
県内企業が開催する説明会の情報をお届けします。

説明会の詳細については、担当者にお問い合わせいただくか、HP等をご確認ください。

福井 石川 関西 中京 関東 その他 担当部署 電話番号 メールアドレス

建設業 旭電設株式会社
2020年3月19日（木）7：30～9：30
上記日程以外をご希望の方はご相談下さい。

旭電設株式会社
（福井市御幸４－６－８）

● https://www.asahi-fukui.co.jp/ 総務部　伊東 0776-22-2622 saiyou@asahi-fukui.co.jp

建設業 石友ホームグループ

《Web会社説明会》
　・5/8（土）14：00～15：00
　・5/12（火）14：00～15：00
　・5/15（土）14：00～15：00

WEB会社説明会
（スマートフォン・PCがあればご自宅から
でも
参加が出来ます）

●

マイナビまた
は総務部宛て
にメールか電
話でお申込み
ください

https://www.ishitomo-

home.co.jp/recruit/

石友ホームグループ
総務部

0766-84-6110
saiyou@ishitomo-

home.co.jp

建設業

OKUTAKE GROUP
（奥武建設工業㈱・
㈱高洋建設・㈱オク
タケ）

随時開催
奥武建設工業㈱（本社）
〒918-8202
福井市大東2丁目1-5

● 文理問わず

https://okutake.jp/（会社HP）

https://okutake.jp/recruit/（採用サ

イト）

総務部　丹後　博 0776-54-7670 tango@okutake.jp

建設業
関電プラント株式会
社

東京会場／随時開催
大阪会場／随時開催
マイナビよりご予約のうえ、履歴書をご持参下さ
い。
推薦応募をご希望の方は個別に対応いたします。

東京会場／関電プラント株式会社　関東
支店
　東京都大田区蒲田5丁目8番7号　蒲田
K-1ビル3階
大阪会場／関電プラント株式会社　本店
　大阪府大阪市北区本庄東2丁目9番18
号

● ●

大学、高専、
高校を2021年
3月に卒業見
込みの方

http://www.kanden-plant.co.jp/

総務人事部
人財開発グループ
採用担当／河野、
田靡(たなびき)、宮
森

06-6359-7441
kp-saiyou@kanden-

plant.co.jp

建設業 株式会社木内計測 全会場随時開催複数回の参加OK

・若狭事業部
　福井県小浜市和久里31-8-1
・本社
　大阪市天王寺区清水谷町4-12
　最寄り駅：OsakaMetro谷町六丁目駅
・姫路工場研修室
　姫路市広畑区吾妻町1-63-2
・WEB説明会
　スマホ、PC対応可。
　アプリインストール不要。

他、東京事業部、中国事業部でも実施し
ます。

● ● ● http://kiuchi-ins.co.jp/ 事業推進本部
木内　章人

06-6762-0864 saiyou@kiuchi-ins.co.jp

建設業
北川瀝青工業株式
会社

要望があり次第調整後随時 弊社福井支店または本社 ● ● 文理問わず https://www.kitareki.co.jp/recruit 北川瀝青工業株式
会社福井支店

0776-54-2266 fukuik67@kitareki.co.jp

建設業 坂川建設株式会社
新型コロナウィルスが終息するまで、開催延期しま
す。

坂川建設株式会社　本社
福井市宝永3丁目3番24号

●

土木・建築専
攻の学生（4月
～大学4年
生，高専5年
生，専攻科，
専門学校2年
生）を対象。

http://sakagawa-kk.jp/ 坂川建設株式会社
総務部　坂川清氏

0776-21-8501

k-

sakagawa@sakagawa.co.j

p
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建設業
三和電気土木工事
株式会社

【大阪会場】
　随時開催
【東京会場】
　2020年5月14日（木）13：30～16：30
　2020年5月21日（木）13：30～16：30
　2020年5月29日（金）13：30～16：30
　随時開催
【名古屋会場】
　2020年5月19日（火）13：30～16：30
　2020年5月22日（金）13：30～16：30
　2020年5月28日（木）13：30～16：30
　2020年6月　1日（火）13：30～16：30
　随時開催
【Ｗｅｂ説明会】
　随時開催（Zoom利用）

【大阪会場】
　大阪府大阪市北区南森町1-4-19
　サウスホレストビル12階

【東京会場】
　東京都港区芝2-28-8
　芝二丁目ビル2F

【名古屋会場】
　愛知県名古屋市中村区名駅南1-11-5
　エステート名古屋ビル７F

● ● ● ● ●

【会場説明会】

https://job.rikunabi.com/2021/co

mpany/r338922073/seminar/C001

/

【Ｗｅｂ説明会】

https://job.rikunabi.com/2021/co

mpany/r338922073/seminar/C002

/

総務部　島田 03-6435-4480
ak-shimada@sanwa-

e.co.jp

建設業 株式会社　西村組

5月開催予定
・5月16日（土）10：00～12：00
・5月20日（水）10：00～12：00
・5月22日（金）10：00～12：00

※現時点の実施予定であり、
新型コロナウイルスの状況によっては変更・中止さ
せていただく場合がございます。

株式会社西村組本社
（福井県吉田郡永平寺町下浄法寺2-8）

● https://www.nishimuragumi.co.jp/ 総務部　朝井 0776-63-2155
saiyo@nishimuragumi.co.j

p

建設業 日光産業株式会社 随時
日光産業株式会社
清水事業所

● http://nikko-sangyo.net 総務管理部　宗澤 0776-98-5505
munezawa@nikko-

sangyo.jp

建設業
日本通信特機株式
会社

随時受付します。
日本通信特機株式会社本社
(福井市照手1丁目2-15)

