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学生や就職氷河期世代の就職活動を応援します！ 

 

～ 「ハローワーク On Line 就職面接会」開催のご案内 ～ 

 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により年度後半になっても内定を得ることが

できない学生等や、休業等により採用活動に影響が出ている企業を支援するため、福井労働

局及びハローワークは就職面接会を実施します。 

なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止のため、当該面接会はオンラインにて

実施します。コロナ禍を機に急速に普及しているオンラインでの就職活動や採用活動に触れ

て頂くことも目的としております。 

 

記 

 
 １ 名称   ハローワーク On Line 就職面接会 

 

２ 対象者  令和３年３月卒業予定の高校生、専修学校生、高等専門学校生、 

       短期大学生、大学生、大学院生 

       大学等卒業後３年以内の者 

       一般求職者（若年者及び就職氷河期世代等） 

 

３ 開催日  令和２年 12 月 24 日（木）13：00～17：00 （要予約） 

 

４ 参加企業 学卒及び正社員求人を行っている県内企業 約 130 社 

       （参加企業は福井労働局ホームページに掲載しています。参加企業、対象者、 

採用人数等については随時更新していきます。） 

５ その他 

（１）企業及び参加者は、パソコン等を用いてオンラインにて面接を行います。 

（２）事前に参加申込や面接予約が必要です。詳しくは、お近くのハローワークへお問い

合わせください。 

（参考資料）「求職者向けチラシ」「参加企業リスト」 

令和２年 12 月１日 

【照会先】 

福井労働局職業安定部職業安定課 

課 長      森下 歩 

課長補佐    翠 美香 

職業紹介係長  牧野 公俊 

（電話）0776-26-8609（内線 5204） 

福井労働局 
厚生労働省 





№ 企業名 所在地 業種 № 企業名 所在地 業種
1 株式会社 秋吉グループ本部 福井市 製造業 66 株式会社半澤組 坂井市 建設業
2 福日機電株式会社 福井市 建設業 67 塩野フィネス株式会社 坂井市 製造業
3 株式会社伊藤電機 福井市 建設業 68 北陸土井工業株式会社 坂井市 製造業
4 日本通信特機株式会社 福井市 建設業 69 前田電工株式会社 坂井市 建設業
5 シンコー電業株式会社 福井市 建設業 70 社会福祉法人 坂井福祉会 坂井市 その他
6 株式会社ビジュアルソフト 福井市 IT・情報通信業 71 社会福祉法人希望園 大野市 サービス業
7 暁産業株式会社 福井市 サービス業 72 社会福祉法人 大野福祉会 大野市 サービス業
8 株式会社ホーコーズ 福井市 サービス業 73 社会福祉法人大野和光園 大野市 サービス業
9 社会福祉法人慈豊会 福井市 その他 74 株式会社芦見屋 大野市 卸売・小売業
10 大日メタックス株式会社 福井市 製造業 75 株式会社安間鉄工所 大野市 製造業
11 永森建設株式会社 福井市 建設業 76 社会福祉法人 勝山福祉会 勝山市 サービス業
12 福井県民生活協同組合 福井市 その他 77 株式会社ほっとリハビリシステムズ 越前市 その他
13 OOKABEGLASS株式会社 福井市 卸売・小売業 78 松原産業株式会社 越前市 製造業
14 村中建設株式会社 福井市 建設業 79 北陸リトレッド株式会社 越前市 製造業
15 株式会社五目亭 福井市 飲食サービス業 80 タニオ保険株式会社 越前市 金融業
16 株式会社北陸近畿クボタ 福井市 卸売・小売業 81 近江化工株式会社 越前市 製造業
17 有限会社あんしん村グループ 福井市 サービス業 82 越前いきいき健康館 (株式会社カネイチ） 越前市 その他
18 株式会社丸和 福井市 卸売・小売業 83 藤井防災エネルギー株式会社 越前市 卸売・小売業
19 社会福祉法人福聚会 宝珠苑 福井市 その他 84 フジアルテ株式会社 越前市 その他
20 社会福祉法人一乗谷友愛会 福井市 サービス業 85 株式会社住みかえ情報館 越前市 不動産業
21 ムラタグループ 福井市 サービス業 86 株式会社 サンライフ小野谷 越前市 その他
22 福井倉庫株式会社 福井市 運輸・郵便業 87 株式会社マルジン 越前市 建設業
23 株式会社サンワエンジニアリング 福井市 建設業 88 社会福祉法人和楽園 越前市 その他
