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社会人のスタートは
北九州市で！
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City of Kitakyushu

官営八幡製鉄所の創業以来、様々な産業が集積し、
ロボットや次世代自動車といった産業も発展するなど、
多くの有力企業があります。

メリットいっぱい。北九州市での就職のススメ。

地元就職、9つの魅力、大公開！

就職支援サービス

地元企業紹介
i6コンサルティング グループ㈱
㈱アステック入江
計測検査㈱
㈱サンキュードラッグ
シャボン玉石けん㈱
㈱タカギ
㈱七尾製菓

（社福）年長者の里
橋本食品㈱
㈱ハローデイ
福岡ひびき信用金庫
㈱不動産中央情報センター
㈱メンバーズ
吉川工業㈱

P.09
P.10
P.11
P.12
P.13
P.14
P.15
P.16
P.17
P.18
P.19
P.20
P.21
P.22

P.02
P.06

就活イベント P.07
P.08

東京や大阪などの大都会で働くか？

それとも、北九州市で職に就くか？

自分に適した仕事があるのだろうか？

就職活動をスタートするにあたって、

いろいろな選択肢に揺れている時期ではないでしょうか。

そんな皆さんの就職活動をサポートするため、

北九州市では就活応援マガジン「北九州市で働こう！」をつくりました。

本誌では地元企業の紹介を中心に、

北九州市の魅力や就活に役立つ情報をお届けします。

北九州市は、アナタを待っています。

世界に誇れるやりがいのある仕事、充実したオフタイム。

抜群の住みやすさ、10代では見えなかった地元のポテンシャルに気づき

働くこと、暮らすこと、楽しむことが豊かにつながります。

やっぱり住むなら北九州市。

北九州市で新しい生活を始めませんか？

［メリットいっぱい。北九州市での就職のススメ。］

「ものづくりの街」北九州市には
有力企業が集積。

東京まで90分、名古屋までは70分。陸・海・空のアクセス
が充実。鉄道、バス、モノレールなど公共交通機関が
整備されています。

快適アクセス、
陸海空のフットワーク充実。

ロケーションを生かして映画やドラマを誘致。
文化やスポーツも楽しむことができ、夏は街中が祭りの
熱気に包まれます。

催し、祭り、イベントが多彩。
質の高い文化&スポーツも身近に。

日本最大級のインキュベーション施設や、融資制度など
スタートアップ支援も整ってきました。
リノベーションによるまちづくりも注目を集めています。

北九州から展開。
起業しやすい街。

北九州市は物価や家賃がリーズナブル。通勤がラク、
食べ物がおいしい。やっぱり住むなら北九州市。
日常の暮らしやすさを実感できるはずです。

「安い・広い・近い」が実感できる！
北九州市のうれしい特長。

子育てを支援するサービスや施設も充実。
子育て日本一を実感できるまちをめざし、環境づくりを
進めています。

この街で、のびのびと
子育てしてみたいと思える街へ。

資源循環やエネルギーなどの分野での先駆的な取り組
みや、環境国際協力で、国際的にも高い評価。市民と企
業と行政が連携して、様々な取り組みを進めています。

環境未来都市、
世界の環境首都を目指して。

都会と田舎のいいとこ取り。都会の便利さと田舎の住み
よさをあわせ持つ北九州市。近所の公園から広大な緑地
まで、豊かな自然に恵まれています。

都市と自然が調和。
フリータイムも楽しい。

国と市が連携し、若年者向けの就業支援を行っています。
求人情報の提供やカウンセリング、セミナー、職業紹介
など、北九州市での就職を支援します。

地元企業の魅力や情報を発信。
あなたの就職活動をサポート。

地 元 就 職 、  つ の 魅 力 、大 公 開！

01 02働こう！北九州市で
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「ものづくりの街」北九州市には
有力企業が集積。

北九州から展開。
起業しやすい街。

環境未来都市、
世界の環境首都を目指して。

鉄道、バス、モノレールなど便利な公共交通機関が整備されているので、毎日の通
勤・通学、買い物など、どこへ行くにも便利です。
本州と九州の接点に位置する北九州市は、交通の要衝でもあり、陸・海・空のアク
セスが充実しています。
九州唯一の24時間利用可能な海上空港である北九州空港は早朝から深夜までの
運行で東京や名古屋への日帰り出張も可能です。
また、現在整備中の東九州自動車道は、平成28年春、北九州～宮崎（清武南）間が
開通予定。これにより、人や物の流れがさらに活性化します。

北九州市は、都道府県庁所在市・政令指定都市の中で物価の
安さが第1位で、借家家賃の安さが大都市の中で第２位です。
北九州市民の平均的な通勤時間は片道24.4分。東京の41.3
分に比べ、通勤時間が短く、時間にゆとりが生まれます。（資料：

総務省平成25年「住宅・土地統計調査」数字は中位数）

また、食卓を豊かにする新鮮な食材が、簡単に安く手に入り
ます。商店街や大型ショッピングセンターが身近な場所に点
在する買い物環境なので、日常生活の暮らしやすさを実感で
きるはずです。

ほどよく都会で、ほどよく田舎。都会の便利さと田舎の住みよさをあわせ持つ北九
州市にはたくさんの魅力があります。
大都市でありながら緑も多く、初夏の夕暮れには各地で幻想的なホタルの輝きに
出合えるほど、豊かな自然に恵まれています。
北九州市の都市公園数は1,690ヶ所。1人あたりの都市公園面積は、政令指定都
市の中では第5位です。（資料：国土交通省都市公園データベース平成26年3月）

「平尾台」「到津の森公園」「グリーンパーク」「山田緑地」など、広大な緑地が多い
のも魅力です。
また、「パノラマの緑とまちの緑がいきづく環境首都・北九州」をテーマに、緑のま
ちづくりを進めています。

官営八幡製鐵所の創業以来、「ものづくりの街」として、日本の近代化と高度成長
を支えてきた北九州市。
近年では、素材型産業からのノウハウを活かした機械・金属加工産業や自動車関
連産業、そして環境エネルギー産業などを加え、様々な企業が集積しています。
また、北九州市では、独創的な製品や技術、サービスを提供する優れた中小企業を

「北九州オンリーワン企業」として認定し、情報発信・プロモーションも推進中です。
学術研究都市を中心とした産学連携では、「次世代自動車産業」や「ロボット産業」
など、「高付加価値のものづくり」クラスターの形成が進行しています。

北九州市では、3Dプリンターなどを備える日本最大級の「Fabbit」をはじめ、近年
民間のインキュベーション施設   が立地してきています。さらに、融資制度や産学金
官が連携してベンチャー企業などの起業を支援するための「北九州スタートアップ
ネットワークの会」を設立。“スタートアップしやすい街日本一”をめざした活動を展
開中です。
また、リノベーション   によるまちづくりが都市の再生手法として注目されています。
さらに、北九州市は、地震などの災害リスクが低く、安定的な操業が可能な都市と
しても高い評価を得ていることや、アジアマーケットへの近接性などを生かし、積
極的な産業・企業誘致活動を行っています。

かつての深刻な公害を、市民・企業・行政などの関係者が一体となって克服してき
た北九州市。この過程で蓄積された環境技術や人材を生かし、資源循環やエネル
ギーなどの分野で先駆的な活動に取り組んできました。また、環境国際協力で、高
い評価を受け、経済協力開発機構（OECD）から「環境」と「経済」が両立する「グ
リーン成長都市」として、パリ、シカゴ、ストックホルムとともに、アジアで初めて選
定されました。平成25年10月には、本市のグリーン成長への取り組みをまとめた

「OECD北九州レポート」日本語版が発表されるなど、「世界の環境首都」をめざ
し、市民と企業と行政が連携して、さまざまな環境の取り組みを進めています。

快適アクセス、
陸海空のフットワーク充実。

「安い・広い・近い」が実感できる！
北九州市のうれしい特長。

都市と自然が調和。
フリータイムも楽しい。

※1 インキュベーション施設…起業家の育成や新しいビジネスを支援する施設
※2 リノベーション…古い建物の機能を今の時代に適した在り方に変えて新しい機能を付与すること