● http://www.nittoku-fk.co.jp/ 総務グループ 0776-97-9130 recruit@nittoku-fk.co.jp

建設業 兵庫建設株式会社 ご希望があり次第、随時開催いたします。
兵庫建設(株)
〒919-0526
福井県坂井市坂井町上兵庫44-10-1

● http://www.hyogo-k.co.jp/ 総務部 0776-72-1212 hyogo@hyogo-k.co.jp

建設業 横田建設株式会社 随時受付します
横田建設株式会社
（福井県大野市春日3丁目18-9）

● https://yokota-construction.com/ 管理部　長谷川 0779-66-5650 yokota@to.mitene.or.jp

食料品製造業
すみよしグループ
株式会社すみよし

5月9.16.23.30(土)10時～
福井県鯖江市水落町8-24-6
(株)すみよし2階

●
http://okazu-

takuhai.com/publics/index/114/
生産部　田中次長 0776-52-6660

tanaka_yasuhiro@sumiyos

i39.com

繊維工業 株式会社カズマ
随時開催
お問い合わせください

株式会社カズマ福井本社
（福井市八重巻町105）

● http://e-kazuma.jp/ 管理部採用担当
細川・塚本

0776-56-4006 recruit@kkkazuma.co.jp

繊維工業 東洋染工株式会社 随時
当社事務所
（福井県坂井市春江町田端43-15）

● http://www.toyo-senko.co.jp/ 総務課　山口 0776-51-1218
n.yamaguchi@toyo-

senko.co.jp

木材・木製品、家具・装
備品製造業

株式会社井上金庫
製作所

随時
丸岡工場
910-0313　坂井市丸岡町内田4-78-1

●
https://inoue-kinko-

seisakusyo.com/
管理本部 0776-35-6871

personnel@inoue-

net.co.jp
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木材・木製品、家具・装
備品製造業

株式会社シャトル 2020年3月16日以降随時
㈱シャトル
福井県越前市家久町８７―２１―１

● http://www.shuttle-corp.co.jp 総務部
竹内昭博部長

0778　23　1188 akihiro@shuttle-corp.co.jp

プラスチック製品製造業
ナック・ケイ・エス株
式会社

随時開催
ナック・ケイ・エス株式会社　福井本社
福井県福井市串野町８－20

● https://www.nacks.co.jp/ 総務部採用担当
海道

0776-83-1185 mm_kaidou＠nacks.co.jp

プラスチック製品製造業
ポリマー化成株式会
社

6/12(金)10:00～12:00
※マイナビ2021の当社サイトで受付を行っておりま
す。

ポリマー化成株式会社
〒910-3613
福井市甑谷町29-22-14
TEL　0776-98-7711

●
https://job.mynavi.jp/21/pc/searc

h/corp90605/outline.html

ポリマー化成株式会
社　総務部

0776-98-7711
saiyou@polymer-

kasei.co.jp

窯業・土石製品製造業
三谷セキサン株式会
社

５月１３日　東京会場　１４：００～
５月１７日　大阪会場　１４：００～
５月１８日　大阪会場　１０：００～

大阪会場：ハートンホテル北梅田
東京会場：ベルサール八重洲

● ●

※当社の採用
選考は単独セ
ミナーへの参
加が必須要件
ですので、ぜ
ひ一度単独セ
ミナーへお越
しください。

http://www.m-

sekisan.co.jp/recruit/recruit/

三谷セキサン株式
会社
総務部
中合　由樹
（ナカアエ　ユウキ）

0776-20-3333
y-nakaae@m-

sekisan.co.jp

鉄鋼・非鉄金属・金属製
品製造業

岩崎工業株式会社
土日祝を除く平日であれば、参加者の希望する日
時で開催予定

会場住所
〒919-0614
福井県あわら市伊井６０－２４－１

● http://www.iwasaki-kogyo.co.jp/ 採用担当　松崎宛
０７７６－７３－２２
５６

matsuzaki-

jun1981fj@iaa.itkeeper.ne

.jp

鉄鋼・非鉄金属・金属製
品製造業

鉄建工業株式会社
随時開催（土日祝日を除く）
参加者の希望日時
電話・メールでのお問い合わせ受付中です

鉄建工業株式会社
福井県坂井市丸岡町高瀬2-10-2

●
2021年3月卒
の方

http://www.tekken-ind.co.jp 総務部　佐藤・柿本 0776-66-8215 tk-info@tekken-ind.co.jp

鉄鋼・非鉄金属・金属製
品製造業

山金工業株式会社

会社説明会、採用試験同日実施
・会社説明会　13：30～15：00
・採用試験　　15：00～17：00

【東京会場】
　2020年5月19日（火）13：30～17：00
　2020年5月26日（火）　　　〃
　2020年6月2日（火）　　　　〃
　2020年6月9日（火）　　　　〃
　2020年6月19日（金）　　　〃
　2020年6月26日（金）　　　〃

