
別紙 参加企業リスト（1/2　裏面もあります）
No. 表示 業界（業種） 職種

1 株式会社アイシン福井 自動車・自動車部品 技能職

2 アイテック株式会社 表面処理加工業(製造) 製造

3 暁産業株式会社 消防施設業 営業職・技術職・保守点検職

4 旭電設株式会社 建設業 電気工事技術者

5 アサヒマカム株式会社 繊維（製造業) 生産オペレーター・品質キーパー

6
株式会社アムコー・テクノロジー・
ジャパン　福井工場

製造業(半導体製造) 製造装置のオペレーター・保守保全

7 株式会社芦原冷間鍛造 金属部品の製造 金属部品の製造

8
石友建築技術養成株式会社
（石友ホームグループ）

建設業 大工養生職

9 株式会社イスルギ　福井支店 建設業 左官業・塗工業

10 株式会社ヰセキ関西中部 商社（農業機械） 総合職（営業・サービスエンジニア・販売促進）

11 磯貝電気工事株式会社 建設業（電気工事) 配電線電気工事

12 株式会社伊藤電機 電気設備 電気工事士

13 井上商事株式会社 製造業(アルミ外装建材メーカー) 製造職

14 岩見電工株式会社 建設業(電気工事業) 電気工事士

15 株式会社岩本屋 飲食業 飲食

16
ヴィーマ
VEEma株式会社

製造、技能
技能（特殊洗浄技術、井戸メンテナンス、
給排水管、洗浄）

17 株式会社エイチアンドエフ 製造業 技術職（製造現場)

18 永和パネルプレカット協同組合 製造業 製材・プレカット・大型壁パネル組立・配送

19 NTフィルム株式会社 ポリエチレン製品 製造・販売 成形オペレーター・製造オペレーター

20 エネクスフリート株式会社 石油・ガソリンスタンド ガソリンスタンド給油販売員

21 エネックス 製造業 製造・生産管理

22
maテレコム株式会社
au Styleアル・プラザアミ店
au Styleベル店

携帯電話販売 店頭販売スタッフ

23 MXモバイリング（ドコモショップ） 通信（小売業） 販売職

24 エルシーコープ株式会社 配送、物流 配送

25 OOKABE GLASS株式会社
IT業界　ガラス建材EC・一級建築士向
けメディア・建築物マッチング

営業事務、プログラマー（コーダー）、
イラストレーター、製品梱包出荷

26 株式会社オーカワパン パン製造 製造

27 株式会社大津屋（オレボグループ） 小売 販売管理・調理

28 株式会社大虫電工 建設業：電気工事 工事／設計管理／営業

29 オカモト鐵工株式会社 金属製品加工業 生産技術スタッフ、建築設計スタッフ

30
OKUTAKE GROUP
　(奥武建設工業株式会社・株式会社オ
クタケ・株式会社高洋建設)

総合建設業
建築施工・土木施工、クレーンオペレー
ター、
整備、施工管理

31 株式会社カズマ 製造業 ①縫製　②編立

32 株式会社カナモト 建設機械・器具レンタル（サービス業）

技術職
・当社が保有している建設機械・器具の
　整備、点検、修理、掃除
・貸出、返却時の機械積み込み・積み下ろし

33 株式会社カワカミパワーシステム 電気工事業（電気制御盤関係） 電気制御盤設計・製作、工場設備電気工事

34
株式会社関西ケーズデンキ
ケーズデンキ
福井北店・越前店・小浜店

家電量販店 総合職（販売）

35 関電プラント株式会社
火力・原子力発電所設備及び
各種産業プラントの建設・機器据付・
メンテナンス工事における施工管理業務

技術職（機械・電気・計装）

36 株式会社黒川クリーニング社 サービス（クリーニング） 店舗スタッフ、生産スタッフ

37 ケイズプロス株式会社 建設業（鋼構造物工事、とび・土木工事、塗装工事） 施工管理、足場仮設、鉄骨架設

38 光生アルミニューム工業株式会社 自動車部品製造業 製造業・検査職

39 小西化学工業株式会社 製造業(化学) 製造オペレーター

40 小松シヤリング株式会社 製造業 技能職

41 サカイオーベックス株式会社 繊維工業 技能工・工務職/検査

42 社会福祉法人坂井福祉会 老人福祉・介護事業 介護職・調理員

43 株式会社櫻川ポンプ製作所 製造業（水中ポンプの専門メーカー） 製造業について（ポンプの設計・開発・製造）

44 株式会社サンキュー（100満ボルト） 小売業 家電販売職・技術職

45 株式会社三景　TPF事業所 衣料用副資材　製造及び販売 生産(製造、検査）、物流(品揃え入出庫）、情報システム

46 社会福祉法人サンホーム 福祉・介護 介護職（生活支援・看護職・ﾘﾊﾋﾞﾘ職）

47 三和化工株式会社 メーカー ラインオペレーター

48 株式会社　三和商会 建設業 施工管理職、営業職

49
三和電気土木工事株式会社
北陸支店

電気設備工事 電気設備の施工及び施工管理

50
株式会社G-７・オート・サービス
(オートバックス福井)

販売 オートバックス店舗スタッフ

51 自衛隊福井地方協力本部 公安職 陸・海・空自衛隊を説明

52 塩野フィネス株式会社 化学薬品製造業 製造職

53
信越化学工業株式会社
武生工場

製造業(化学) 製造一般職

54 株式会社　SHINDO 製造業 機械オペレーター

55 新中村化学工業株式会社 製造業（化学工業） 製造職・事務職

56 セーレン株式会社 繊維加工業（繊維製品の企画・製造・販売） 生産技能職

57 社会福祉法人双和会 社会福祉 介護職、事務職、調理職



別紙 参加企業リスト（2/2　表面もあります）
No. 表示 業界（業種） 職種

58 第一設備工業株式会社 管工事業 配管技能職、工事事務

59 第一ビニール株式会社 プラスチック製品製造業 製造(生産部)