※3 資料：総務省平成25年平均消費者物価地域差指数（相模原市を除く）
※4 資料：総務省「平成25年度小売物価統計調査」（相模原市を除く）

106.0

※3

※1

※2
※4

105.9
102.4101.2100.6

97.597.597.196.6

（全国平均を100とする）
平均消費者物価地域差指数
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～次世代技術の開発スピリッツが街に息づく～

～起業から企業誘致まで。アジア市場も睨む先進都市～

～環境技術や人材を生かし、先駆的役割を担う～

～通勤も、出張も、プライベートのお出かけもラクラク～

～物価の安さがウレシイ!美味しい食材もいっぱい～

～大都市でありながら緑豊かな自然を満喫!～
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「ものづくりの街」北九州市には
有力企業が集積。

北九州から展開。
起業しやすい街。

環境未来都市、
世界の環境首都を目指して。

鉄道、バス、モノレールなど便利な公共交通機関が整備されているので、毎日の通
勤・通学、買い物など、どこへ行くにも便利です。
本州と九州の接点に位置する北九州市は、交通の要衝でもあり、陸・海・空のアク
セスが充実しています。
九州唯一の24時間利用可能な海上空港である北九州空港は早朝から深夜までの
運行で東京や名古屋への日帰り出張も可能です。
また、現在整備中の東九州自動車道は、平成28年春、北九州～宮崎（清武南）間が
開通予定。これにより、人や物の流れがさらに活性化します。

北九州市は、都道府県庁所在市・政令指定都市の中で物価の
安さが第1位で、借家家賃の安さが大都市の中で第２位です。
北九州市民の平均的な通勤時間は片道24.4分。東京の41.3
分に比べ、通勤時間が短く、時間にゆとりが生まれます。（資料：

総務省平成25年「住宅・土地統計調査」数字は中位数）

また、食卓を豊かにする新鮮な食材が、簡単に安く手に入り
ます。商店街や大型ショッピングセンターが身近な場所に点
在する買い物環境なので、日常生活の暮らしやすさを実感で
きるはずです。

ほどよく都会で、ほどよく田舎。都会の便利さと田舎の住みよさをあわせ持つ北九
州市にはたくさんの魅力があります。
大都市でありながら緑も多く、初夏の夕暮れには各地で幻想的なホタルの輝きに
出合えるほど、豊かな自然に恵まれています。
北九州市の都市公園数は1,690ヶ所。1人あたりの都市公園面積は、政令指定都
市の中では第5位です。（資料：国土交通省都市公園データベース平成26年3月）

「平尾台」「到津の森公園」「グリーンパーク」「山田緑地」など、広大な緑地が多い
のも魅力です。
また、「パノラマの緑とまちの緑がいきづく環境首都・北九州」をテーマに、緑のま
ちづくりを進めています。

官営八幡製鐵所の創業以来、「ものづくりの街」として、日本の近代化と高度成長
を支えてきた北九州市。
近年では、素材型産業からのノウハウを活かした機械・金属加工産業や自動車関
連産業、そして環境エネルギー産業などを加え、様々な企業が集積しています。
また、北九州市では、独創的な製品や技術、サービスを提供する優れた中小企業を

「北九州オンリーワン企業」として認定し、情報発信・プロモーションも推進中です。
学術研究都市を中心とした産学連携では、「次世代自動車産業」や「ロボット産業」
など、「高付加価値のものづくり」クラスターの形成が進行しています。

北九州市では、3Dプリンターなどを備える日本最大級の「Fabbit」をはじめ、近年
民間のインキュベーション施設   が立地してきています。さらに、融資制度や産学金
官が連携してベンチャー企業などの起業を支援するための「北九州スタートアップ
ネットワークの会」を設立。“スタートアップしやすい街日本一”をめざした活動を展
開中です。
また、リノベーション   によるまちづくりが都市の再生手法として注目されています。
さらに、北九州市は、地震などの災害リスクが低く、安定的な操業が可能な都市と
しても高い評価を得ていることや、アジアマーケットへの近接性などを生かし、積
極的な産業・企業誘致活動を行っています。

かつての深刻な公害を、市民・企業・行政などの関係者が一体となって克服してき
た北九州市。この過程で蓄積された環境技術や人材を生かし、資源循環やエネル
ギーなどの分野で先駆的な活動に取り組んできました。また、環境国際協力で、高
い評価を受け、経済協力開発機構（OECD）から「環境」と「経済」が両立する「グ
リーン成長都市」として、パリ、シカゴ、ストックホルムとともに、アジアで初めて選
定されました。平成25年10月には、本市のグリーン成長への取り組みをまとめた

「OECD北九州レポート」日本語版が発表されるなど、「世界の環境首都」をめざ
し、市民と企業と行政が連携して、さまざまな環境の取り組みを進めています。

快適アクセス、
陸海空のフットワーク充実。

「安い・広い・近い」が実感できる！
北九州市のうれしい特長。

都市と自然が調和。
フリータイムも楽しい。

※1 インキュベーション施設…起業家の育成や新しいビジネスを支援する施設
※2 リノベーション…古い建物の機能を今の時代に適した在り方に変えて新しい機能を付与すること

※3 資料：総務省平成25年平均消費者物価地域差指数（相模原市を除く）
※4 資料：総務省「平成25年度小売物価統計調査」（相模原市を除く）

106.0

※3

※1

※2
※4

105.9
102.4101.2100.6

97.597.597.196.6

（全国平均を100とする）
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～次世代技術の開発スピリッツが街に息づく～

～起業から企業誘致まで。アジア市場も睨む先進都市～

～環境技術や人材を生かし、先駆的役割を担う～

～通勤も、出張も、プライベートのお出かけもラクラク～

～物価の安さがウレシイ!美味しい食材もいっぱい～

～大都市でありながら緑豊かな自然を満喫!～

03 04働こう！北九州市で



07

08

09

催し、祭り、イベントが多彩。
質の高い文化&スポーツも身近に。

この街で、のびのびと
子育てしてみたいと思える街へ。

地元企業の魅力や情報を発信。
あなたの就職活動をサポート。

スクリーンに映る風景を観て、北九州市の素晴らしさを再発見。北九州市のロケー
ションを活かして映画やドラマを誘致し、撮影を全面的に支援しているのが、北九
州フィルム・コミッション。その活動を支えているのが市民の皆さん。登録している
市民エキストラも約6,000人にのぼります。
北九州市の夏は祭り一色。地域に根付き、市民に愛されている祭りがたくさんあり
ます。観ているだけでも楽しくて、街中が祭りの熱気に包まれます。
また、北九州市は、誰もが文化やスポーツを楽しむことができるまち。文学、演劇、音
楽イベントなどで、全国に質の高い文化を発信しています。そしてプロサッカーチー
ム「ギラヴァンツ北九州」が市民の心を熱くしています。

国の「小倉新卒応援ハローワーク」と北九州市の「若者ワークプラザ北九州」が連
携し、「北九州若者ジョブステーション」として若年者向けの一体的な就業支援を
行っています。また、インターネットを活用した学生向けの就職情報サイト「キタ
キュー就職ナビ」を運営し、北九州エリアのさまざまな就職情報を発信していま
す。加えて、就職セミナーや合同会社説明会も産官が協力して開催し、安心した地
元就職のサポートを行っています。また、「北九州市U・Iターン応援首都圏オフィ
ス」や「首都圏個別相談会」を運営し、首都圏からのU・Iターン就職のバックアップ
をしています。

北九州市の子育て環境については、「次世代育成環境ランキング」（NPO法人エガ
リテ大手前調べ）で4年連続、政令指定都市で第1位となるなど、全国的に高い評
価を得ています。北九州市では子育て日本一を実感できるまちをめざし、安心して
子どもを生み育てることができる環境の整備が進んでいます。
子育て中の保護者の負担や不安感を解消するための総合的な子育て支援拠点と
して、JR小倉駅近くに「子育てふれあい交流プラザ」、JR黒崎駅近くに「子どもの
館」を設置しています。
また、教育面では、ボランティアの学習指導員が子どもたちに勉強の方法を教える
「子どもひまわり学習塾」や、地元企業による「小学校応援団」など、地域社会全体
で子どもたちの教育を支えています。