【大阪会場】
　2020年6月15日（月）13：30～17：00
　2020年6月22日（月）　　　〃
　2020年6月30日（火）　　　〃
　2020年7月7日（火）　　　　〃

【東京会場】
　山金工業(株)東京支店（東京都新宿区
大久保2-4-12　新宿ラムダックスビル
F7）

【大阪会場】
　山金工業(株)大阪支店（大阪府大阪市
東成区中道1丁目12-4）

● ●

https://www.yamakin-

kougyou.co.jp/

＊会社概要説明動画も公開中↓

https://www.yamakin-

kougyou.co.jp/recruit_cat/newgrad

uates

総務課 0776-36-2288
asa-yoshimura@yamakin-

kougyou.co.jp



県内企業が開催する説明会の情報をお届けします。

説明会の詳細については、担当者にお問い合わせいただくか、HP等をご確認ください。

福井 石川 関西 中京 関東 その他 担当部署 電話番号 メールアドレス

業　種

実　施　地　域

ホームページアドレス参加条件

問　合　先

会場（施設名、住所等）開　催　日　時企　業　名

汎用・生産用・業務用機
械器具製造業

小野谷機工株式会
社

５月７日（木）９：３０～１１：３０（本社会場）
５月１６日（土）９：３０～１１：３０（本社会場）
５月３０日（土）９：３０～１１：３０（本社会場）
６月２日（火）１６：００～１７：３０（名古屋会場）
６月３日（水）１６：００～１７：３０（名古屋会場）
６月９日（火）１６：００～１７：３０（福岡会場）
６月１０日（水）１６：００～１７：３０（福岡会場）
６月１６日（火）１６：００～１７：３０（新潟会場）
６月１７日（水）９：００～１０：３０（新潟会場）
７月７日（火）１６：００～１７：３０（名古屋会場）
７月８日（水）１６：００～１７：３０（名古屋会場）
７月１４日（火）１６：００～１７：３０（東京会場）
７月１５日（水）１６：３０～１７：３０（東京会場）
申込は、予約制です。（問合せ先に）電話もしくは
メールでお願いします。

本社会場
　（本社　福井県越前市家久町63-1)
名古屋会場
　（名古屋営業所　名古屋市中川区法華
西町11）
福岡会場
　（福岡営業所　福岡県大野城市仲畑３
丁目5-9）
東京会場
　（東京営業所　東京都板橋区東坂下2-
4-11）
新潟会場
　（新潟営業所　新潟市中央区女池神明
３丁目5-9)

● ● ● ● http://www.onodani.co.jp 総務部　人事担当
高橋

0778-22-2124 takahashi@onodani.co.jp

電気機械器具製造業 高嶋技研株式会社
3月5日（木）、13（金）
4月2日（木）、7（火）、28（火）
その他ご相談応じます。

高嶋技研株式会社　伊井工場
福井県あわら市伊井１５－１－１

●
http://www.takashima-

giken.co.jp/
総務室　駒井 0776-74-0880

recruit@takashima-

giken.co.jp

その他の製造業 株式会社ナカテック

①　3月10日（火）13：30～
②　3月31日（火）13：30～
③　4月14日（火）13：30～
他、随時開催

ナカテック本社
福井県坂井市春江町藤鷲塚37-9

● http://www.nakatec.co.jp 総務部 0776-51-1666 info@nakatec.co.jp

その他の製造業
北陸リトレッド株式会
社

随時開催
北陸リトレッド本社
〒915-0801
越前市家久町２４－３－１

● https://www.hrt-co.jp/

本社　販売企画部
金岡（かねおか）Tel
0778-24-1048　Fax
0778-24-3439

0778-24-1048 hrt@angel.ocn.ne.jp

電気・ガス・熱供給・水
道業

第一設備工業株式
会社

随時開催
（要事前申込み）

第一設備工業株式会社　本社 ● http://www.dai1-setsubi.com/ 工事部採用担当 776340338 d-hiraki@dai1-setsubi.com

通信業、情報・インター
ネット附随サービス業

株式会社アートテク
ノロジー（アートグ
ループ）

＜福井本社会場＞13：30～16：30
　５月８日（金）、５月１９日（火）
　６月９日（火）、６月１１日（木）
　７月１５日（水）
　８月１３日（木）

＜東京支社会場＞14：00～16：00
　５月１３日（水）、５月１９日（火）
　６月１７日（水）、６月２２日（月）
　７月１０日（金）、７月１３日（月）、７月１４日（火）

