
新型コロナウイルス感染防止対策として、ご参加の際には、マスク着用、受付にて体温チェックにご協力をお願いいたします。

発熱などの症状がある場合には参加をお断りさせていただきます。

※新型コロナウイルス感染拡大の状況により上記日程の変更・中止となる場合があります。　　　　　　

＼親子でご参加いただけます／＼親子でご参加いただけます／

＼しゅっぱ～つ／

企業見学バスツアー開催日
見学先・スケジュールは裏面をご覧ください

対象：大学（院）・短大・高専・専修学校の学生の保護者の方
※学生ご本人もご参加いただけます。

※各コースの詳細は、裏面をご覧ください。
※集合場所、経由地、解散場所等の詳細は、お申込みいただいた方に改めてご案内します。

第１回 ８月２０日（金）

第２回 ８月２８日（土）

第３回 ９月３日（金）

第１回 ８月２０日（金）

第２回

第３回

お申し込みは裏面の「申込書」に必要事項を記入の上、FAXかメールまたは直接お電話でお申込みください。

主催：福井県　　共催：福井商工会議所　　   お問合わせ：（実施運営先）アイビーエージェント株式会社

　TEL．0776-29-08 8 8 /FAX.0776-28-2500/Mail：fukui- iba@vesta.ocn.ne.jp

大学（院）、短大、高専、専修学校等に通う学生の保護者の方などを対象に、

県内企業を訪問し、企業の優れた技術や商品・サービス、働く現場を実

際に体感する「企業見学バスツアー」を開催します。ぜひ、この機会に

ご参加ください。

第１回 ８月２０日（金）

第２回 ８月２８日（土）

第３回 ９月３日（金）

第１回 ８月２０日（金）

第２回

第３回

第１回 １０月８日（金）

福井地区コース②
定員１５名

福井地区コース③
定員１５名

第３回 １０月１５日（金）

１０月２３日（土）第５回

第２回 １０月９日（土） 福井・丹南地区コース
定員１０名

嶺南地区コース
定員１０名

丹南地区コース
定員１５名

第４回

第６回

企業見学
バスツアー

福井県保護者向け就職支援事業
保護者向け（学生の方も参加可）
福井県保護者向け就職支援事業

保護者向け（学生の方も参加可）

参加無料

１０月１６日（土）

１１月５日（金）

福井地区コース①
定員１５名

最新の情報は、

県ホームページをご覧ください。

コロナウイルス感染防止対策を

ご確認の上、お申込みください。



企業見学バスツアー

■性別   （ 男  ・  女  ）　
■ご住所 〒　　　－

申 込 書
※ご記入いただいた内容は、本イベントに

　関するご連絡のみに使用させていただきます。

■参加希望※複数参加可能

　（〇をつけてください）
企業見学

バスツアー

第１回

（福井①） （福井・丹南） （福井②） （嶺南） （福井③）

第２回 第３回 第４回 第５回
１０/８ １０/９ １０/１５ １０/１６ １０/２３

（丹南）

第６回
１１/５

■お名前

ふりがな

■お名前

ふりがな

■　保護者　・　学生

■性別   （ 男  ・  女  ）　

■　保護者　・　学生

■携帯番号

■電話（ご自宅）

■メールアドレス　　　　　　　　　　＠

■生年月日（西暦）　　年　　　月　　　日　■年齢　　　　　　歳 ■生年月日（西暦）　　年　　　月　　　日　■ 年齢　　　　　　歳

保護者向け  I n fo rmat ion

お問合わせはお気軽にどうぞ（アイビーエージェント株式会社）TEL．0776-29-0888 / FAX.0776-28-2500 /Mail：fukui- iba@vesta.ocn.ne.jp

第 1 回（定員１５名）

福井地区コース①

＜日　時＞

１０月８日（金）

１３:００～１７：００

福井市大和田 2-510 福井市八重巻町 105

ラジオ・テレビのメディ

アを通じて、「こころ豊か

な福井」の実現に貢献す

る放送局です。

カーテンの総合サプライ

ヤーとして一貫生産・販

売体制を確立し、海外販

売にも取り組んでいます。 
第２回（定員１０名）

福井・丹南地区コース

＜日　時＞

１０月９日（土）

１３:００～１７：００

福井市三十八社町 33-66

クラシス株式会社
鯖江市下河端町 1701

「FUKUVI　NEXT」を経営

ビジョンに掲げ、更なる

進化を模索する開発型グ

ローバルメーカー！

クラシスは木材建材の調

達・加工・配送施工を一

貫提供する木材のワンス

トップカンパニーです。 
第３回（定員１５名）

福井地区コース②

＜日　時＞

１０月１５日（金）

１３:００～１７：００

株式会社ふじや食品
越前市矢船町 1-7-1

半導体、電子部品などの

機能めっきで、IoT、自動

車、医療、宇宙まであら

ゆるシーンで活躍する技

術創造企業です。

「建てる」を応援する会社

として住まいづくりのプ

ロに建築資材や住宅設備

を提案・提供しています。 第４回（定員１０名）

嶺南地区コース

＜日　時＞

１０月１６日（土）

１３:００～１７：００

敦賀海陸運輸株式会社
敦賀市桜町 2-10

株式会社ジャクエツ
敦賀市若葉町 2-1770

敦賀港を拠点とした海上

物流やトラック・バス・

タクシーでの陸上輸送を

展開する総合物流企業で

す。

幼稚園・保育園・こども

園向けの屋外遊具から園

舎設計までを提供する

トータルソリューション

カンパニーです。 第５回（定員１５名）

福井地区コース③

＜日　時＞

１０月２３日（土）

１３:００～１７：００

山崎金属株式会社
福井市宝永 2-11-8

株式会社アスピカ
福井市二の宮 4-6-16

転勤なし。無借金経営を

続け財務内容は良好。

福井の街づくりと人々の

暮らしを支えている会社

です。

人生の大切な瞬間に、お

客様の心に残る、価値あ

る感動体験の提供を目指

し、冠婚葬祭・介護事業

を展開しています。

集 合 場 所 、経 由 地 、解 散 場 所 等 の 詳 細 は 、お 申 込 み い た だ い た 方 に 改 め て ご 案 内 し ま す 。

福井放送株式会社

福井市和田中 1-414

清川メッキ工業株式会社メッキ・表面処理業

カーテン製造業

建設資材卸業

株式会社カズマ

福井市河増町 30-20

株式会社タッセイ

製造業

放送業

フクビ化学工業株式会社 建築資材卸売業

卸売業

食品製造業 梱包資材製造業

教育用具製造販売業運輸業

冠婚葬祭業

 第６回（定員１５名）

丹南地区コース

＜日　時＞

１１月５日（金）

１３:００～１７：００

酒井化学工業株式会社
鯖江市川去町 32-2-1

総合チルド食品メーカー

として、和風・洋風・中

華風・デザートの 4部門

で全国展開を図っていま

す。

プラスチックが持つ機能

性を活かし、包装資材を

はじめオリジナル製品の

開発・製造に取り組んで

います。