～歴史の鼓動、文化の香り、スポーツの魅力を感じよう～

～子育てや教育を街と地域がサポートしています～

～就活支援の催しや地元企業情報などを活用しよう～
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就職支援サービス
【北九州市で行っている就職支援サービスを紹介！】

国の「小倉新卒応援ハローワーク」と、市の「若者ワークプラザ北九州」が隣接し、
「北九州若者ジョブステーション」として若者向けの一体的な就業支援を行っています。

若者ワークプラザ北九州 〒802-0001 北九州市小倉北区浅野3-8-1 AIMビル2階
月曜日～土曜日 10：00～18：00 ※日曜日・祝日・年末年始は休み

大学院・大学・短大・高専・専修学校などの新規卒業予定の方や、
既卒3年以内の卒業生の方などを対象にする専門の窓口です。

TEL 093-512-0304
TEL 093-622-6690

TEL 093-531-4510
TEL 093-631-0020〒806-0021 北九州市八幡西区黒崎3-15-3 コムシティ2階

月曜日～土曜日 10：00～19：00 ※日曜日・祝日・年末年始は休み若者ワークプラザ北九州・黒崎

〒802-0001 北九州市小倉北区浅野3-8-1 AIMビル2階
月曜日～金曜日 10：00～18：00 ※土・日曜日・祝日・年末年始は休み小倉新卒応援ハローワーク

利 用
無 料

就業に向けて専門のカウンセラーがきめ細かなカウンセリング
を行い、市が独自に開拓した求人などから希望や適性に合った
仕事を紹介しています。

KITAKYUSHU WAKAMONO JOB STATION 

小倉新卒応援ハローワーク 若者ワークプラザ北九州

利用対象者 概ね40歳までの若年求職者

支 援 内 容　 ●就業に関する相談、助言
 ●各種就業関連情報の提供
 ●職業紹介（若者ワークプラザ受理求人）
 ●就職支援講座、ミニセミナーの開催
 ●職場定着フォロー

利用対象者 大学等の卒業予定の方、既卒3年以内の方 

支 援 内 容　 ●求人事業所情報の提供
 ●職業相談
 ●職業紹介（ハローワーク受理求人）
 ●応募書類の添削（予約制）
 ●模擬面接（予約制）　　　●その他

事 前
予約制

〒806-8509 北九州市八幡西区岸の浦1-5-10
月曜日～金曜日 8：30～17：15 ※土・日曜日・祝日・年末年始は休み八幡新卒応援ハローワーク

　北九州若者ジョブステーション

若者ワークプラザ北九州 若者ワークプラザ北九州・黒崎

若者
ワークプラザへの

アクセス
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Corporate
Guide
北九州市には、将来性豊かで
魅力ある企業がいっぱいです。
ここではその一部を紹介します。

そこで働く先輩方に、今の仕事を選んだ
きっかけや担当する業務、やりがい、

余暇の過ごし方などについて伺いました。

̶  地 元 企 業 紹 介  ̶

吉川工業㈱

鉄鋼関連業製造業

橋本食品㈱シャボン玉石けん㈱

食肉・
惣菜販売業

㈱メンバーズ

インターネット関連／
広告／

専門コンサルタント業

小売業
・医薬品
・化粧品
・生活雑貨

（社福） 年長者の里㈱サンキュードラッグ

㈱不動産中央情報センター

不動産業
技術

サービス業
・総合的
設備診断

計測検査㈱

健康福祉
サービス業

福岡ひびき信用金庫

金融業鉄鋼業

㈱七尾製菓㈱アステック入江

菓子
製造業

㈱ハローデイ

小売業
・食品コンサルティング業

㈱タカギi6コンサルティング グループ㈱

製造販売業
・浄水器
・散水用品

【北九州市で行っている就活イベントを紹介！】

北九州市では、新卒学生を対象とした会社合同説明会を北九州商工会議所と開催しています。
この会社合同説明会では、市内に本社のある企業や市内で採用予定のある企業の情報が入手できるチャンスです。
毎年、春、夏、秋と年間を通じて開催されています。
また、お盆やお正月の帰省時期にあわせて、学生と保護者向けにＵ・Ｉターン就活の方法や
企業の新卒採用動向などについてのセミナー・相談会も開催しています。
このような応援メニューを活用して、就職活動を成功させましょう。

　北九州市 就活イベント情報

お盆やお正月の帰省時期に合わせて、学生やその保護者向けに
U・Iターン就活のためのセミナーや相談会を開催しています。

北九州市及び北九州商工会議所では、新卒者などを対象に、北九州
地域の企業を紹介する合同会社説明会等を開催しています。

北九州会社合同説明会

　対　象 大学（院）・短大・高専・専修学校等の
 卒業予定者など

　内　容

TEL 093-582-2419
●就活イベント情報は
　「キタキュー就職ナビ」のサイトで

北九州地域に本社がある、または北九州地域に採
用予定がある企業が多く参加しています。地元で働
きたい人には必見の会社合同説明会です。
会場には、就活に役立つセミナーや相談ができる
コーナーもあります。

　対　象 北九州市外の大学、短大、専門学校等に在籍し、
 市内へのU・Iターン就職を検討している
 学生やその保護者
　内　容 学生やその保護者向けにＵ・Ｉターン就活のノウハ

ウや企業の採用動向など相談内容にあわせてアド
バイスやセミナーを行います。市内企業や市政情報
などに関するパンフレットなどをご用意しています。
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就活イベント

北九州市が提供する学生向け就職情報サイトです。
やりたい仕事や希望する勤務地検索や採用情報だけでなく、
北九州エリアの企業研究を行うことができます。

【北九州市産業経済局雇用政策課】
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1-1　TEL 093-582-2419  FAX 093-591-2566

http://www.kitakyushushoku.com
キタキュー就職ナビの
Facebookページもチェック！

KITAKYU SHUSHOKU NAVI

　キタキュー就職ナビ
POINT POINT企業の採用情報を検索！

卒業見込年度、学校タイプ、専攻や希望職種
を選択し、募集人材・募集職種・勤務地の3種
類から北九州エリアの企業を検索できます。

企業研究に活用できる！！
キタキュー就職ナビに掲載されている企業
の研究が可能です。

POINT 最新情報のお知らせ！！！
最新の採用情報や就職関連イベントを
Facebookを通してお知らせします。

キタキュー就職

●お問合せは
　北九州市産業経済局雇用政策課

学生と保護者のための

U・Iターン就職セミナー＆相談会
学生と保護者のための

U・Iターン就職セミナー＆相談会
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http://www.kitakyushushoku.com
キタキュー就職ナビの
Facebookページもチェック！

KITAKYU SHUSHOKU NAVI

　キタキュー就職ナビ
POINT POINT企業の採用情報を検索！

卒業見込年度、学校タイプ、専攻や希望職種
を選択し、募集人材・募集職種・勤務地の3種
類から北九州エリアの企業を検索できます。

企業研究に活用できる！！
キタキュー就職ナビに掲載されている企業
の研究が可能です。

POINT 最新情報のお知らせ！！！
最新の採用情報や就職関連イベントを
Facebookを通してお知らせします。

キタキュー就職

●お問合せは
　北九州市産業経済局雇用政策課

学生と保護者のための

U・Iターン就職セミナー＆相談会
学生と保護者のための

U・Iターン就職セミナー＆相談会
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昨年、北九州に異動して、給与計算などのオペレーション管理や人事コンサルティ
ングの業務の推進などオフィス全体のマネージメントを担当しています。北九州
オフィス、とはいっても国内クライアントの多くは東京本社の企業です。つまり全
国の企業の人事や給与計算などのアウトソーシングを北九州で行っているわけ
です。北九州オフィスのスタッフは、担当企業の状
況を把握しながら確実に業務をこなし、クライア
ントからの信頼を得ています。
当社では、北九州オフィスでオペレーション担当
であっても、スキルアップしたい、パートナー企業
の一員として現場で仕事がしてみたいという人
は、東京本社への異動や、パートナー企業で業務
を担当することも可能です。

