
令和２年６月

福井県 定住交流課

福井県の企業探し について

~福井の企業を知らずに就活するなんてもったいない~



どんな企業があるの？
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福井県出身でも地元企業の
ことを意外と知らないもの。
どうやって探せばいい？



情報収集は、２９１ＪＯＢＳ で！
福井の企業情報なら、これ。 Uターン情報収集の窓口に！
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CREATE YOUR FUTURE
あなたの夢。ふくいで叶えてみませんか！

○○株式会社

こんにちは。

次回の企業説明会について、詳細を教えてください。

こんにちは。

次回の説明会は本社で開催し、オフィスを見学する時間も

あなた

○○株式会社

就活のギモン、聞けます！動画で分かりやすく企業紹介！

企業概要のほか、先輩社員の声や
各種ＰＲ情報も動画で紹介

お気に入り登録企業の採用担当者と
個別にやりとりが可能に

https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/

学生登録はコチラ↓

登録社数は約９５０で、
福井県内企業を１番網
羅しているサイトなん
だって！

企業情報、行政情報な
ど、掲載内容が豊富！

・企業情報（企業概要、採
用情報、インターンシッ
プ情報など）

・行政情報（県主催の就活
イベント、交通費補助な
どの支援策など）

メルマガ配信もあるん
だね。

https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/


インターン情報なら、ふくいインターンシップＮＡＶＩ
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県内企業２００社以上が参加する「ふくいインターンシップ」
エントリーシート受付中！（６月１８日提出締切）

http://www.fukui-internship.com/index.php

参加企業一覧、エントリーシートの
ダウンロード、記入方法はコチラ↓

ふくいインターン
シップに参加した人
の約７割が県内に就
職しているんだっ
て！

大学２年生も参加で
きるので、余裕のあ
るうちに働くことを
体感してみよう。

http://www.fukui-internship.com/index.php


まだ企業説明会、間に合う？

学生（2021.3卒予定）、第二新卒（卒後３年以内）の皆さんが
県内企業と接する場として、ミニ合同企業説明会を開催中
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このほか、個別企業
の説明会の情報は、
https://291jobs.pr
ef.fukui.lg.jp/shins
otsu/info/detail.ph
p?id=15
にも
あるね！

https://f-careernavi.com/counseling/

県外在住の方などは、オンライン参加も可能！
詳細・申込方法はコチラ↓

https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/info/detail.php?id=15
https://f-careernavi.com/counseling/


動画だと企業のことが分かりやすい！
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「291JOBS」の各企業ページには動画も掲載。
調べている企業のことがより深く分かります。
https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/

令和２年３月、４月に実施した
「WEB合同企業説明会」の様子を
ご覧いただけます。各企業の魅力
を５分程度にギュッと凝縮！
https://f-careernavi.com/gallery/

県内企業の動画・スライドを一覧展示する特設
ページもあります。いろんな動画を見比べよう！
https://f-careernavi.com/movie/douga00.htm

https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/
https://f-careernavi.com/gallery/
https://f-careernavi.com/movie/douga00.htm


こんな企業の探し方も！
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福井県の企業に注目！
県内企業から「○○○の人、注目！」というキャッチフレーズとともに原
稿を募集しました。「自動車」「環境」「次代」など、キーワードで企業
を探せるので、あなたの関心にあう企業が見つかるかも！
https://f-careernavi.com/movie/chumk00.htm

PDF化したものが↓こちら
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/wakatei/chumoku_d/fil/chumoku.pdf

就活先輩サポーターに聞く！
福井県では、若手社員が後輩である学生に自身の就活体験や企業の魅力を
直接語ってもらう「就活先輩サポーター」制度を設けています。
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/wakatei/uturn/syuukatusenpai.html

サポーターに「福井で働く」ということを、本音で語ってもらいました。
福井で働くこと、これらの企業で働くことが、身近にイメージできますよ。
https://f-careernavi.com/movie/snpi00.htm