＜福井本社会場＞
　株式会社アートテクノロジー　福井本社
　（福井県鯖江市上河端町第６号１番地３
３）

＜東京支社会場＞
　株式会社アートテクノロジー　東京支社
　（東京都千代田区内神田２丁目１５番９
号　TheKanda２８２ビル５Ｆ）

● ● https://www.art-tec.co.jp/

採用窓口：管理本部
人事グループ　竹
島、園部、野崎TEL
：０７７８-５４-８０８０
MAIL　　　　：
saiyou@art-tec.co.jp

0778-54-8080 saiyou@art-tec.co.jp

通信業、情報・インター
ネット附随サービス業

株式会社サーフボー
ド

【WEB（オンライン）説明会】
当社求人サイトから順次申し込みで開催

パケットが気になる方は、WI-FI環境（学
内、自宅、ファーストフード店内）からアク
セスください。

● ● ● ● ●

申し込みいた
だいた方毎
に、日時の調
整をさせてい
ただきます。

https://www.surfboard.jp/recruit/ 総務担当 0776-52-2134 reiko@surfboard.co.jp

通信業、情報・インター
ネット附随サービス業

株式会社ジークス エントリーされた方へ個別会社説明会を随時開催
ジークス北陸支社
（福井市毛矢2丁目7-5TAIKO毛矢ビル
5F）

● https://www.zyyx.jp/recruit/ 新卒採用担当窓口 0776-34-3678 recruit@zyyx.jp



県内企業が開催する説明会の情報をお届けします。

説明会の詳細については、担当者にお問い合わせいただくか、HP等をご確認ください。

福井 石川 関西 中京 関東 その他 担当部署 電話番号 メールアドレス

業　種

実　施　地　域

ホームページアドレス参加条件

問　合　先

会場（施設名、住所等）開　催　日　時企　業　名

通信業、情報・インター
ネット附随サービス業

株式会社天晴データ
ネット

随時開催（ホームページにてご案内します）
毎月１回、プログラミング体験つきの会社見学会を
開催中

福井市加茂河原2-22-18
株式会社天晴データネット　本社　2階
小会議室

● https://www.tenseidatanet.co.jp/ 採用担当：中川 0776-33-6970
recruit@tenseidatanet.co.j

p

通信業、情報・インター
ネット附随サービス業

株式会社ネスティ ６月１２日（金）13:30～15:15 本社（福井市羽水2-402） ● https://www.nesty-g.co.jp 管理部 0776-35-0505 nesty@nesty-g.co.jp

通信業、情報・インター
ネット附随サービス業

株式会社ネットショッ
プ支援室

WEBミーティングツールを使用しての、個別会社説
明会を実施しています。
https://meetings.hubspot.com/hosoya/saiyou
空きがある時間帯で申し込みが可能です。

ご自宅（PC・インターネット接続環境が推
奨）

● https://netshop-pro.jp/recruit/

ネットショップ支援室
人事部義田（ヨシダ）
／細谷（ホソヤ）お問
い合わせは全て、お
問い合わせフォーム
で承っております。
https://netshop-
pro.jp/recruit/conta
ct21/

03-6380-0590 recruit@netshop-pro.jp

運輸業
濃飛西濃運輸株式
会社

５月１９日１０：００～【富山支店】
５月２０日１０：００～【金沢支店】
５月２１日１０：００～【福井支店】

Web説明会も開催中

富山支店
　〒939-8222
　富山県富山市蜷川４２３番１
　電話076-429-8688
金沢支店
　〒924-0011
　石川県白山市横江町９８０番
　電話076-274-2221
福井支店
　〒910-0829
　福井県福井市林藤島町１６番８
　電話0776-57-0300

● ● ● www.seino.co.jp/nouhi/

濃飛西濃運輸（株）
総務部担当者
山藤　高橋
電話　0575-22-
7316

0575-22-7316 saiyou@nohi.seino.co.jp

運輸業 福井倉庫株式会社 調整のうえ随時
福井倉庫株式会社（本社）
９１８－８０３２
福井市南江守町１－１

● https://www.fukui-logistics.co.jp/ 総務部　亀田
０７７６－３６－１８
８８

kameda@fukui-

logistics.co.jp

卸売・小売業
AOIグループ（ＡＯＩ
ホールディングス株
式会社）

5月14日（木）13：30～16：00
5月19日（火）13：30～16：00
◆随時でWEB会社説明会も実施しております。

福井本社
福井市二の宮4丁目44番1号

●
https://job.mynavi.jp/21/pc/searc

h/corp80558/outline.html
総務人事部　杉田 0776-22-8100 recruit@aoigroup.jpn.com

卸売・小売業
株式会社アクティブ
パートナー

随時 福井県福井市米松２－２４－４３ ● https://www.a-partner.jp/ 管理部　北原広樹 0776-52-8107 kitahara@a-partner.jp

卸売・小売業 株式会社イガラシ

①2020年3月6日（金）
②2020年3月16日（月）
③2020年4月2日（木）
④2020年3月3日（金）
※連絡いただければ、別日程で個別対応できま
す。