首都圏クライアントの業務を担う北九州オフィス

人事に関するコンサルティングと、採用・給与計算等人事業務のアウト
ソーシングサービスを、日本国内に留まらず海外のパートナーと協同で
グローバルに展開しています。BCP（事業継続性）の観点に優れた北九
州オフィスでは、人事業務のオペレーションを主に担当しています。とく
に、北九州の担当者は、各々日本や世界を代表する大手企業の人事担当
者とともに業務を実施しています。
また、地域貢献のひとつとして、代
表の佐藤が市の有識者会議委員と
して地方創生に関する提言を行う
ことや、「東京ガールズコレクショ
ン北九州」の誘致に協力すること
ができました。

学んだことは未来へとつながる
どんな事業や課題でも
時間を惜しまず挑戦しよう！

大学では農業工学を専攻し、土壌中の水分動態シミュレーションを研究していま
した。卒業後は東京のシンクタンクに入社。流体力学と金融工学で扱う基礎方程式
は共通点があるため、金融工学を駆使するシステムエンジニアとして仕事をしてい
ました。その後、大学時代の友人に誘われ、当社への転職を決意しました。
当時は設立して間もない頃で、スタッフも少なく給与計算等の地道な人事オペレー
ションも担当しながら、システム開発の経験を生かして、ERPパッケージの導入や
業務の標準化、マイナンバー等の法的対応に携わってきました。

柔軟な発想で、農学部からSE（システムエンジニア）へ

北九州に異動して1年、東京と北九州を往復しながら、社会要請の強いプロジェク
トの立ち上げに邁進しています。自分の努力と意志次第で、日本や世界で活躍する
企業を相手に仕事をしたり、給与計算だけでなく、新規事業の立ち上げ、システム
導入のプロジェクトマネジメントや採用、考課といった業務に携われることも、若
いうちにできるだけ多くのチャレンジをしてキャリアを築きたい自分にとって、非常
に魅力的な職場です。
とは言っても、休日はカフェでインテリアやDIYの雑誌を見ながら、趣味と夢をたく
さん詰め込んだ空間をデザインするのを楽しみにしています。せっかく九州にいる
ので、そのうち熊本、宮崎、鹿児島など南九州にドライブもしてみようと思います。

今のがんばりが未来へとつながる

【企業概要】
設立／平成24年6月
代表者／代表取締役　佐藤 竜司
従業員数／60名（北九州オフィス15名）

資本金／2,000万円
売上高／2億円
事業所／東京本社・名古屋オフィス・
 京都オフィス・大阪オフィス・北九州オフィス・
 上海@Talent Spot・
 シンガポール@Connectus Group・香港@AETG

◎インターンシップは受入可能です。ご希望の方はご連絡ください。

▲i6コンサルティング
グループ㈱HP

【事業内容】
人事業務アウトソーシング・人事コンサルティング・
社会保険労務業務ほか

POINT

01
事業継続性に優れた北九州オフィスは
アウトソーシング業務の核となる。

クライアントの7割は外資系企業で、多くはアメリカのFortune誌の
Global 500にランクインする企業です。人事業務は国を問わず企業に
おいて必要不可欠な業務です。しかし国により税制、商習慣、業務のス
ピード感等あらゆる点で日本と異なります。当社では人事コンサルタン
ト、採用・給与業務のスペシャリストを擁し、各国の状況に合わせて柔軟
に対応しています。アライアンスの面では、南アフリカの人材派遣企業、
ウォールストリートの金融機関御用達の採用システム提供会社とパー
トナーとなり、派遣業務や外資系金融機関向け採用業務など大規模な
事業に着手しています。今後も世界中のパートナーと共にグローバルで
認められる人事サービスを提供していきます。

POINT

02
会社の基幹となる人事業務の
アウトソーシングをグローバルに展開。 東京本社とのネット会議は日常茶飯事。

●北九州オフィス／〒802-0003  北九州市小倉北区米町1丁目1番21号
 明治安田生命ビル 6F
 TEL：093-521-3703　FAX：093-521-3704
 http://i6group.com/

【業種・業態】 コンサルティング業
i6コンサルティング グループ㈱

大石　智史さん
Satoshi Oishi

i6コンサルティング グループ㈱
Managed Service 所属
■ 職業／管理職
■ 勤続年数／1年（H26年入社）
■ 出身学部／農学部卒

オペレーション業務を行う北九州オフィス。

これから

就職活動
を

がんばる学
生へ

一言

企業人事・採用業務のアウトソーシングから
給与計算などのオペレーションをマネージメント。
国内外を問わず課題解決のベストな答えを導き
常に企業の良きパートナーとして伴走します。
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入社時から人事を担当しています。企画から運営まで任され、やりがいがありま
す。採用活動では、毎年新しい人との出会いが楽しいですね。技術系の会社です
が、約半数は事務系も採用しています。話し方が上手でなくても、自分の言葉で
伝えようとする人の話はもっと聞きたいと思うし、一緒に仕事がしたくなります。
2年目からは社員教育にも携わり、新入社員、
管理職など階層別の教育体系を組み立ててき
ました。外部講師を呼んで、ヒューマンスキルや
マネジメントを中心とした宿泊研修を行ってい
ます。研修では自分も共に学び、夜は社員とお酒
を飲みながら話をします。採用した人が成長し、
中堅社員として存在感を放っている姿を見ると
うれしいです。

新しい人と出会い、成長する姿を見る喜び

鉄づくりのプロセスのなかでも「製鋼」を主力事業とし、新日鐵住金㈱の
協力会社として製鋼工程に参画しています。製鋼とは、溶けた鉄から不
純物を取り除き、強靭な鋼をつくり上げること。品質と直結する重要な
工程を担っています。現場のさまざまな要望に応えて育まれた信頼関係
が、事業発展の礎となりました。原点は、困っている人を「なんとかした
い」という気持ち。人にも環境にもやさしい人間主義の技術を、鉄鋼を中
心にエンジニアリング、環境リサイクル、ファインセラミックスなどの分
野へ幅広く展開しています。

大きな仕事を任せて育てる職場。
創造するおもしろさと
やりがいがあります。

京都の大学からUターン就職しました。学生時代は読書に没頭していて就活が遅
れてしまい、なかなか就職先が決まらず焦っていたときに、募集広告を見つけて当
社の説明会に参加したんです。大きな組織よりも、中小企業に興味を持っていまし
た。説明会で人事の方から「うちは若手がいないから、新入社員でも大きな仕事を
任せる」と言われて心が動きました。ちょうど会社が新卒の定期採用を始めたば
かりで、若い力が必要とされている時期でした。内定が出たのは2月。卒業直前に
拾ってもらい、本当にありがたかったです。

若手に期待する社風に惹かれて

将来は「北九州にこんなおもしろい会社がある！」と発信していきたいです。当社
は中途採用が多く、いろんな人生を歩んできた人材の宝庫。入社前は順風満帆で
なくても、入社してから仕事のおもしろさを見出し、頑張っている人が多い組織で
す。異なる個性が共生し、自分を出して本音で語れる大らかな風土が、独自の商品
や魅力を生み出す素地になると思っています。
休みの日は、よく本屋に行きます。ノンフィクションを中心に、いろんな分野の本を
月10冊は購入します。いつかは自分で何か書いてみたい夢があるので、人生の話
が聞ける今の経験が役立つかもしれません。地元企業に就職した理由の一つが、
Jリーグのサッカー観戦です。好きな地元チームの試合は全部見ています。仕事も
オフタイムも、北九州ならではの生活を満喫しています。

地元北九州ならではの醍醐味

【事業内容】
STEEL事業（製鋼・鋼管・設備エンジニアリング・製鉄用機器
海外企画調達）、鉄関連事業（環境リサイクル事業・ファインセ
ラミックス精密加工事業・PCB廃棄物処理事業）