企業情報誌 ADVANCE2021
2020.3に開催予定だった合同企業説明会の出展企業の企業情報誌。各ペー
ジは各企業がデザインしましたので、その雰囲気まで伝わってきます！
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/wakatei/advance2021.html

https://f-careernavi.com/movie/chumk00.htm
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/wakatei/chumoku_d/fil/chumoku.pdf
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/wakatei/uturn/syuukatusenpai.html
https://f-careernavi.com/movie/snpi00.htm
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/wakatei/advance2021.html
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世界で活躍する企業とか
女性が働きやすい企業とか
特徴的な企業がないかな？

特徴的な企業は？



福井のものづくり企業情報サイト“「実は福井」の技”
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福井にも国内や世界
を相手に事業を行う
企業が多数あります

• 世界シェア、国内シェア上位やオンリー
ワンの技術を有する県内企業を紹介

• 掲載企業１４９社、２０３の技術・製品

• 世界シェアNo.1 の県内企業 １８社

国内シェアNo.1 の県内企業 ３９社
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会社名 分野

1 セーレン㈱ 自動車内装材（カーシートなど）

2 東洋紡㈱敦賀事業所 自動車エアバッグ用基布

3 日本マイヤー㈱ シームレス編みラッシェル機

4 アイテック㈱ ゴルフ用カーボンシャフトの装飾

5 ケイ・エス・ティ・ワールド㈱ 光通信用の部品基板（厚膜熱酸化膜付ウェーハ）

6 大八化学工業㈱福井工場 パソコンや家電製品などのプラスチック部の難燃剤

7 日東シンコー㈱ 複合電気絶縁材料

8 ㈱北陸濾化 微細バリ取り剤

9 ㈱八木熊 樹脂製の防護柵、区分帯

10 井上商事㈱ 免震エキスパンションジョイントカバー

11 岩崎工業㈱ 除雪トラック用除雪装置

12 ㈱コバード 手包みを超えた究極の包成機

13 常盤商事㈱ 起毛長画像処理測定装置

14 日立造船㈱ ラッピングプレート（鋳物研磨定盤）その他特殊鋳鉄、複合素材

15 ㈱ホプニック研究所 視力補正用高屈折偏光レンズ

16 日本電産テクノモータ㈱ エアコン用プラシレスDCモータ

17 ㈱福井村田製作所 積層セラミックコンデンサ

18 福井窯業㈱ スパーブ２９１（平板瓦）（一体葺き廻し工法、茅葺風屋根瓦工法）

世界シェアNo.1の県内企業 １８社
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会社名 分野

1 ウラセ㈱ ポリエステル繊維染色におけるブラック深色加工

2 小杉織物㈱ 高密度多色柄無縫製の浴衣帯

3 サカイオーベッ
クス㈱

中層型浮魚礁

4 ㈱タケダレース インナーウェア用レース

5 東洋染工㈱ 超薄地ニットの染色仕上加工

6 冨士経編㈱ メディカル白衣（看護衣）

7 前田工繊㈱ 耐候性大型土のう「ツートンバッグ」

8 アイテック㈱
メガネフレームの表面処理

無接点でのイオンプレーティング加工

9 ㈱NCC イオンプレーティング加工による真空めっき処理

10
カンボウプラス
㈱福井工場

建築工事用シート

11
ジャパンポリ
マーク㈱

自動車に表示する各種コーションラベル（注意書
き）

12 日華化学㈱ カーテンに防炎性を付与する薬剤

13 ㈱海道工業
（ナックグループ）

道路反射鏡（カーブミラー）

14 サカセ化学工業
㈱

