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「正社員求人による合同就職面接会」を開催します 

（２/７広島・２/14 福山） 

（取材における事前申込等のご案内） 

 

広島労働局（局長：阿部
あ べ

 充
みつる

）は、新規学校卒業予定の未内定者の就職支援及びフリーター等

の正規雇用化の推進等を目的とし、令和５年３月大学等卒業予定者（大学等卒業後おおむね３年

以内の者を含む。）、35 歳未満の若年者を対象とする就職面接会を、下記のとおり開催します。 

なお、当日の取材及び報道に当たり、事前申込みや当日の取材にかかるお願いについて併せて

ご案内します。 

 

◎ 開催概要 

項   目 広 島 会 場 福 山 会 場 

日   時 
令和５年２月７日（火） 

13:30 ～ 16:00 

令和５年２月 14日（火） 

13:30 ～ 16:00 

場   所 
広島県立広島産業会館 

西展示館第２・３展示場 

福山市総合体育館 

サブアリーナ 

所 在 地 
広島市南区比治山本町 

12 番 18 号 

福山市千代田町 

１－１－２ 

参 加 企 業 

（別紙参加企業一覧参照） 
49 社 30 社 

主   催 

 

広島労働局、ハローワーク（公共職業安定所） 

 

内   容 

13：30 開会式 

13：45 ユースエール認定企業による「企業ＰＲタイム」 

14：00 就職面接会 

※ご来場の際はマスクの着用、手指の消毒、検温にご協力をお願いします。 

※新型コロナウイルス感染症の感染状況により、内容の変更または中止になる場合があります。 

 

Press Release 

 

令和５年１月 30 日 

【照会先】 

○広島労働局職業安定部 職業安定課 

地方労働市場情報官 小川 信二 

課長補佐      荻野 倫也 

（電話）082（502）7831 

 

 



 

＜取材及び報道におけるご案内＞ 
 

 １ 取材参加者の確認（事前申込み制） 

   取材を希望される場合は、２月６日（月）までに TEL により、広島労働局職業安定部職業

安定課（小川・荻野）へ申込みをお願いします。  

【申込先（TEL）082-502-7831】 

  

２ 当日の主なスケジュール 

  13：30 開会式（主催者挨拶及び事務局説明等） 

  14：00 面接会開始 

 

３ 取材に当たってのお願い 

 （１）ご来場の際は、報道関係者受付にお越し下さい。 

 （２）参加者個人が特定できる撮影はご遠慮下さい。（同意がある場合を除く。） 

 （３）参加者及び参加企業への取材は、個別に了解を得た上で行って下さい。 

 （４）新型コロナウイルス感染症の感染防止対策（会場入口での検温、マスク着用、 

手指の消毒、ソーシャルディスタンス等）を徹底して下さい。 

 

 