【企業概要】
設立／昭和32年2月
代表者／代表取締役社長　高橋 正幸
従業員数／740名
資本金／1億円
売上高／95億円
事業所／八幡支店・大分支店・光支店・
 FM事業部八幡工場・FM事業部広畑工場・関西営業

所・セラミックス事業所・PCB事業所
関連会社／㈱エーアイ・スタッフ

◎インターンシップは受入可能です。ご希望の方はご連絡ください。

北九州市
に

Uターン

就職した先
輩

から一言

信頼関係が育んだ幅広い事業領域。
技術の根底にあるのは人間主義です。

産官学の連携で「環境問題」「暮らし
やすい街づくり」に取り組んでいる北
九州市。地域と共に発展してきた当社
では、長年環境マネジメントシステム
にも力を入れてきました。FM（ファイ
ンメタル／鉄粉・塩化鉄製造販売）事
業は、資源の再生利用と環境保全に
大きく貢献するリサイクルシステムと
して、各方面から高く評価されています。当社で製造した鉄粉を活用し、
半導体や電子部品の製造過程で排出される廃液中の金属を取り出して
廃液を再生、抽出した金属は再利用できます。この取り組みが評価さ
れ、平成7年に「通商産業省環境立地局長賞」、平成14年には産業廃棄
物処分業優良業者として「北九州市長賞」、平成17年「北九州エコプレミ
アム」に選定されました。

資源再生と環境保全に貢献する
画期的なリサイクルシステム。

日本初の塩化鉄再生処理プロセスとし
て、各業界から注目を集めるFM事業。

「中小企業は個人の裁量が大きいから
おもしろい」という岡山さん。

▲㈱アステック入江HP

●本社／〒805-8507  北九州市八幡東区西本町3丁目1番1号
 TEL：093-661-1221　FAX：093-661-7155
 http://www.astec-irie.co.jp/

【業種・業態】 鉄鋼業
㈱アステック入江

POINT

01

POINT

02

岡山　充雄さん
Mitsuo Okayama

㈱アステック入江
人事・労働部 所属
■職業／事務職（人事）
■勤続年数／9年（H18年入社）
■出身学部／産業社会学部卒

鉄づくりを支える多彩な技術で、付加価値の高いサービスを提供。
創業から100年以上社是として掲げる「信頼」を原動力に
製鋼のプロセスから生まれた発想と技術を鉄関連事業へ活かし
進化し続ける次代のスチールビジネスを支えます。

09 10未来志向の対等合併で誕生
1963年、門司・小倉・戸畑・八幡・若松の隣接する旧５市が世界初となる対等合併。北九州市は各々特色を持つ旧市が
文化の違いや利害を乗り越えて誕生しました。

北九州のプライド     Pride in city of Kitakyushu

世界遺産のある街
ユネスコの世界遺産に登録された「明治日本の産業革命遺産　製鉄・製鋼、造船、石炭産業」。
この遺産群には官営八幡製鐵所関連施設が含まれ、北九州市が世界遺産のある街になりました。

北九州のプライド     Pride in city of Kitakyushu

働こう！北九州市で
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若手に期待する社風に惹かれて

将来は「北九州にこんなおもしろい会社がある！」と発信していきたいです。当社
は中途採用が多く、いろんな人生を歩んできた人材の宝庫。入社前は順風満帆で
なくても、入社してから仕事のおもしろさを見出し、頑張っている人が多い組織で
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が聞ける今の経験が役立つかもしれません。地元企業に就職した理由の一つが、
Jリーグのサッカー観戦です。好きな地元チームの試合は全部見ています。仕事も
オフタイムも、北九州ならではの生活を満喫しています。
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アム」に選定されました。

資源再生と環境保全に貢献する
画期的なリサイクルシステム。

日本初の塩化鉄再生処理プロセスとし
て、各業界から注目を集めるFM事業。

「中小企業は個人の裁量が大きいから
おもしろい」という岡山さん。

▲㈱アステック入江HP

●本社／〒805-8507  北九州市八幡東区西本町3丁目1番1号
 TEL：093-661-1221　FAX：093-661-7155
 http://www.astec-irie.co.jp/

【業種・業態】 鉄鋼業
㈱アステック入江

POINT

01

POINT

02

岡山　充雄さん
Mitsuo Okayama

㈱アステック入江
人事・労働部 所属
■職業／事務職（人事）
■勤続年数／9年（H18年入社）
■出身学部／産業社会学部卒

鉄づくりを支える多彩な技術で、付加価値の高いサービスを提供。
創業から100年以上社是として掲げる「信頼」を原動力に
製鋼のプロセスから生まれた発想と技術を鉄関連事業へ活かし
進化し続ける次代のスチールビジネスを支えます。

09 10未来志向の対等合併で誕生
1963年、門司・小倉・戸畑・八幡・若松の隣接する旧５市が世界初となる対等合併。北九州市は各々特色を持つ旧市が
文化の違いや利害を乗り越えて誕生しました。

北九州のプライド     Pride in city of Kitakyushu

世界遺産のある街
ユネスコの世界遺産に登録された「明治日本の産業革命遺産　製鉄・製鋼、造船、石炭産業」。
この遺産群には官営八幡製鐵所関連施設が含まれ、北九州市が世界遺産のある街になりました。

北九州のプライド     Pride in city of Kitakyushu

働こう！北九州市で



COMPANY PROFILE

技術部の主な仕事は、検査によって見つけられた損傷の原因を調べること。さま
ざまな試験や観察を行い、原因を究明していきます。設備が割れる原因はいろい
ろあり、一度で破壊に至ったものもあれば徐々に進んだものもあります。電子顕微
鏡や分析装置を使って破面を観察し、最終的には原因や改善の提案を報告書
にまとめてお客様に説明をします。
入社して半年間は、先輩に付いて勉強しながら仕事
を覚えました。その後は自分で分析を担当し、先輩
にチェックしてもらったうえで、お客様のところに報
告にも行くようになりました。なかなか原因を特定
できないときは、過去の事例や書籍を調べて、似て
いるものがないか探します。知識や経験はもちろん
必要ですが、体系的に論理立てて考える力や、敏感
に気付く力が大切です。

探求心を持って粘り強く調査する

当社は非破壊検査の業務「計測検査」をそのまま社名にして創業し、設
備診断・維持管理の観点からさまざまな分野へ業務を拡大してきまし
た。その中での主なものは、社会資本（インフラ）整備に伴う調査・点検
業務、強度計算です。従来から行っている非破壊検査も機器の進歩と共
に技術革新を重ね、現在に至っています。非破壊検査を人間に例えるな
ら、各種機器の健康診断です。検査で欠陥を指摘するだけでなく、その
欠陥がどのようにして発生したか究明する技術も展開しています。主業
務のほかにも、橋梁点検や環境騒音・振動の評価を行っています。未来
に必要とされる技術開発にも積極的に取り組んでいます。

学んで調べて考えて原因を探る。
問題解決の糸口を見つける
おもしろい仕事です。

小さいころから算数が好きで、理系一筋で来ました。大学は福岡市でしたが、でき
れば地元の北九州市内で就職したいと思っていたんです。当社のことは会社説明
会で知り、新しいことを発見できそうな分野に興味を持ちました。難しいものを紐
解いていくような仕事をやってみたかったし、大学で使っていた顕微鏡や分析装
置が活用できることも魅力でした。実際に入社してみると、理系出身とはいえ、
仕事に必要な知識は一から勉強することばかりですが、興味があることなので
おもしろいです。

新しいことを発見できる仕事がしたい

今はほとんど一人で業務を担当していますが、分からないときは先輩に助けても
らうこともあります。丸ごと一人で仕事ができるようになることが、今の目標です
ね。勉強することはまだまだたくさんあります。社員の人数があまり多くないため、
皆さん和気あいあいとしていて仲が良いです。他部署と連携して仕事をするこ
とが多く、コミュニケーションが取りやすい環境です。
女性の技術職は少しずつ増えていて、技術部6人の男女比は半々です。早いうち
から仕事を任せられ、やりがいがあります。当社は福岡県「子育て応援宣言」登録
の優良企業でもあり、育児休暇制度の活用が進んでいます。働きやすい体制は
整っているので、できるだけ長く勤めていきたいと思っています。