医療用キャビネット、カート

15 第一ビニール㈱ プリントパイプ

16 日本真空化学㈱
（ナックグループ）

ガラス繊維強化アクリル樹脂製（FRA）大型浴槽

大口径アクリルパイプ

17 フクビ化学工業
㈱

アルパレージ

18 大阪特殊合金㈱
勝山工業

属材料の特性を向上させる添加剤

19 小野谷機工㈱ 全自動大型タイヤ交換機

20 ㈱川鋳 空調用の大型冷凍機の鋳物製圧力容器

国内シェアNo.1の県内企業 ３９社
会社名 分野

21 ㈱武田機械 両頭フライス盤

22 デンヨー㈱
福井工場

エンジン発電機

23 東工シャッター
㈱

アルミ折戸「イスターカーテン」

24 日東産業㈱ ウレタンスポンジの複雑形状切断装置

25 ㈱日本エー・
エム・シー

高圧配管用継ぎ手

26 福井鋲螺㈱ 蛍光灯ピン

27 ㈱サンルックス
国産 視力補正用プラスチックレンズのキャス
ティング

28 ㈱シャルマン

ニッケルフリーの超弾性チタン合金「エクセレン
スチタン」

チタン製メガネフレームのレーザ微細接合技術

29 浜本テクニカル
㈱

ロー付け工程のないチタンメガネフレーム

30 ㈱オーディオテ
クニカフクイ

赤外線コードレスマイクロホン

31 倉茂電工㈱ 水中ポンプ用フロートスイッチ

32 セーレン電子㈱ 布目矯正機

33 ㈱TOP 電動アシスト自転車用モータ

34 （協）プロード モニュメント型風力発電機

35 ㈱廣部硬器
セラミックス蓄光材「セラチッコウ」

警察・消防署の紋章

36 ㈱ホクコン
HC式防火水槽

無散水融雪システム

37 ㈱シャトル 中学校用木工教材

38 タナカ㈱ 各種蚊帳

39 三谷セキサン㈱ 大口径高強度コンクリートパイルと高支持力工法
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女性の活躍を応援する企業がどんどん増えています（260社超）

・女性の応募を増やすための取り組みを実施するなど、女性の採用を推進
・女性のための研修や男性と同じ機会が与えられる人事配置を実施するな
ど、女性の育成を推進

・長時間労働の削減や家庭との両立支援を充実するなど、男女がともに働
きやすい職場環境づくりを推進

・管理職やリーダーへの女性の登用を推進

「ふくい女性活躍推進企業」
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詳細は
こちら！

≪登録企業ロゴマーク≫
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就職は自分で決めるもの。
でもほかの人の状況も気に
なる！

どんな人がどんな企業に
就職してるの？



業種別 採用状況（2019.3卒）

石友ホームグループ、伊藤電機設備、エーシングループ永森建設、クリハラント、サンワコン、塩浜工業、田中建設、日本ピーエス、
ほくつう福井支店、北陸電気工事福井支店、村中建設

アイシン・エィ・ダブリュ工業、ＫＢセーレン、小林化工、鯖江村田製作所、セーレン、日華化学、日本電産テクノモータ、美十若狭
工場、福井村田製作所、前田工繊、松浦機械製作所

関西電力原子力事業本部、原電エンジニアリング敦賀事業所、日本原子力発電、北陸電気保安協会、北陸電力福井支店

アートテクノロジー、永和システムマネジメント、ＡＬＬＣＯＮＮＥＣＴ、共同コンピュータ、サカイエルコム、タフ、ビジュアルソフト、
福井コンピュータホールディングス、福井新聞社、福井放送、三谷コンピュータ

アップル流通、えちぜん鉄道、新日本海フェリー、敦賀海陸運輸、日本通運福井支店、日本郵便北陸支社、福井鉄道

ＡＯＩカーライフ、アルビス、江守商事、カーボ、ゲンキー、ネッツトヨタ福井、平林印刷、ＰＬＡＮＴ、三谷商事、ユニー北陸本
部、ユニフォームネクスト

あいおいニッセイ同和損害保険福井支店、今村証券、越前信用金庫、敦賀信用金庫、東京海上日動火災保険福井支店、福
井銀行、福井信用金庫、福邦銀行、北陸銀行、北陸労働金庫福井県本部、益茂証券、三津井証券、横浜幸銀信用組合

天晴データネット、アフレル、上坂会計グループ、ウララコミュニケーションズ、越前松島水族館、江守エンジニアリング、木内計測、合
同経営会計事務所、たすき会、日本綜研