株式会社イガラシ　福井本社
（福井市定正町913-2）

● http://www.igarashi-ltd.com/
株式会社イガラシ採
用担当　堂東（どうと
う）

0776-56-4147
igarashi-recruit@igarashi-

ltd.com

卸売・小売業
井上金庫販売株式
会社

随時
本社
918-8004　福井市西木田3-5-1

● https://www.inoue-net.co.jp/ 管理本部 0776-35-6871
personnel@inoue-

net.co.jp



県内企業が開催する説明会の情報をお届けします。

説明会の詳細については、担当者にお問い合わせいただくか、HP等をご確認ください。

福井 石川 関西 中京 関東 その他 担当部署 電話番号 メールアドレス

業　種

実　施　地　域

ホームページアドレス参加条件

問　合　先

会場（施設名、住所等）開　催　日　時企　業　名

卸売・小売業 栄月株式会社
随時開催致します。
事前にＨＰよりお問い合わせください。

福井市大手２－１１－１２
栄月株式会社　本社にて

● http://www.eigetsu.co.jp/ 総務部　小島 0770-21-2850 m-ojima@eigetsu.co.jp

卸売・小売業 カラヤグループ

◆随時の個別企業説明会を開催致します。
◆カラヤ（株）宛てのメールまたはお電話で、お気
軽にお申込み下さい。
◆ご希望の日時等は、可能な限り尊重して調整さ
せて頂きます。

カラヤ（株）本社2階
福井県越前市中央2-6-5

● http://www.karaya.co.jp/ 管理部 0778-22-2109 group@karaya.co.jp

卸売・小売業 株式会社ザカモア 個別開催予定・日程は相談にのります
株式会社ザカモア本社
（福井県坂井市丸岡町石上2-34）

● https://www.zacamore.co.jp/ 代表取締役　西村
拓朗まで

776975297 join@zacamore.co.jp

卸売・小売業
株式会社白崎コーポ
レーション

随時
（マイナビにて予約受付後、すぐに視聴可能）

WEB会社説明会
（スマートフォン・PC等で視聴していただ
きます）

●

マイナビに会
員登録してい
ただくことが必
要です

https://www.shirasaki.co.jp 総務部人事グルー
プ（採用担当）近藤

0778-62-2200 recruit@shirasaki.co.jp

卸売・小売業 大電産業株式会社

随時開催しております。
ご希望の日時等をメール又は電話でお知らせくださ
い。
可能な限りご希望に沿うよう調整させていただきま
す。

大電産業株式会社　本社
(福井市春山1丁目6番15号)

● http://www.daiden.co.jp 管理部　藤田邦夫 0776-23-9641 info@daiden.co.jp

卸売・小売業
トヨタカローラ福井
株式会社

火曜日　　９：３０～１３：３０
火曜日　１４：００～１７：３０
木曜日　　９：３０～１３：３０
木曜日　１４：００～１７：３０
上記日程で開催しております。上記日程にてご都
合が合わない方は、他の曜日、他の時間帯でのお
問い合わせ大歓迎です。ぜひぜひお待ちしており
ます。

トヨタカローラ福井株式会社　本社
910-0845
福井県福井市志比口１丁目８-１

● https://www.corolla-fukui.jp/

トヨタカローラ福井株
式会社
管理本部　人事Ｇ
採用担当　畑山　幸
平

0776-53-6000
080-6363-1222

k.hatayama@c-fukui.co.jp

卸売・小売業
福井産機販売株式
会社

随時受付中
(日程調整させていただきます)

本社(福井市問屋町2丁目44番地） ● www.f-sanki.com 総務　久保 0776-21-5570 soumu@f-sanki.com

卸売・小売業
福井ゼロックス株式
会社

3/6(金)　14:00～16:00
3/9(月)　14:00～16:00
3/11(水)　14:00～16:00
以降の日程につきましては順次HP・マイナビ2021
で
公開いたします。

福井ゼロックス（株）　本社
福井県福井市板垣5丁目904番地

● https://www.fukuixerox.jp/ 人事課　南 0776-34-3666 recruit@fukuixerox.co.jp

卸売・小売業
福井三菱自動車販
売株式会社

随時
福井三菱自動車販売株式会社
福井文京店（福井県福井市文京2-12-
26）

●

マイナビでご
予約いただく
か、担当宛て
にご連絡くだ
さい。

管理課　山田 0776-23-5400
rec@fukui.mitsubishi-

motor-sales.com

卸売・小売業 株式会社　富士屋 随時 ● http://www.fujiya.fukui.jp/ 総務部　伊藤 0778-51-6400 fujiya@triton.ocn.ne.jp



県内企業が開催する説明会の情報をお届けします。

説明会の詳細については、担当者にお問い合わせいただくか、HP等をご確認ください。

福井 石川 関西 中京 関東 その他 担当部署 電話番号 メールアドレス

業　種

実　施　地　域

ホームページアドレス参加条件

問　合　先

会場（施設名、住所等）開　催　日　時企　業　名

卸売・小売業 株式会社ＰＬＡＮＴ

Ｗeb説明会
５月７日（木）　　１４：００～１４：３０
５月１３日（水）　１４：００～１４：３０
５月１８日（月）　１４：００～１４：３０
以降の追加日程はマイナビにてご確認ください。

定員：各日程　最大５名まで

― ●

マイナビ２０２
１
（https://job.m
ynavi.jp/21/pc
/search/corp
84289/outline.
html）当社サ
イトからお申し
込みをお願い
いたします。