和気あいあいとした働きやすい職場環境

【企業概要】
設立／昭和49年11月
代表者／代表取締役　坂本 敏弘
従業員数／96名 
資本金／3,000万円
売上高／10億2,700万円
事業所／黒崎事業所・関東事業所・四日市事業所

◎インターンシップは受入可能です。ご希望の方はご連絡ください。

【事業内容】
非破壊検査、材料評価、構造解析、応力測定、振動測定、土木
計測、環境関連計測、トンネル等コンクリートの構造物健全度
調査

北九州市
に

Uターン

就職した先
輩

から一言

プラントやインフラの健康診断を軸に
多分野に事業を拡大しています。

国内のトンネルの多くは30年から50
年経過しており、維持管理のために点
検が不可欠です。従来は熟練技術者
の目視に頼り、長時間かけて点検を
行っていました。この作業を機械に置
き換え、点検のスピードアップとコス
トダウンに大きく貢献したのが、当社
が開発した「走行型トンネルひび割れ
検出システムMIS（Mobile Imaging Technology System）」です。
機材を搭載したトラックで、トンネル内を時速80kmで移動しながら壁
面画像を撮影。独自の画像処理技術を駆使し、パソコンで解析をしてひ
び割れや漏水箇所などを確認できるようになっています。さらに三菱電
機との共同開発によって3Dデータを取得できる「MIMM（ミーム）」が
誕生し、より精度の高い点検が可能になりました。

技術と知恵を結集し、交通規制のいらない
走行型トンネル点検システムを開発。

道路トンネル計測専用車両「MIMM」。
世界で3台しかない車両です。

いろいろな角度から地道な調査を
行い、原因を究明していきます。

●本社／〒807-0821  北九州市八幡西区陣原1丁目8番3号
 TEL：093-642-8231　FAX：093-641-2010
 http://www.keisokukensa.co.jp/

【業種・業態】 技術サービス業（総合的設備診断）

計測検査㈱

POINT

01

POINT

02

弥吉　亜理紗さん
Arisa Yayoshi

計測検査㈱
技術部 所属
■職業／技術職
■勤続年数／2年（H25年入社）
■出身学部／工学部卒▲計測検査㈱HP

事故を未然に防ぐために最新の技術でサポートし
地域社会に“安心と安全”を提供しています。
各種構造物、機械設備などの総合的な設備診断を行い
顧客が抱えるさまざまな問題を解決に導きます。

COMPANY PROFILE

「患者様との距離が近い医療従事者になる」という目標を実現できる企業を探し
ていた際に、当社と出会いました。大学があった福岡市での就職も考えましたが、
北九州市で働くメリットは無限大だと考え、
地元での就職を選びました。実際に働いて
みると、購買データを基に販売方法を変え
るなど、マーケティング理論を駆使した取り
組みに驚くことがたくさん。患者様への服薬
指導だけでなく、未病のお客様の健康維持
増進にまで積極的に取り組んでいます。新し
いビジネスモデルは現場から生まれ、実践さ
れていることを実感しました。

日本の未来を体験できる北九州で働きたい

調剤薬局の薬剤師としての仕事を始め、地域の患者様と向き合う喜びを感じなが
ら自分の成長を実感することができました。目の前のお客様のためになることを、
常に考えて行動する環境は非常に鍛錬になりますし、「お客様に必要だと判断
したことは、何でもチャレンジしなさい」という会社の方針も気に入っています。
お客様の「ありがとう」の声が働きがいになっていますね。
経験を積むうちに、スタッフの就労環境の整備や、スキルアップに関わる仕事に挑
戦したいと思うようになり、人事部への転属を希望しました。昨年からキャリア
ディベロップメントチームのリーダーとして、リクルーティング活動で西日本を飛
び回っています。人事の仕事を通してスタッフやお客様の役に立てることを考え、
模索しながら実践する毎日です。

薬剤師の経験を活かして次のステップへ

北九州地区は全国でも特にお年寄りの比率が多く、15年後の日本の未
来を表しているといわれています。この地でお客様から愛されるビジネ
スモデルをつくることは、未来の日本に必要な答えを出すこと。新しいお
手本になるのです。高齢化が進むこれからの世の中は、「身近なところで
必要なものを必要な量だけ買えること」が大切です。お客様が歩いて楽
に店舗に到着できる距離を考え、1kmごとの店舗出店を進めています。
当社は今後20年間、北九州市と下関市に特化して事業展開し、新しい
ビジネスモデルを確立させます。

薬剤師が伸び伸び働ける会社です。
仕事もプライベートも
北九州で働くメリットは無限大！

業務終了後は仕事にしっかり区切りをつけて直帰し、子どもと遊ぶ時間にしてい
ます。最近二児の父になったので、きちんと自覚を持って関わるようにしています。
休みの日は必ず家族で出かけます。市内には子どもが遊べるイベントが毎週のよ
うにありますし、少し車を走らせれば自然を満喫できる場所がたくさん。山と海、
食べ物にも恵まれ、暮らしやすい環境だと思います。当社の事業は地域展開のた
め、「転勤があっても転居の必要がない」ことが大きなメリットです。長期休暇制度
があるのもうれしいですね。オンでもオフでも地域の方ともっと触れ合って、自
分が貢献できることを見つけていきたいです。

暮らしやすく子育てしやすい地域環境

▲㈱サンキュードラッグHP

【企業概要】
設立／昭和45年7月
代表者／代表取締役　平野 健二
従業員数／1,273名（嘱託・パートを含む）

資本金／2億94万円
売上高／198億5,952万円 
事業所／ドラッグストア41店舗（うち調剤併設28店舗）・
 調剤薬局25店舗・物流センター

◎インターンシップは受入可能です。ご希望の方はご連絡ください。

【事業内容】
北九州市、下関市を中心とした
ドラッグストア・調剤薬局の経営

未来の日本に必要な答えを出して
新しいビジネスモデルのお手本に。

店内にはいつも薬剤師、管理栄養士、
化粧品・医薬品担当者がいて、気軽に
相談できる環境づくりにこだわってい
ます。さまざまな部門のプロがそろう
ことで、お客様の健康を多方面からサ
ポート。一人ひとりのお客様としっか
りと向き合うことが、一番大切な仕事
です。お客様からの「ありがとう」が私
たちの原動力です。
人材配置は「できる人よりやりたい
人」の方針が当社の特徴。やる気のある若いスタッフには、どんどん活躍
の場を与えます。店長、薬局長、エリア長といった管理職や、教育担当、
採用担当、商品バイヤー、マーケティング等、さまざまな仕事を経験でき
ます。十人十色のキャリアプランで、スタッフの成長を応援します。

さまざまな部門のプロがいる環境
「人ぞろえ」が自慢の会社です。

サンキュードラッグ・マガジン
「読む救急箱」。旬の医療・健康
情報が満載です。

北九州市
に

Uターン

就職した先
輩

から一言

九州初導入、ドラッグストアに併設したドライ
ブスルー調剤薬局。

●本社／〒801-0825  北九州市門司区黒川西3丁目1番13号
 TEL：093-341-3111　FAX：093-341-3110
 http://www.drug39.co.jp

【業種・業態】 調剤薬局・小売業（医薬品・化粧品・生活雑貨）

㈱サンキュードラッグ

POINT

01

POINT

02

田代　結城さん
Yuki Tashiro

㈱サンキュードラッグ
人事部 所属
■職業／薬剤師
■勤続年数／8年（H19年入社）
■出身学部／薬学部卒

地域の方々のQOL（クオリティーオブライフ）向上のために
医療・介護施設と連携して、健康で豊かな生活をサポート。
全店で薬歴を共有する「かかりつけネットワーク」を構築し
一人ひとりに合った服薬情報の提供と指導をしています。

11 12目を奪う夜景スポットが多彩
新日本三大夜景に選ばれている皿倉山からの夜景はもちろん、若松区の高塔山、門司区の風師山から眺める大パノラマも
おススメです。また、洞海湾に展開する工場群の夜景も訪れる人を魅了しています。

北九州のプライド     Pride in city of Kitakyushu

北九州スタジアムが2017年に誕生
海を臨み、新幹線の小倉駅から徒歩約7分。多くの人が行き交う繁華街もすぐそこ。日本で一番アクセスが便利な海ちか、駅ちか、
街ちかスタジアムが2017年3月に完成予定。プロサッカーやラグビーの観戦が今から楽しみ!!