アスピカ、イガラシ、大西商事、TSUKIWA、新田塚コミュニティ、マリージョゼ、読売旅行福井営業所、ローズガーデン

暁幼稚園、あさひこども園、鹿苑こども園、昭和幼稚園、ハーヴェスト、花園幼稚園、福井工業高等専門学校、福井佼成幼稚園、
福井仁愛学園、福井大学、藤島幼稚園、文京こども園、めぐみこども園、嶺南学園

慶長会、健康会 嶋田病院、光道園、市立敦賀病院、中部薬品、トゥモローズリハビリテーショングループ、新田塚医療福祉セン
ター福井総合病院、藤島会、福井勝山総合病院、福井県済生会病院、福井心臓血圧センター、穂仁会

永平寺町農協、越前たけふ農協、越前丹生農協、サニーライブグループ、ＪＡ福井県五連、花咲ふくい農協、春江農協、福井
市農協、福井市南部農協、福井県民生協、福井丹南農協、ミュージッククラブ

越前市役所、越前町役場、坂井市役所、鯖江市役所、敦賀市役所、福井県教育委員会、福井県警察本部、福井県庁、福
井市役所、福井労働局

1.7

14.1

1.6

14.4

2.0
1.2
1.1

5.9

21.2

1.0

4.9

1.6

23.6

5.6

建設業

製造業

インフラ系

情報・通信業

運輸・郵便業

卸売・小売業

金融・保険業

研究・専門技

術サービス業

生活関連・娯

楽業

教育・学習支

援業

医療・福祉

複合サービス

業

公務

その他

例えば次の企業が採用しています

大卒等採用人数構成比
福井県定住交流課調べ 14



学部別 採用状況（2019.3卒）

今村証券、セーレン、中部薬品、日本郵便北陸支社、福井銀行、福井県警察本部、福井県庁、福井
信用金庫、福井村田製作所、三谷商事

越前市役所、ＡＬＬＣＯＮＮＥＣＴ、鹿苑こども園、坂井市役所、鯖江市役所、敦賀市役所、福井
銀行、福井県教育委員会、福井県警察本部、福井県庁、福井市役所

アイシン・エィ・ダブリュ工業、今村証券、敦賀市役所、天晴データネット、美十若狭工場、福井宇部生コン
クリート、福井銀行、福井県教育委員会、福井県警察本部、福井県庁、福井村田製作所、松浦機械
製作所、三谷商事、陽光会

オーイング、ＡＬＬＣＯＮＮＥＣＴ、ジャクエツ、セーレン、福井県警察本部、福井市役所、三谷セキサ
ン、ユニー北陸本部

幸伸食品、小林化工、清風会吉田医院、中部薬品、福井県民生協、福井信用金庫、宝石・時計の武
内、ユニフォームネクスト

アートテクノロジー、アイシン・エィ・ダブリュ工業、小林化工、セーレン、日本電産テクノモータ、日本ピーエス、
ビジュアルソフト、福井県教育委員会、福井県庁、福井村田製作所、北陸電気工事福井支店、北陸電
力福井支店

キヤノンファインテック福井事業所、小林化工、酒井化学工業、白崎コーポレーション、日華化学、ハチバン、
美十若狭工場、福井県庁、福井中央魚市

慶長会、健康会 嶋田病院、厚生会福井厚生病院、光道園、市立敦賀病院、トゥモローズリハビリテー
ショングループ、新田塚医療福祉センター福井総合病院、福井県済生会病院、福井県教育委員会、福
井県庁、穂仁会、保仁会泉ヶ丘病院

5.1

11.2

2.4

23.1

8.0

2.8

3.0

12.0

32.5
人文社会科

学系（文法

経済学等）
教育学系

外国語・教養

学系

芸術学・体育

学系

生活科学系

（家政学・人

間科学等）
理工学系

農林水産学

系

医薬看護福

祉系

その他・不明

例えば次の企業が採用しています

大卒等採用人数構成比
福井県定住交流課調べ 15



職種別 採用状況（2019.3卒）

アスピカ、今村証券、ＡＬＬＣＯＮＮＥＣＴ、中部薬品、日本郵便北陸支社、美十若狭工場、福井銀行、福井信用金庫、
北陸銀行、三谷商事、三谷セキサン、横浜幸銀信用組合

アイシン・エィ・ダブリュ工業、江守商事、合同経営会計事務所、小林化工、鯖江村田製作所、ＪＡ福井県五連、塩浜工業、
日本電産テクノモータ、福井信用金庫、福井村田製作所、福邦銀行

