
事業者名 業種 事業者名 業種 事業者名 業種

A 株式会社ゆめマート北九州 商社・卸・小売 株式会社ミクニ 不動産 株式会社新大倉 建設・設備 A

B 株式会社ミクニ 不動産 株式会社コスモス薬品 商社・卸・小売 東邦金属株式会社
製造・鉄鋼（非鉄金属製造

業）
B

A 池田興業株式会社
その他（運輸、建設・設

備、製造）
池田興業株式会社

その他（運輸、建設・設
備、製造）

株式会社グリーンクロス 商社・卸・小売 A

B GMOインターネット株式会社 IT・情報通信 社会福祉法人 江松会 認定こども園花園保育園 医療・福祉 第一交通産業株式会社 不動産 B

A 株式会社エイチ・アイ・デー
その他（エンジニアリン

グ）
株式会社エイチ・アイ・デー

その他（エンジニアリン
グ）

株式会社芳野ケアサポート 医療・福祉 A

B 株式会社東洋ビルド 建設・設備 株式会社ゆめマート北九州 商社・卸・小売 日進機工株式会社 建設・設備 B

A 株式会社資さん 宿泊、飲食・サービス 株式会社新大倉 建設・設備 株式会社ライフクリエイト 商社・卸・小売 A

B 株式会社村上精機工作所 製造・鉄鋼 株式会社村上精機工作所 製造・鉄鋼 B

A 日本生命保険相互会社 金融・保険 日進機工株式会社 建設・設備 株式会社東洋ビルド 建設・設備 A

B 日鉄ロールズ株式会社 製造・鉄鋼 株式会社マルショー鉄筋工業 建設・設備 日鉄ロールズ株式会社 製造・鉄鋼 B

A 株式会社グリーンクロス 商社・卸・小売 九州三菱自動車販売株式会社 北九州支店 商社・卸・小売 株式会社資さん 宿泊、飲食・サービス A

B 社会福祉法人 江松会 認定こども園花園保育園 医療・福祉 白石鉄工株式会社 建設・設備 B

A 株式会社コスモス薬品 商社・卸・小売 東邦金属株式会社
製造・鉄鋼（非鉄金属製造

業）
株式会社サンリブ 商社・卸・小売 A

B 株式会社サンリブ 商社・卸・小売 B

A 九州三菱自動車販売株式会社 北九州支店 商社・卸・小売 日本生命保険相互会社 金融・保険 株式会社木下写場
その他（各種記念写真、婚
礼写真撮影、制作、それに
付随する衣裳、美容業務）

A

B B

7 16:00～16:25 16:00～16:25

8 16:30～16:55 16:30～16:55

5 15:00～15:25 15:00～15:25

6 15:30～15:55 15:30～15:55

3 14:00～14:25 14:00～14:25

4 14:30～14:55 14:30～14:55

1 13:00～13:25 13:00～13:25

2 13:30～13:55 13:30～13:55

2022年第3回北九州WEB型合同会社説明会 開催スケジュール
≪7月6日（水）～ 7月8日（金）≫

コマ 開催時間 グループ
7月6日（水） 7月7日（木） 7月8日（金）

グループ 開催時間



≪7月6日（水）≫

コマ 開催時間 グループ 事業者名 業種 募集職種 参加者へのメッセージ

A 株式会社ゆめマート北九州 商社・卸・小売 販売
季節や気候に合わせてお客様ニーズに答える企画、店舗作りがメインの仕事です。従業
員が働きやすい環境づくりに力を入れ、過去3年新卒の離職率は0％です。地域の人や暮
らしに寄り添うスーパーマーケットを一緒に作りませんか！？

B 株式会社ミクニ 不動産 営業
不動産の販売・管理・仲介、資産運用など不動産に関連する様々な事業を行っている
【総合不動産企業】です。 人生の節目節目で、住む家は変わります。ミクニは、その
お手伝いをしています。

A 池田興業株式会社
その他（運輸、建
設・設備、製造）

営業、事務・オフィスワー
ク、製造・工場・倉庫、土

木・建設・農水産

創業117年の歴史と部門間のコラボレーションで50年以上黒字経営継続中！成長する土
壌があり、なりたい自分、やりたい仕事を見つけることが出来ます！充実した福利厚生
と社員の人柄の良さ、部門間の垣根を超えた風通しの良さが自慢です。

B GMOインターネット株式会社 IT・情報通信 IT・エンジニア
当社は東京に本社があるIT企業です。2018年北九州市にエンジニア拠点「GMO
kitaQ」を設け、2022年3月にオフィスリニューアル！働きやすい環境を整備していま
す！新卒で活躍している先輩も数多くいます！ぜひ説明会にご参加ください！