北九州のプライド     Pride in city of Kitakyushu

働こう！北九州市で



COMPANY PROFILE

「患者様との距離が近い医療従事者になる」という目標を実現できる企業を探し
ていた際に、当社と出会いました。大学があった福岡市での就職も考えましたが、
北九州市で働くメリットは無限大だと考え、
地元での就職を選びました。実際に働いて
みると、購買データを基に販売方法を変え
るなど、マーケティング理論を駆使した取り
組みに驚くことがたくさん。患者様への服薬
指導だけでなく、未病のお客様の健康維持
増進にまで積極的に取り組んでいます。新し
いビジネスモデルは現場から生まれ、実践さ
れていることを実感しました。

日本の未来を体験できる北九州で働きたい

調剤薬局の薬剤師としての仕事を始め、地域の患者様と向き合う喜びを感じなが
ら自分の成長を実感することができました。目の前のお客様のためになることを、
常に考えて行動する環境は非常に鍛錬になりますし、「お客様に必要だと判断
したことは、何でもチャレンジしなさい」という会社の方針も気に入っています。
お客様の「ありがとう」の声が働きがいになっていますね。
経験を積むうちに、スタッフの就労環境の整備や、スキルアップに関わる仕事に挑
戦したいと思うようになり、人事部への転属を希望しました。昨年からキャリア
ディベロップメントチームのリーダーとして、リクルーティング活動で西日本を飛
び回っています。人事の仕事を通してスタッフやお客様の役に立てることを考え、
模索しながら実践する毎日です。

薬剤師の経験を活かして次のステップへ

北九州地区は全国でも特にお年寄りの比率が多く、15年後の日本の未
来を表しているといわれています。この地でお客様から愛されるビジネ
スモデルをつくることは、未来の日本に必要な答えを出すこと。新しいお
手本になるのです。高齢化が進むこれからの世の中は、「身近なところで
必要なものを必要な量だけ買えること」が大切です。お客様が歩いて楽
に店舗に到着できる距離を考え、1kmごとの店舗出店を進めています。
当社は今後20年間、北九州市と下関市に特化して事業展開し、新しい
ビジネスモデルを確立させます。

薬剤師が伸び伸び働ける会社です。
仕事もプライベートも
北九州で働くメリットは無限大！

業務終了後は仕事にしっかり区切りをつけて直帰し、子どもと遊ぶ時間にしてい
ます。最近二児の父になったので、きちんと自覚を持って関わるようにしています。
休みの日は必ず家族で出かけます。市内には子どもが遊べるイベントが毎週のよ
うにありますし、少し車を走らせれば自然を満喫できる場所がたくさん。山と海、
食べ物にも恵まれ、暮らしやすい環境だと思います。当社の事業は地域展開のた
め、「転勤があっても転居の必要がない」ことが大きなメリットです。長期休暇制度
があるのもうれしいですね。オンでもオフでも地域の方ともっと触れ合って、自
分が貢献できることを見つけていきたいです。

暮らしやすく子育てしやすい地域環境

▲㈱サンキュードラッグHP

【企業概要】
設立／昭和45年7月
代表者／代表取締役　平野 健二
従業員数／1,273名（嘱託・パートを含む）

資本金／2億94万円
売上高／198億5,952万円 
事業所／ドラッグストア41店舗（うち調剤併設28店舗）・
 調剤薬局25店舗・物流センター

◎インターンシップは受入可能です。ご希望の方はご連絡ください。

【事業内容】
北九州市、下関市を中心とした
ドラッグストア・調剤薬局の経営

未来の日本に必要な答えを出して
新しいビジネスモデルのお手本に。

店内にはいつも薬剤師、管理栄養士、
化粧品・医薬品担当者がいて、気軽に
相談できる環境づくりにこだわってい
ます。さまざまな部門のプロがそろう
ことで、お客様の健康を多方面からサ
ポート。一人ひとりのお客様としっか
りと向き合うことが、一番大切な仕事
です。お客様からの「ありがとう」が私
たちの原動力です。
人材配置は「できる人よりやりたい
人」の方針が当社の特徴。やる気のある若いスタッフには、どんどん活躍
の場を与えます。店長、薬局長、エリア長といった管理職や、教育担当、
採用担当、商品バイヤー、マーケティング等、さまざまな仕事を経験でき
ます。十人十色のキャリアプランで、スタッフの成長を応援します。

さまざまな部門のプロがいる環境
「人ぞろえ」が自慢の会社です。

サンキュードラッグ・マガジン
「読む救急箱」。旬の医療・健康
情報が満載です。

北九州市
に

Uターン

就職した先
輩

から一言

九州初導入、ドラッグストアに併設したドライ
ブスルー調剤薬局。

●本社／〒801-0825  北九州市門司区黒川西3丁目1番13号
 TEL：093-341-3111　FAX：093-341-3110
 http://www.drug39.co.jp

【業種・業態】 調剤薬局・小売業（医薬品・化粧品・生活雑貨）

㈱サンキュードラッグ

POINT

01

POINT

02

田代　結城さん
Yuki Tashiro

㈱サンキュードラッグ
人事部 所属
■職業／薬剤師
■勤続年数／8年（H19年入社）
■出身学部／薬学部卒

地域の方々のQOL（クオリティーオブライフ）向上のために
医療・介護施設と連携して、健康で豊かな生活をサポート。
全店で薬歴を共有する「かかりつけネットワーク」を構築し
一人ひとりに合った服薬情報の提供と指導をしています。

11 12目を奪う夜景スポットが多彩
新日本三大夜景に選ばれている皿倉山からの夜景はもちろん、若松区の高塔山、門司区の風師山から眺める大パノラマも
おススメです。また、洞海湾に展開する工場群の夜景も訪れる人を魅了しています。

北九州のプライド     Pride in city of Kitakyushu

北九州スタジアムが2017年に誕生
海を臨み、新幹線の小倉駅から徒歩約7分。多くの人が行き交う繁華街もすぐそこ。日本で一番アクセスが便利な海ちか、駅ちか、
街ちかスタジアムが2017年3月に完成予定。プロサッカーやラグビーの観戦が今から楽しみ!!

北九州のプライド     Pride in city of Kitakyushu

働こう！北九州市で



COMPANY PROFILE

入社当初はパッキングの業務を担当し、現在は、洗濯用・洗顔用・ボディソープな
どの液体石けんの製造を担当しています。機械の制御がメインで、作業はシンプ
ルなのですが、慎重な機械操作、原料の調整、工場の環境整備を行って、安全で
安定した製品を作っています。また安全な職場の環境整備を実現するため労働
安全衛生法に基づき、安全衛生委員会を立ち上げ、運用に協力しました。大学時
代の恩師に技術コンサルタントを依頼して、労働者
の安全管理や快適な職場環境づくりについて、定
期的な会議の実施と、工場内の温度管理、ヘルメッ
トの着用、危険箇所のパトロールなどを行っていま
す。今後は、労働安全衛生マネジメントシステムの
ISOへと展開できればと考えています。

液体石けん製造と安全衛生委員会を担当

「森田範次郎商店」として創業し、今年で105周年を迎えます。最初は
日用雑貨を取り扱い、石けんの小売・卸業へと業務を拡大。やがて無添
加の粉石けんの発注がきっかけで、昭和49年、自社での無添加石けん
の製造販売が始まりました。以来、こだわりの原料・釜炊き製法で、人
と自然にやさしい無添加石けんの製造・販売
を続けています。「健康な体ときれいな水を
守る」を企業理念に、世の中に無添加石けん
の良さを知っていただけるよう、日々業務に
取り組んでいます。今後も国内、国外に広く普
及していくために、一緒に力を合わせてシャ
ボン玉の輪を広げていただける方をお待ちし
ています。