エル・ローズ、グランディア芳泉、ショクハイ、清風会吉田医院、TSUKIWA、東急リゾートサービス、新田塚医療福祉センター福井
総合病院、はいや松風園、福井県民生協、雄久会介護老人保健施設ひかりケアホーム、ローズガーデン

安居福祉会高雄苑、足羽福祉会、おおた福祉会ＨＯＭＥＴＯＷＮコスモス、希望園、慶長会、健康会 嶋田病院、光道園、
大日園、竹伸会あけぼの園、トゥモローズリハビリテーショングループ、ハーヴェスト、ふくい福祉事業団、ゆきんこ共同保育園、陽光
会

健康会 嶋田病院、弘昭会大森整形外科リウマチ科、厚生会福井厚生病院、市立敦賀病院、中村病院、新田塚医療福祉セ
ンター福井総合病院、林病院、福井勝山総合病院、福井県済生会病院、福井心臓血圧センター、穂仁会、保仁会泉ヶ丘病
院

アイシン・エィ・ダブリュ工業、オーディオテクニカフクイ、小林化工、サカイオーベックス、田中化学研究所、日華化学、日本電産テクノ
モータ、福井村田製作所、前田工繊、松浦機械製作所

アートテクノロジー、永和システムマネジメント、エーアイテクノロジー、ＳＣＳＫニアショアシステムズ、エル・ローズ、共同コンピュータ、
サカイエルコム、チェンジビジョン、天晴データネット、ＮＥＳＩ、パワーシステム、ビジュアルソフト、福井コンピュータホールディングス、
三谷コンピュータ、三谷商事

石友ホームグループ、エーシングループ永森建設、キミコン、熊谷組福井支店、サンワコン、塩浜工業、日本ピーエス、ホクコンマテリ
アル、道端組、村中建設、明和工業

伊藤電機設備、エイチアンドエフ、関西電力原子力事業本部、クリハラント、鯖江村田製作所、日本原子力発電、ネッツトヨタ福
井、パナソニックＡＩＳ社車載エレクトロニクス事業部、福井村田製作所、北陸電気工事福井支店、北陸電力福井支店

ＡＧＣ若狭化学、清川メッキ工業、鯖江村田製作所、ジャパン・ポリマーク、生晃栄養薬品、フクビ化学工業、ふじや食品、ミツヤ、
森永北陸乳業

越前市役所、越前町役場、大野市役所、坂井市役所、鯖江市役所、敦賀市役所、福井県警察本部、福井県庁、福井市役
所、福井労働局

福井県教育委員会、福井精華学園啓新高等学校

暁幼稚園、あさひこども園、開成保育園、鹿苑こども園、慶長会、昭和幼稚園、新横江保育園、雛岳園、すずらん保育園、すみ
れ保育園、清菱会チューリップ保育園、花園幼稚園、福井佼成幼稚園、福井仁愛学園、藤島会、藤島幼稚園、文京こども園、
三国松涛保育園、めぐみこども園

17.2

3.4

4.1

9.9

3.7

6.0

2.6

3.3

5.8

5.3

2.5
1.9

11.0

23.5
営業、販売職

管理・事務職

美容、調理、

接客職

介護、福祉職

医療、看護職

研究開発職

情報職

建築・土木・

測量職

機械・電気技

術職

技能工、製造

工

公務員

教員・講師

保育士・幼稚

園教諭

その他・不明

例えば次の企業が採用しています

大卒等採用人数構成比
福井県定住交流課調べ 16



最後までご覧いただき
ありがとうございました。

福井の企業への就活
お待ちしています！
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