A 株式会社エイチ・アイ・デー
その他（エンジニア

リング）
製造・工場・倉庫、IT・エン
ジニア、土木・建設・農水産

弊社は創業20年以上のエンジニアリング企業で、新卒学生と転職者を毎年通年採用して
います。「モノづくりが大好き！」「ロボットに携わる仕事がしたい！」とやる気のあ
る方を歓迎しています。
一度、事業内容など会社全般のお話を聞いてみませんか？

B 株式会社東洋ビルド 建設・設備 営業、土木・建設・農水産
1972年創業以来、民間企業から官公庁まで幅広く建設工事を行っている会社です。土
木工事を主体に行い、解体工事から建築工事まで柔軟に対応する総合建設業です。資格
取得補助金等があり、入社後もスキルアップできる環境です！

A 株式会社資さん
宿泊、飲食・サービ

ス
飲食・フード

1976年創業。北九州発祥のうどんチェーン店。北九州の資さんから九州の資さんへ店
舗拡大中。 「食」を通じて、お客様を笑顔にする企業であり続けたい。成長企業で一
緒に働いて、ご自身の成長へつなげていきたい方を求めます。

B

A 日本生命保険相互会社 金融・保険 営業
日本生命は、約1400万人の契約者数（連結・2020年度末）、約85兆円の総資産（連
結・2020年度末）など、国内の生命保険会社の中でトップクラスの水準を誇る、生命
保険業界のリーディングカンパニーです。

B 日鉄ロールズ株式会社 製造・鉄鋼
その他（技術系総合職スタッ
フ（品質管理・研究開発））

創業100年以上の歴史がある日本最古の鉄鋼用圧延ロールメーカーで、日本製鉄(株)を
はじめ世界中の製鉄所に供給しております。会社機能が北九州に全て集中しているため
転勤はなく、腰を据えて安心して働ける環境を求めている方におすすめです。

A 株式会社グリーンクロス 商社・卸・小売 営業
設立50年以上の歴史の中で、高度化・多様化していくお客様のニーズにお応えしていき
ます。業界トップクラスのシェアと知名度。まだまだ成長中の当社で会社とともに成長
したい！とお考えの方、そんな方をグリーンクロスでは応援いたします。

B
社会福祉法人 江松会 認定こ
ども園花園保育園

医療・福祉 医療・介護・福祉
認定こども園花園保育園は、小倉南区に昭和５２年に開園、４６年を迎えました。保育
園や幼稚園などで職務経験のある方はもちろん、資格は持っているけれど、保育の道に
は進まなかったという方も、子どもと一緒に保育園でがんばってみませんか？

A 株式会社コスモス薬品 商社・卸・小売
販売、その他（総合職（店舗
～本社のキャリアアップが可

能））

コスモス薬品とは…
・約390社の中で売上高第3位
・年間出店100店舗目標で拡大中
・30年連続増収
・顧客満足度1位を11年連続獲得中
という安定×成長を兼ね備えた企業です。ぜひ働き方のお話を聞いてみませんか？

B 株式会社サンリブ 商社・卸・小売 販売、飲食・フード
弊社は創業75年を迎え、地域密着型スーパーとして地域のお客様に愛されるスーパーで
す。笑顔の暮らしを応援するべく日々の業務に携わることができれば、特別なスキルは
必要ありません。業務内容・やりがい・福利厚生や社内雰囲気などお伝えします。

A
九州三菱自動車販売株式会社
北九州支店

商社・卸・小売 営業
営業職は大変なイメージもありますが、研修もしっかりしていますし、最初は車の知識
がなくても必ず身につきますので、心配いりません！！少しでも興味がありましたら話
を聞いてください！！お待ちしております！！

B

6

16:30～16:55

1

2

7

8

14:30～14:55

15:00～15:25

15:30～15:55

16:00～16:25

3 14:00～14:25

13:30～13:55

13:00～13:25

4

5



≪7月7日（木）≫

コマ 開催時間 グループ 事業者名 業種 募集職種 参加者へのメッセージ

A 株式会社ミクニ 不動産 営業
不動産の販売・管理・仲介、資産運用など不動産に関連する様々な事業を行っている【総合不
動産企業】です。 人生の節目節目で、住む家は変わります。ミクニは、そのお手伝いをしてい
ます。

B 株式会社コスモス薬品 商社・卸・小売
販売、その他（総合職（店舗～

本社のキャリアアップが可
能））

コスモスとは…
・業界390社中第3位
・連続顧客満足度調査11年連続第1位
・30年連続増収
・年間出店100店舗目標で拡大中
という成長×安定を兼ね備えた企業です。働き方のお話を聞いてみませんか？