更新日：2023/1/11

アオイ化学工業株式会社 株式会社不二ビルサービスケア事業部

アトミックス工業株式会社 株式会社フレッズ

イケダ株式会社 株式会社万惣

医療法人博善会　長尾医院 株式会社Laugh

エヌ・ティ・ティ・システム開発株式会社 株式会社良和ハウス

大田鋼管株式会社 株式会社ワークマンシップ

株式会社アサヒ情報システム コストコホールセールジャパン株式会社　広島倉庫店

株式会社イズミ 佐々木工業株式会社

株式会社ウィズソル シグマ株式会社

株式会社AICエデュケーション 社会福祉法人くさのみ福祉会

株式会社キリンビバックス 社会福祉法人正仁会　特別養護老人ホームなごみの郷

株式会社クマヒラセキュリティ 社会福祉法人広島県リハビリテーション協会

株式会社クラタクリエイト　住機部事業所（広島市 矢野新町） 社会保険労務士法人サトー

株式会社SANKYO 田坂鋼業株式会社

株式会社サンゼオン 中外テクノス株式会社

株式会社シーゲートコーポレーション 東洋省力株式会社

株式会社ジェイ・シー・ティ 都市環境整備株式会社

株式会社住宅ケンコウ社 トナミ運輸中国株式会社

株式会社スガノ 日本シーレーク株式会社

株式会社すぎはら 農事組合法人広島県東部養豚組合

株式会社第一ビルサービス ヒロコン株式会社

株式会社大進創寫舘 ヒロコンフーズ株式会社

株式会社トヨタレンタリース広島 広島第一交通株式会社

株式会社ハマダ ま マックスバリュ西日本株式会社

株式会社ファルベ

か

さ

た

な

は

【令和5年2月7日（火）広島会場】　広島労働局・ハローワーク主催　合同就職面接会　参加企業一覧　（五十音順）

事業所名 事業所名

※事情により参加企業は変更になる場合がございます。最新の情報はホームページでご確認下さい。

あ
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更新日：2023/1/11

業種 事業所名 業種 事業所名

農業、林業 農事組合法人広島県東部養豚組合 株式会社フレッズ

株式会社サンゼオン 株式会社万惣

佐々木工業株式会社 コストコホールセールジャパン株式会社　広島倉庫店

アオイ化学工業株式会社 田坂鋼業株式会社

イケダ株式会社 マックスバリュ西日本株式会社

株式会社スガノ 株式会社トヨタレンタリース広島

株式会社すぎはら 株式会社良和ハウス

株式会社ハマダ アトミックス工業株式会社

シグマ株式会社 株式会社ウィズソル

東洋省力株式会社 社会保険労務士法人サトー

ヒロコンフーズ株式会社 中外テクノス株式会社

エヌ・ティ・ティ・システム開発株式会社 都市環境整備株式会社

株式会社アサヒ情報システム 宿泊業、飲食サービス業 株式会社Laugh

ヒロコン株式会社 生活関連サービス業、娯楽業 株式会社大進創寫舘

株式会社シーゲートコーポレーション 教育、学習支援業 株式会社AICエデュケーション

トナミ運輸中国株式会社 医療法人博善会　長尾医院

広島第一交通株式会社 株式会社不二ビルサービスケア事業部

大田鋼管株式会社 社会福祉法人くさのみ福祉会

株式会社イズミ 社会福祉法人正仁会　特別養護老人ホームなごみの郷

株式会社キリンビバックス 社会福祉法人広島県リハビリテーション協会

株式会社クマヒラセキュリティ 株式会社住宅ケンコウ社

株式会社クラタクリエイト　住機部事業所（広島市 矢野新町） 株式会社第一ビルサービス

株式会社SANKYO 株式会社ワークマンシップ

株式会社ジェイ・シー・ティ 日本シーレーク株式会社

株式会社ファルベ

サービス業
（他に分類されないもの）

※日本標準産業分類順

建設業

製造業

情報通信業

運輸業、郵便業

卸売業、小売業

卸売業、小売業

不動産業、物品賃貸業

学術研究、
専門・技術サービス業

医療、福祉

【令和5年2月7日（火）広島会場】　広島労働局・ハローワーク主催　合同就職面接会　参加企業一覧　（業種順）

※事情により参加企業は変更になる場合がございます。最新の情報はホームページでご確認下さい。



更新日：2022/12/16

アサヒサンクリーン株式会社 株式会社ひまわり

アドバンスシステム株式会社 株式会社広島リサイクルセンター

株式会社アイメックス 株式会社福山自動車用品商会

株式会社アンリックス 株式会社福山臨床検査センター

株式会社エスマイル 株式会社ププレひまわり

株式会社小田商店 株式会社ベッセル

株式会社ガルバ興業　三原工場 株式会社前田組

株式会社ＱＯＬサービス キタガワエンジニアリング株式会社

株式会社サンエイ キャル株式会社　広島オフィス

株式会社スピングルカンパニー 社会福祉法人アンダンテ

株式会社大進本店 社会福祉法人的場会

株式会社寺田鉄工所 広島綜合警備保障株式会社

株式会社ナカタ・マックコーポレーション 深江特殊鋼株式会社

株式会社なかやま牧場 な 日本基準寝具株式会社

株式会社備南自動車学校 や 有限会社三愛機工

【令和5年2月14日（火）福山会場】　広島労働局・ハローワーク主催　合同就職面接会　参加企業一覧　（五十音順）

事業所名 事業所名

※事情により参加企業は変更になる場合がございます。最新の情報はホームページでご確認下さい。

さ
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更新日：2022/12/16

業種 事業所名 業種 事業所名

建設業 株式会社前田組 株式会社エスマイル

株式会社アイメックス 株式会社小田商店

株式会社アンリックス 株式会社サンエイ

株式会社ガルバ興業　三原工場 株式会社大進本店

株式会社スピングルカンパニー 株式会社福山自動車用品商会

株式会社寺田鉄工所 株式会社ププレひまわり

株式会社ナカタ・マックコーポレーション 宿泊業、飲食サービス業 株式会社ベッセル

株式会社なかやま牧場 教育、学習支援業 株式会社備南自動車学校

株式会社広島リサイクルセンター アサヒサンクリーン株式会社

キタガワエンジニアリング株式会社 株式会社ひまわり

深江特殊鋼株式会社 株式会社福山臨床検査センター

有限会社三愛機工 社会福祉法人アンダンテ

アドバンスシステム株式会社 社会福祉法人的場会

株式会社ＱＯＬサービス 日本基準寝具株式会社

キャル株式会社　広島オフィス
サービス業

（他に分類されないもの）
広島綜合警備保障株式会社

※事情により参加企業は変更になる場合がございます。最新の情報はホームページでご確認下さい。

【令和5年2月14日（火）福山会場】　広島労働局・ハローワーク主催　合同就職面接会　参加企業一覧　（業種順）

※日本標準産業分類順

製造業

情報通信業

卸売業、小売業

医療、福祉