60 株式会社田中化学研究所 製造業（化学） 製造・検査分析

61 タマダ株式会社 製造業・建設業 営業職・メンテナンス業

62 千年建設株式会社 建設業 施工管理技術者（現場監督）

63
株式会社土田鶏卵
株式会社ディリーエッグツチダ

土田鶏卵→製造業
ディリーエッグツチダ→養鶏業

製造業・養鶏業

64 土牧電機株式会社 電気設備業界(建設業) 電気設備工事

65 鉄建工業株式会社 製造業(鋼構造物工事業) 品質管理、製造

66 有限会社堂下商店 エネルギー業界 営業職（ルート営業）

67 東洋染工株式会社 製造業 生産技術職

68 東洋紡株式会社　敦賀営業所 製造業 製造、検査、設備設計、保全、事務

69 トヨシマセンイ株式会社 繊維工業 エンジニア・技能工

70 トヨタカローラ福井株式会社 小売り・卸売業 サービスエンジニア

71 トヨタYOU&iホールディングス株式会社 卸・小売業（自動車販売・整備） エンジニア（自動車整備士）、営業職
72 日研トータルソーシング株式会社 アウトソーシング ロボット/設備エンジニア（文理不問）

73 日光産業株式会社 建設業 技術職

74 日産プリンス福井 小売業 整備士

75
新田塚ハイツ・ハウス
（福井総合病院グループ）

医療・福祉 介護職

76 日東シンコー株式会社 製造業 製造職

77 日本原子力発電株式会社 電気業 技術系総合職

78
一般社団法人
日本自動車連盟（中部本部）

サービスその他 ロードサービス職

79 日本通運株式会社 運輸 技能職

80 日本通信特機株式会社 電気通信工事業 電気通信工事職

81 ネッツトヨタ福井株式会社 小売業（自動車) 営業職・サービスエンジニア職(自動車整備士)

82
パナソニックライティング
システムズ株式会社　福井工場

製造業 製造職

83 ヒダニ電機株式会社 電気工事業 電気工事士、事務

84 ファーストウッド株式会社 製造業 製造ラインオペレーター

85 株式会社深谷 建設業 建築現場管理・土木現場管理・営業職（建築）

86
福井県観光開発株式会社
芦原ゴルフクラブ

サービス業 フロント・レストラン・管理

87 福井県並行在来線準備株式会社 鉄道業 運輸業・鉄道技術職

88
福井県民生活協同組合
（高齢者施設「きらめき」）

複合サービス業(小売、福祉、保険等） 高齢者介護職

89 福井スズキ自動車販売株式会社 自動車販売・修理 営業・整備・事務

90 福井倉庫株式会社 倉庫業 作業職

91 福井日野自動車株式会社 トラック・バス販売・整備 整備士

92 福井鋲螺株式会社 製造業 製造職

93 福井村田製作所 電子部品製造業 製造作業職

94 福井山田化学工業株式会社 化学工業 製造オペレーター

95 株式会社ほくつう福井支社 建設業 技術職（電気通信工事）

96 北陸あわら温泉　美松 宿泊業 宿泊業　全般

97 株式会社北陸環境サービス 産業廃棄物処理業 産業廃棄物処理業

98 北陸電力グループ 電気事業 電気・機械・（土木・建築）

99 北陸プラントサービス株式会社 建設業 電気技術職、機械技術職

100 株式会社ぼんた 飲食業 接客

101 前田工繊株式会社 製造業 製造職、事務職

102 株式会社マキタ　福井営業所
電動工具、園芸機器、エア工具、
家庭用機器等の製造販売

修理技術職

103 株式会社松浦機械製作所 製造業 技能職(部品加工・機械組立)

104 株式会社松川レピヤン 繊維　製造業 マシンオペレーター・検品・カット・事務

105 株式会社マルツ電波
電気通信設備／電気設備／
空調設備の設計・施工及び保守管理

技術職

106
【前田工繊グループ】
未来コーセン株式会社

製造業（繊維加工業） 機械オペレーター、生産ラインでの軽作業

107 盟友技研株式会社 製造業 機械組立、仕上げ

108 明和工業株式会社 建設業
・工事現場全体を動かす仕事（現場監督）
・工事現場で体を動かす仕事（土木作業

109
株式会社メガネトップ
（眼鏡市場/キングスター工場）

眼鏡市場：小売業、
キングスター工場：製造業

接客販売、
キングスター工場でのメガネフレーム製造

110 山形電気株式会社　北陸支店 建設業(電気工事業) 建設業(電気工事業)

111 山金工業株式会社 製造業 製造

112 株式会社UACJ福井製造所 製造業 製造オペレーター、品質保証、保全（機械、電気）

113
UDトラックス株式会社
福井カスタマーセンター

自動車・トラックの整備 整備士

114 ユニフォームネクスト株式会社 卸売、小売(ユニフォームのネット販売) 営業事務、加工、物流

115 株式会社リコー　福井事業所 感熱紙、熱転写リボンの製造 感熱紙、熱転写リボンの製造

116 株式会社リトラス 中古トラック業界（卸売・小売） 架修・架装・塗装

117
社会福祉法人緑進会
特別養護老人ホーム芦原メロン苑

介護福祉 介護職