A 池田興業株式会社
その他（運輸、建
設・設備、製造）

営業、事務・オフィスワーク、
製造・工場・倉庫、土木・建

設・農水産

創業117年の歴史と部門間のコラボレーションで50年以上黒字経営継続中！
成長する土壌があり、なりたい自分、やりたい仕事を見つけることが出来ます！充実した福利
厚生と社員の人柄の良さ、部門間の垣根を超えた風通しの良さが自慢です。

B
社会福祉法人 江松会 認定こども
園花園保育園

医療・福祉 医療・介護・福祉
令和４年度より、保育所型認定こども園へ移行しました。子どもたちを中心に、子どもと保育
園と保護者とのコミュニケーションを大切にしながら、楽しく元気に保育を担っていける職員
を募集しています。

A 株式会社エイチ・アイ・デー
その他（エンジニア

リング）
製造・工場・倉庫、IT・エンジ

ニア、専門職

弊社は創業20年以上のエンジニアリング企業で、新卒学生と転職者を毎年通年採用していま
す。「モノづくりが大好き！」「ロボットに携わる仕事がしたい！」とやる気のある方を歓迎
しています。一度、事業内容など会社全般のお話を聞いてみませんか？

B 株式会社ゆめマート北九州 商社・卸・小売 販売
季節や気候に合わせてお客様ニーズに答える企画、店舗作りがメインの仕事です。従業員が働
きやすい環境づくりに力を入れ、過去3年新卒の離職率は0％です。地域の人や暮らしに寄り添
うスーパーマーケットを一緒に作りませんか！？

A 株式会社新大倉 建設・設備 専門職
創業して６４年にて、プラント(工場)の設備を支え、人々の生活を守るのが当社の役割です。充
実した教育制度を元に、お客様のプラントの安定操業を支える価値、仕事への情熱をもって一
緒に働ける方を探しております。

B 株式会社村上精機工作所 製造・鉄鋼 その他（技術職）
■産業用振動モータ国内シェアNo.1！
■東日本大震災や熊本地震のがれき処理に当社製品が活躍！社会貢献性◎！
■創業76年、「食品」「医薬品」「自動車」など幅広い顧客を持つ不況に強い安定企業！

A 日進機工株式会社 建設・設備 営業、土木・建設・農水産
こんにちは！日進機工です！私達は産業用洗浄機械(ウォータージェット)を使ってメンテナンス
を行い、産業を支えるお仕事をしております。お客様の『困った』を一緒に解決する大切なお
仕事になります！是非一度お話聞いてみてください！

B 株式会社マルショー鉄筋工業 建設・設備 土木・建設・農水産
鉄筋工事業を通じて50年以上にわたり、信頼と実績を基に地域社会に貢献して参りました。先
輩職人がメンターとなり初歩から教育しますので、初めての方でも安心して入職頂ける職場で
す。建設キャリアアップシステムに登録し、技能者を適正に評価致します。

A
九州三菱自動車販売株式会社
北九州支店

商社・卸・小売 営業
営業職は大変なイメージがありますが、研修もしっかりしていますし、最初は車の知識がなく
ても必ず身につきますので、心配いりません！！少しでも興味がありましたら、話を聞いてみ
てください！！お待ちしております！！

B 白石鉄工株式会社 建設・設備
製造・工場・倉庫、土木・建

設・農水産

弊社はタンクなどの大型鋼構造物の製作会社です。CO2削減政策を受けて、発電所を中心に大
きな需要が期待されます。ものづくりが好きなら。未経験でも大丈夫。４人に１人が第二新卒
や中途の方です。これからに日本を一緒に作っていきましょう。

A 東邦金属株式会社
製造・鉄鋼（非鉄金

属製造業）
製造・工場・倉庫

当社は、設立73年目の比較的歴史のある企業です。タングステン、モリブデンというレアメタ
ル製品を製造するメーカーです。当社の職場は、アットホームな働きやすい職場環境です。や
る気のある人、チャレンジ精神をお持ちの方は、大歓迎です。

B

A 日本生命保険相互会社 金融・保険 営業
日本生命は、約1400万人の契約者数（連結・2020年度末）、約85兆円の総資産（連結・2020年
度末）など、国内の生命保険会社の中でトップクラスの水準を誇る、生命保険業界のリーディ
ングカンパニーです。

B

14:00～14:25

4 14:30～14:55

8 16:30～16:55

5 15:00～15:25

6 15:30～15:55

7 16:00～16:25

1 13:00～13:25

2 13:30～13:55

3



≪7月8日（金）≫

コマ 開催時間 グループ 事業者名 業種 募集職種 参加者へのメッセージ

A 株式会社新大倉 建設・設備 専門職
創業して６４年にて、プラント(工場)の設備を支え、人々の生活を守るのが当社の役割です。充
実した教育制度を元に、お客様のプラントの安定操業を支える価値、仕事への情熱をもって一
緒に働ける方を探しております。