人事部人事企画
チーム酒井麻友

0776-72-1011 msakai@plant-co.jp

卸売・小売業 株式会社ホクシン

・5月8日（金）① 10：00～12:00 ② 13:00～15:00
会場：本社（福井市）、敦賀営業所（敦賀市）金沢営
業所（野々市市）
・5月12日（火）① 10：00～12:00 ② 13:00～15:00
会場：本社（福井市）、敦賀営業所（敦賀市）金沢営
業所（野々市市）
・5月15日（金）① 10：00～12:00 ② 13:00～15:00
会場：本社（福井市）、敦賀営業所（敦賀市）金沢営
業所（野々市市）
・5月19日（火）① 10：00～12:00 ② 13:00～15:00
会場：本社（福井市）、敦賀営業所（敦賀市）金沢営
業所（野々市市）
・5月22日（金）① 10：00～12:00 ② 13:00～15:00
会場：本社（福井市）、敦賀営業所（敦賀市）金沢営
業所（野々市市）
・5月25日（月）① 10：00～12:00 ② 13:00～15:00
会場：本社（福井市）、敦賀営業所（敦賀市）金沢営
業所（野々市市）

・個別対応（日程が合わない場合は、個別対応いた
しますので、お気軽にご相談下さい。）連絡先：前野
光正（maeno@hokusin-web.co.jp）

本社（福井市経田１－１０４）
敦賀営業所（敦賀市呉竹町２－４－４）
金沢営業所（石川県野々市市堀内４－１
５９）

● ● https://www.hokusin-web.co.jp 管理部（前野光正） 0776-21-0457
maeno@hokusin-

web.co.jp

卸売・小売業 株式会社北陸マツダ

■福井県での開催
　2020年5月17日(日)14：00～16：00

■石川県での開催
　2020年5月16日(土)14：00～16：00

■福井県での開催場所
　北陸マツダ　開発本店
　住所：福井県福井市西開発４-１０５

■石川県での開催場所
　北陸マツダ　野々市本店
　住所：石川県野々市市横宮町３-１

● ●
https://job.rikunabi.com/2021/co

mpany/r906200080/

北陸マツダ/人財共
創Gr.
守（もり）・　浦田（う
らた）
※少人数制での会
社説明会です。
ご不明点は上記の
担当者までお問い
合わせください。

076-248-1120
（火曜休日）

saiyou10-as@mazda-

dealer.jp

卸売・小売業 株式会社ヤスサキ
5月15日（金）・5月23日（土）・5月29日（金）
午前の部：10：00～11：00
午後の部：15：00～16：00

福井市新保北１丁目３０３番地
ワイプラザ新保店本社３階会議室

●
定員５名まで
の少人数制の
説明会です。

http://www.yasusaki.co.jp/ 管理部
木間・柳原

0776-52-8111 soumujinnji@yasusaki.jp

卸売・小売業
ヤンマーアグリジャ
パン株式会社　中部
近畿支社

随時開催。
詳細はマイナビ２０２１にてご確認をお願いいたしま
す。
　
https://job.mynavi.jp/21/pc/corpinfo/displaySemin
ar/index?optNo=sPPRDC&corpId=212863

https://www.yanmar.com/jp/abou

t/company/yaj_kansai/about.html

採用プロジェクト
チーム管理部　旭

076-277-3950
saiyou_yajck@yanmar.co

m

卸売・小売業 ワコー電機株式会社
会社説明会福井本社
5/13にて予定しております。
リクナビ2021にてエントリー下さい。

ワコー電機株式会社福井営業所
福井県福井市問屋町1-246

● https://www.shigatokki.com/
滋賀特機　株式会
社　総務部折小野
（おりこの）まで

077-523-1264
junichi-

orikono@shigatokki.com



県内企業が開催する説明会の情報をお届けします。

説明会の詳細については、担当者にお問い合わせいただくか、HP等をご確認ください。

福井 石川 関西 中京 関東 その他 担当部署 電話番号 メールアドレス

業　種

実　施　地　域

ホームページアドレス参加条件

問　合　先

会場（施設名、住所等）開　催　日　時企　業　名

不動産業、物品賃貸業 有限会社レグ
5月30日(土)13：30～15：30
6月27日(土)13：30～15：30
7月25日(土)13：30～15：30

福井市北四ツ居1丁目25－20
有限会社レグ

● http://www.reg.co.jp 管理課 0776-57-0090 info@reg.co.jp

専門・技術サービス業
株式会社エイコー技
術コンサルタント

希望者に合わせて、随時開催しております。

株式会社エイコー技術コンサルタント　本
社
〒９１４－０８１１
福井県敦賀市中央町2丁目11-36

● http://eiko-gc.co.jp/ 採用担当：岸本 0770-25-1222 c.kishimoto@eiko-gc.co.jp

専門・技術サービス業 株式会社サンワコン 申込者の希望に合わせて、随時開催しております。
株式会社サンワコン　本社
〒９１８－８５２５
福井県福井市花堂北１丁目７番２５号

● https://www.sanwacon.co.jp/ 総務部　野崎さおり 0776-36-2790 snozaki@sanwacon.co.jp

専門・技術サービス業 株式会社ダイエイ
会社説明会随時実施中
（電話可、lineビデオ通話等テレビ電話可）
申込先　https://www.ecodaiei.com/recruit/entry/