24 シラサワ建機株式会社 福井市 その他 89 株式会社 大虫電工 越前市 建設業
25 ススキ電機株式会社 福井市 建設業 90 株式会社山田組 越前市 建設業
26 株式会社大西商事 福井市 サービス業 91 株式会社 フジ．デンタルラボ 越前市 その他
27 西川電業株式会社 福井市 建設業 92 武生特殊鋼材株式会社 越前市 製造業
28 社会福祉法人 福泉会 福井市 その他 93 株式会社キミコン 鯖江市 サービス業
29 福井通信建設株式会社 福井市 建設業 94 株式会社パワーユニオン 鯖江市 製造業
30 社会福祉法人 足羽福祉会 福井市 サービス業 95 株式会社ワカヤマ 鯖江市 製造業
31 クリタ明希株式会社 福井市 建設業 96 株式会社タイヨー 鯖江市 サービス業
32 アクサ損害保険株式会社 福井市 金融業 97 株式会社 三和電工社 鯖江市 その他
33 株式会社カワカミパワーシステム 福井市 建設業 98 株式会社福井イエローハット 鯖江市 卸売・小売業
34 光生アルミニューム工業株式会社 福井市 製造業 99 TMR株式会社 鯖江市 卸売・小売業
35  OKUTAKE GROUP（奥武建設工業㈱・㈱高洋建設・㈱オクタケ）福井市 建設業 100  株式会社 すみよし（フレッシュランチ３９鯖江店） 鯖江市 食品製造業
36 社会福祉法人 清水新生会 福井市 その他 101 タガハウス株式会社 鯖江市 建設業
37 岩見電工 株式会社 福井市 建設業 102 株式会社 ガード 鯖江市 建設業
38 西田建設株式会社 福井市 建設業 103 社会福祉法人敬老会 丹生郡越前町 その他
39 トヨタカローラ福井株式会社 福井市 卸売・小売業 104 有限会社新井鉄工所 丹生郡越前町 その他
40 土牧電機 株式会社 福井市 建設業 105 社会福祉法人 織田やすらぎ会 丹生郡越前町 その他
41 ピーエス化学株式会社 福井市 製造業 106 社会福祉法人ほのぼの苑 南条郡南越前町 サービス業
42 社会福祉法人 健楽会 こしの渚苑 福井市 その他 107 医療法人山本会 シルバーケア日野 南条郡南越前町 その他
43 山金工業株式会社 福井市 製造業 108 株式会社塩浜工業 敦賀市 製造業
44 社会福祉法人寿の会 福井市 サービス業 109 株式会社ＴＡＳ 敦賀市 その他
45 株式会社マルツホールディングス 福井市 その他 110 社会福祉法人敬仁会 敦賀市 サービス業
46 社会福祉法人 文珠福祉会 福井市 その他 111 藤電機工業株式会社 敦賀市 製造業
47 山田技研株式会社 福井市 製造業 112 株式会社アイケープラスト 敦賀市 製造業
48 医療法人 健康会 福井市 その他 113 株式会社 下畑組 敦賀市 建設業
49 株式会社北陸環境サービス 福井市 その他 114 敦賀電機工業株式会社 敦賀市 卸売・小売業
50 株式会社ナカニシビジョン 福井市 製造業 115 株式会社 テクノハーツ 敦賀市 建設業
51 アクサ生命保険株式会社 福井営業支社 福井市 金融業 116 ＦＴＥＣ株式会社 敦賀市 その他
52 福井鉄道株式会社 福井市 運輸・郵便業 117 株式会社エイコー技術コンサルタント 敦賀市 サービス業
53 豊島繊維株式会社 吉田郡永平寺町 製造業 118 若越印刷株式会社 敦賀市 製造業
54 株式会社パワーユニオン金津 あわら市 製造業 119 有限会社耕雲商事 三方郡美浜町 建設業
55 株式会社芦原冷間鍛造 あわら市 製造業 120 株式会社かつらだ 小浜市 製造業
56 社会福祉法人 緑進会 あわら市 その他 121 若狭実業株式会社 小浜市 建設業
57 社会福祉法人 ハスの実の家 あわら市 その他 122 Honda Cars 小浜 小浜市 卸売・小売業
58 株式会社山岸 あわら市 卸売・小売業 123 富士測量設計株式会社 小浜市 サービス業
59 株式会社 福井クリーン・システム あわら市 その他 124 株式会社システムラン 小浜市 IT・情報通信業
60 株式会社コバード 坂井市 製造業 125 ＡＧＣ若狭化学株式会社 小浜市 製造業
61 有限会社石川研磨製作所 福井工場 坂井市 製造業 126 小浜海産物株式会社 小浜市 製造業
62 社会福祉法人 双和会 坂井市 サービス業 127 ニチコンワカサ株式会社 小浜市 製造業
63 株式会社 Ｅ・Ｋ・Ｍ 坂井市 建設業 128 株式会社 福井和郷 大飯郡高浜町 その他
64 北山設備株式会社 坂井市 製造業 129 株式会社オーイング 大飯郡高浜町 その他
65 医療法人 聖仁会 藤井医院 坂井市 その他 130

参加予定企業リスト（予定）

（順不同）