B 東邦金属株式会社
製造・鉄鋼（非鉄金

属製造業）
製造・工場・倉庫

当社は、創立73年目の比較的に歴史のある企業です。タングステン、モリブデンというレアメ
タルの製品を製造しているメーカーです。アットホームな雰囲気で、働きやすい環境です。や
る気のある人や、チャレンジ精神をお持ちの方は、大歓迎です。

A 株式会社グリーンクロス 商社・卸・小売 営業
設立50年以上の歴史の中で、高度化・多様化していくお客様のニーズにお応えしていきます。
業界トップクラスのシェアと知名度。まだまだ成長中の当社で会社とともに成長したい！とお
考えの方、そんな方をグリーンクロスでは応援いたします。

B 第一交通産業株式会社 不動産
営業、その他（総合職（管理業

務、企画営業））

☆九州屈指の売上実績を誇るマンション事業！
☆保有台数日本一のタクシー事業及びバス事業！
☆平均残業時間月2.9時間（前年実績）
☆令和3年度「子育て応援宣言企業・事業所知事表彰」受賞！

A 株式会社芳野ケアサポート 医療・福祉 医療・介護・福祉
お客様やご家族の人生を輝かせるため、職員全員が志を持ってサービスを提供しています。未
経験者や仕事と生活の調和を大切にする職員が多数活躍中！個々の実力が発揮できる環境で
す。◆新入職員研修有◆資格取得支援制度有◆産休育休取得制度及び取得実績有◆

B 日進機工株式会社 建設・設備 営業、土木・建設・農水産

こんにちは！日進機工です！私達は産業用洗浄機械(ウォータージェット)を使ってメンテナンス
を行い、産業を支えるお仕事をしております。
お客様の『困った』を一緒に解決する大切なお仕事になります！是非一度お話聞いてみてくだ
さい！

A 株式会社ライフクリエイト 商社・卸・小売
事務・オフィスワーク、販売、
サービス・警備・清掃、その他

「挑戦」「成長」「貢献」をしたい！そんな想いを持っている方は是非一度お話を聞いてみて
ください！

B 株式会社村上精機工作所 製造・鉄鋼 その他（技術職）
■産業用振動モータ国内シェアNo.1！
■東日本大震災や熊本地震のがれき処理に当社製品が活躍！社会貢献性◎！
■創業76年、「食品」「医薬品」「自動車」など幅広い顧客を持つ不況に強い安定企業！

A 株式会社東洋ビルド 建設・設備 営業、土木・建設・農水産
1972年創業以来、民間企業から官公庁まで幅広く建設工事を行っている会社です。土木工事を
主体に行い、解体工事から建築工事まで柔軟に対応する総合建設業です。資格取得補助金等が
あり、入社後もスキルアップできる環境です！

B 日鉄ロールズ株式会社 製造・鉄鋼
その他（技術系総合職スタッフ

（品質管理・研究開発））

創業100年以上の歴史がある日本最古の鉄鋼用圧延ロールメーカーで、日本製鉄(株)をはじめ世
界中の製鉄所に供給しております。会社機能が北九州に全て集中しているため転勤はなく、腰
を据えて安心して働ける環境を求めている方におすすめです。

A 株式会社資さん 宿泊、飲食・サービス 飲食・フード
創業44年、北九州のソウルフードとして福岡を中心にうどんチェーンを展開しています。これ
から九州を代表するうどんチェーンに成るべく、コロナ禍でも九州各地に出店中。成長企業で
一緒に成長していける方を募集します。是非一度話を聞いてみませんか。

B

A 株式会社サンリブ 商社・卸・小売 販売、飲食・フード
弊社は創業75年を迎え、地域密着型スーパーとして地域のお客様に愛されるスーパーです。笑
顔の暮らしを応援するべく日々の業務に携わることができれば、特別なスキルは必要ありませ
ん。業務内容・やりがい・福利厚生や社内雰囲気などお伝えします。

B

A 株式会社木下写場

その他（各種記念写
真、婚礼写真撮影、
制作、それに付随す
る衣裳、美容業務）

その他（フォトグラファー、ア
シスタント、ヘアメイク、着付

スタッフ）

1923年創業“伝統と革新”をモットーとしたフォトスタジオです。100年企業へ向け さらなる飛
躍をしていくためのフォトグラファーやアシスタント、美容スタッフを募集いたします。 未経
験者も大歓迎! 気になる方は是非一度お話を聞いてみてください

B

14:00～14:25

4 14:30～14:55

8 16:30～16:55

5 15:00～15:25

6 15:30～15:55

7 16:00～16:25

1 13:00～13:25

2 13:30～13:55
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