福井県越前市白崎町７３－１－３
本社３F（受付２F）

● http://www.ecodaiei.com/jobs
総務部
採用担当　宮本早
苗

0778-24-4624
s-

miyamoto@ecodaiei.com

専門・技術サービス業
株式会社田中地質コ
ンサルタント

申込者の希望に合わせて、面談もしくはzoomで随
時開催いたします。

越前市国高二丁目324番地７　or　zoom
アドレスをメールします。

● ●
土木、地質、
自然に興味が
ある方

https://geology.co.jp/ 代表取締役　田中
謙次

0778-25-7000 kenji@geology.co.jp

専門・技術サービス業
株式会社ＮＥＳＩ　敦
賀事務所

随時
（現在、新型コロナウイルスの感染拡大防止のた
め、多数の方が集まる会社説明会を自粛し、規模
を縮小した個別説明会のみ対応させていただきま
す。問合先までご連絡いただければ、開催日時を
調整させていただきます。）

株式会社ＮＥＳＩ
敦賀事務所　木崎オフィス
（福井県敦賀市木崎４５－１１）

●
ＩＴ業界に興味
をお持ちの方

https://www.nesi.co.jp/ 業務課　篠原勢治 0770-39-1463
recruit-

tsuruga19@nesi.co.jp

宿泊業、飲食サービス
業

株式会社五目亭 随時開催
〒910-0838
福井市新保北1-409

● 採用担当 0776-52-6620

宿泊業、飲食サービス
業

株式会社　清風荘
2020/5/8        9：00～10：00
2020/5/24       9：00～10：00
2020/6/6        9：00～10：00

あわら温泉　清風荘 ● https://www.seifuso.com
総務部　人事・労務
管理課長　松田加
奈代

0776-78-6239 matuda@seifuso.com

生活関連サービス業、
娯楽業

株式会社アスピカ 随時開催
株式会社アスピカ本社
（福井市二の宮4丁目6-16）

● http://www.aspica.co.jp 総務課
採用担当：吉田

0776-25-8900
aspica-

fukui@asapica.co.jp

生活関連サービス業、
娯楽業

株式会社タイヨー 随時

タイヨーネオ鯖江店
　（鯖江市神中町2丁目401-12）
タイヨーネオ北野店
　（鯖江市水落町10字6-14）
タイヨーネオ越前店
　（越前市東千福町26字1-7）
タイヨーネオ福井店
　（福井市西開発1丁目2503-2）
タイヨーネオ富山店
　（富山市新庄本町1丁目79-1）
タイヨーネオ高岡店
　（高岡市大野327-1）

● ● http://www.pachinko-taiyo.co.jp
株式会社タイヨー
統括本部採用担当
八田

0120-000-714
saiyou@pachinko-

taiyo.co.jp



県内企業が開催する説明会の情報をお届けします。

説明会の詳細については、担当者にお問い合わせいただくか、HP等をご確認ください。

福井 石川 関西 中京 関東 その他 担当部署 電話番号 メールアドレス

業　種

実　施　地　域

ホームページアドレス参加条件

問　合　先

会場（施設名、住所等）開　催　日　時企　業　名

生活関連サービス業、
娯楽業

株式会社日本オカダ
エンタープライズ

【福井県開催】
　3月9日（月）、3月18日（水）、3月23日（月）、3月25
日（水）
　その他、希望日程相談可能。
　時間帯は、すべて13時～15時頃
【大阪府開催】
　3月7日（土）、3月9日（月）、3月11日（水）、3月16
日（月）、3月21日（土）、3月23日（月）、3月25日
（水）、3月27日（金）3月28日（土）
　その他、希望日程相談可能。
　時間帯は13時～15時頃
　※3月28日のみ、10時～12時頃

【福井県開催】
　住所：福井県福井市二の宮2丁目19-2
　株式会社日本オカダエンタープライズ
北陸支社
【大阪府開催】
　住所：大阪府大阪市西区江戸堀3丁目
1-31　R&Hビル9F
　株式会社日本オカダエンタープライズ
大阪本社

● ●

2021年3月ま
でに卒業・ま
たは卒業見込
みのある学
生。

https://www.okada-ep.co.jp/

【福井県開催】につ
いての問い合わせ
先（日程の相談を含
む）
株式会社日本オカ
ダエンタープライズ
北陸支社
人事総務部　酒井
和美
TEL0776-30-1133
【大阪府開催】につ
いての問い合わせ
先（日程の相談を含
む）
株式会社日本オカ
ダエンタープライズ
大阪本社
人事総務部　佐々
木健二
TEL：06-6443-1030
メール（福井・大阪
共通）
saiyou@okada-

福井：0776-30-
1133　大阪06-
6443-1030

saiyou@okada-ep.co.jp

教育・学習支援業
福井育英センター
（株式会社富山育英
センター）

＜ウェブセミナー＞
個別のオンライン説明会ですエントリー時に希望
（日・曜日・時間帯）をお知らせください、調整します

ウェブ ●

◇パソコン・タ
ブレット・スマ
ホに対応◇カ
メラ・マイク機
能が必要です
◇ウェブ接続
が必要です◇
ブラウザは
「Google
Chrome」をご
利用ください
◇通信料はご
負担ください
（30分あたり
約0.5GB消費）

http://www.ic-ikuei.co.jp 総務人事統括グ
ループ

076-441-1635 jinjika@toyama-ikuei.com

医療・福祉
社会福祉法人　足羽
福祉会

7月26日（日）　14:00～16:30
（受付13:30～）

足羽福祉会　職員研修センター
（足羽利生苑2階）
〒910-2178
住所：福井市栂野町20-7

● https://www.asuwafukushikai.jp/

社会福祉法人　足
羽福祉会
法人本部事務局採
用担当　石川・丹代
（たんだい）

0776-41-3108 jinzai@asuwafukushikai.jp

医療・福祉
社会福祉法人　勝山
福祉会

５月１５日（金）　10：00～12：00
５月２２日（金）　10：00～12：00
５月２９日（金）　10：00～12：00
６月１２日（金）　10：00～12：00
６月１９日（金）　10：00～12：00
６月２６日（金）　10：00～12：00

特別養護老人ホーム　さくら荘
勝山市北谷町中尾１３‐１６

● http://k-sakurasou.jp/ 施設長　石井　孝幸 0779-83-1331
sakurasou0004@alto.ocn.

ne.jp

医療・福祉
社会福祉法人　希望
園

５月８日（金）、５月１２日（火）、５月１６日（土）、５月
２２日（金）、５月２９日（金）
１３：００～１４：００
※説明会はZOOMを使用したWEB説明会とします。
　 詳しくは希望園　土肥までご連絡ください。
　 尚、上記以外の日時でも承りますので、
　 ご希望がございましたら、ご連絡ください。

社会福祉法人　希望園
〒９１２－００６１
福井県大野市篠座７９－５３

● http://kibouen.or.jp/
社会福祉法人　希
望園　総務課　土肥
知博

０７７９－６６－１１
３３

greenday@kibouen.or.jp

医療・福祉
社会福祉法人　健楽
会　こしの渚苑

随時
※ご都合に合わせて施設見学&説明会を 開催した
します。事前に電話またはメールをお願 いします。

福井市蒲生町第１号９０番地１
こしの渚苑

● http://www.koshinonagisaen.com/  こしの渚苑　施設長
長谷川弘光

0776-89-2110 k-nagisa@mx3.fctv.ne.jp



県内企業が開催する説明会の情報をお届けします。

説明会の詳細については、担当者にお問い合わせいただくか、HP等をご確認ください。

福井 石川 関西 中京 関東 その他 担当部署 電話番号 メールアドレス

業　種

実　施　地　域

ホームページアドレス参加条件

問　合　先

会場（施設名、住所等）開　催　日　時企　業　名

医療・福祉
社会福祉法人白女
林

随時開催（お電話でご予約ください）
特別養護老人ホーム白楽荘
住　所：福井県坂井市三国町梶49-18
ＴＥＬ：0776-82-1282

● http://www.hakurakuso.com 副施設長　北山　千
秋

0776-82-1282 info@hakurakuso.jp

医療・福祉
社会福祉法人　大日
園

5月　8日（金）・15日（金）・22日（金）・29日（金）
6月　5日（金）・12日（金）・19日（金）・26日（金）

社会福祉法人大日園
〒911-0042
福井県勝山市荒土町松田8-31

● http://www.dainichien.net/
社会福祉法人　大
日園　採用担当／
横平（ヨコヒラ）

0779-89-3210 soumu1@dainichien.net

医療・福祉
医療法人　雄久会
介護老人保健施設
ひかりケアホーム

随時
☆ご都合に合わせた日時にて施設説明見学会を
開催したします。　事前に電話またはメールをお願
いします。

医療法人　雄久会　奥村病院・ひかりケ
アホーム
福井市板垣５丁目２０１
（福井南郵便局様南側）

● http://www.hikarigroup.jp 事務課
高嶋/谷口

0776-33-1600 hikaricare@hikarigroup.jp

複合サービス事業
福井県民生活協同
組合

①2020年3月14日（土）10：00～15：00
②上記以外
※別の日程で参加したい方向けの個別対応企画で
す。

①福井県国際交流会館　第2会議室
　福井市宝永3丁目1-1
　（ＪＲ福井駅から徒歩10分　無料駐車場
あり）
②ご希望の会場で開催可。
　メール等でご相談します。

●
https://job.mynavi.jp/21/pc/searc

h/corp85505/outline.html

管理部
人財教育・採用グ
ループ
採用担当　武田（た
けだ）
Tel　0776-52-8452
（平日9時～18時）
Mail　takeda-
00915@fukuicoop.or.
jp
（随時対応）

0776-52-8452
takeda-

00915@fukuicoop.or.jp

サービス業（他に分類さ
れないもの）

株式会社関電パ
ワーテック

随時開催（要事前申し込み） WEB説明会 ●

申し込みいた
だいた方毎に
日時の調整を
させていただ
きます

http://www.kanden-pt.co.jp/ 経営企画室　人財グ
ループ　採用担当

06－4705-8670 saiyou@kanden-pt.co.jp

サービス業（他に分類さ
れないもの）

株式会社キャリア
ネットワーク

5/13・5/20・5/27
（以降、毎週水曜日）
15：00～16：00

キャリアネットワーク本社
福井市新田塚1-25-18

● https://www.cnw.co.jp/ 新卒採用グループ 0776-25-0864 ynakayama@cnw.co.jp