人にやさしい商品を作るため
職場の安全・衛生の向上をめざし
日々学び、チャレンジします。

「シャボン玉石けん」（商品）は知っていましたが、当社が北九州にある企業とは知り
ませんでした。学生時代、バイト先の日本料理店で偶然知り合った社員の方から、若
松にある企業で、無添加へのこだわりや、工場の環境整備にもっと力を入れたいと
いう話を聞きました。その時の“自社製品への愛情”と“プライド”に興味を持ったの
と同時に、私が大学で学んだ労働環境の安全や衛生についての知識が活かせる会
社だと思いました。出身は行橋市で、大学は北九州市内で過ごしました。実家から遠
くないところでの就職をと考えていたこともあり、当社で仕事をしようと決めました。

地元企業で自社製品へのこだわりが魅力

趣味は車、スノーボード、サーフィン、バスケットボールなどいろいろありますが、
冬は主にスノーボードですね。広島くらいなら自分の車で行って、ドライブとス
ノーボードを一緒に楽しんでいます。平日の夜は、中学時代からの仲間とチームを
作ってバスケットボールの練習に励んでいます。食べ歩きも好きで、小倉名物の焼
きうどんがお気に入り。食べに行くこともありますし、自分でも作りますよ。仕事で
は、当社は、いろいろな部署を経験して多くのことを学ばせてくれます。これまで液
体石けんのボトルライン・詰替えパックライン・液体釜の仕込みを担当してきまし
た。人にやさしい商品、いい商品を作るための技術を経験し、安全衛生管理のプ
ロになって後輩にも慕われるような存在になれればいいですね。オンもオフも、ど
ちらも学び、楽しんでいる「おもしろい人」と思われるようになりたいです。

仕事も趣味も楽しむ「おもしろい人」に

【企業概要】
設立／昭和24年5月
代表者／代表取締役社長　森田 隼人
従業員数／85名
資本金／3億円

▲シャボン玉石けん㈱
HP

【事業内容】
固形石けん製造・液体石けん製造・粉石けん製造・住居用洗浄
剤製造・消火剤製造ほか 北九州市

で

就職した先
輩

から一言

POINT

01
若松の地で創業して105年、“無添加”にこだわり
人にやさしい石けん作りを続けています。

当社は、社内・社外ともにイベン
トが多く、社員が仲の良い会社
です！子どもたちへの石けん教
室の実施や、ボランティア活動
による地域貢献にも積極的に
取り組んでいます。また、若松み
なと祭りへの参加、創立記念
パーティー、忘年会や社員旅行
などさまざまなイベントも企画され、部署の垣根を越えて交流を深めて
います。祭りでは、若手社員らが太鼓の競演会に参加し見事な演奏を披
露しました。人と話すことが好きな方、いろいろな分野の方と接してみた
い方、イベントが好きな方にぴったりの会社です。

POINT

02
豊富な社内・社外イベントを開催することで
さまざまな人との交流を深めて人間力アップ！

若松みなと祭り・五平太ばやしの記念写真です。

105周年記念のロゴマーク

制御室で製造工程を厳しくチェック。

●本社／〒808-0195  北九州市若松区南二島2丁目23番1号
　　　　TEL：093-701-3181　FAX：093-791-7250
　　　　http://www.shabon.com/

【業種・業態】 製造業
シャボン玉石けん㈱

毛利　勇大さん
Yuudai Mouri

シャボン玉石けん㈱
製造部 第一課液体 所属
■ 職業／技術職
■ 勤続年数／2年（H25年入社）
■ 出身学部／産業保健学部卒

健康な体と、きれいな水を守るため
人と環境にやさしい商品づくりをしています。
社会に貢献し地球環境の保全を図り
次の世代に住み良い地球と社会を残すよう努めます。

COMPANY PROFILE

最初は商品企画の部署に配属され、昨年人事に異動しました。商品企画というの
は、お客様の要望と社内のリソースを組み合わせる仕事です。一番大切なのは、エ
ンドユーザーの要望を商品に生かすこと。浄水器の使用環境をリサーチする機会
があり、直接お客様の声を聞けたことはとても良い経験になりました。

人事では新卒採用を担当しています。相手に興
味を持ってもらえるように当社の魅力を伝えるこ
と、学生が納得して選択できるように誤解を生ま
ない表現をすることを心がけています。私の役目
は、学生と社員をつなぐことだと思っています。
適切な人材に声をかけて、学生と話をしてもらっ
ています。商品企画の仕事を通してできた社内人
脈は、とても役に立っています。

出会いをつなぐ採用の仕事

昭和36年創業以来、一貫して「水」をテーマに事業展開する
散水用品、浄水器の国内トップクラスのメーカー。
未知の可能性に挑戦する姿勢と、夢を形にする技術力で
暮らしをうるおす数々のヒット商品を生み出しています。

誰も挑戦しなかったことに取り組み、諦めず形にしていく姿勢は、創業
当初から当社に根付いているスピリットです。1999年に蛇口一体型浄
水器を生み出したのは、入社2年目の技術者3人でした。当時、技術的に
不可能だと誰もが諦めていた開発に真正面から立ち向かい、浄水機能
を果たす活性炭フィルターの小型化に挑戦。試行錯誤の末に、世界初の
蛇口一体型浄水器が誕生しました。当社は20～30代の社員が多く、全
社的に若手の登用が進んでいます。新しい仕事に挑戦し、やりがいのあ
る仕事ができるフィールドです。

伸び伸びと楽しく働ける環境に感謝！
人も会社も北九州も大好きだから
もっと良くしていきたいです。

大学時代は関東で過ごしました。北九州で就職したのは家族の意向もあります
が、やはり私自身に地方を元気にしたい気持ちがあったからだと思います。当社を
知ったのは、企業説明会です。最初、商品にはあまり興味はなかったのですが、社
員の方が仕事を楽しそうに語る姿に惹かれました。自分の理想に向かって頑張っ
ている人がいることが魅力的でした。質問をしたことには、包み隠さず正直に話し
てくれる姿勢にも好感を持ちました。何か新しいことができそうな企業、楽しく働
ける会社を探していたので、タカギに入社したいと思いました。

楽しく仕事を語る姿に惹かれて

当面の目標は、自分が採用に関わった社員が元気に楽しく働いてアウトプットを
出すこと。それから、今年発足した「職場環境改善プロジェクト」の成功です。リー
ダーは私が務め、メンバーは公募で集まった20代が中心。若手が自主的に手を挙
げ、会社も大きな仕事を任せてくれる社風が好きです。将来は、社員の長所を伸ば
すキャリアカウンセリングができるような存在になりたいです。
当社の拠点は全国にありますが、創業の地に恩を返し、豊かにしたいという強い
意志で北九州に本社を置いています。そんな会社のポリシーに共感しています。北
九州は交通の便に恵まれていますし、趣味の旅行でリフレッシュしつつ、地域社会
と関わりながら暮らしていきたいです。

社員がイキイキと働くサポートをしたい

【企業概要】
設立／昭和54年11月
代表者／代表取締役社長　高城 寿雄
従業員数／945名 
資本金／4億9,800万円
売上高／185億円 
事業所／札幌・仙台・新潟・北関東・横浜・
 静岡・名古屋・京都・大阪・岡山・広島・
 高松・北九州・福岡・鹿児島
関連会社／TAKAGI VIETNAM Co., Ltd.

◎インターンシップは受入可能です。ご希望の方はご連絡ください。

▲㈱タカギHP

【事業内容】
家庭用園芸用品・家庭用浄水器・省エネ商品の開発・製造・
販売、プラスチック射出成形加工、金型事業 北九州市

に

Uターン

就職した先
輩

から一言

POINT

01
創業当初から引き継がれるチャレンジ精神。
若手が積極的に活躍している会社です。

プラスチック製園芸散水用品の
分野で60％、蛇口一体型浄水器

「みず工房」は発売から10年で新
築マンションへの導入率60％と、
2つの国内シェアナンバー1を獲
得。15年連続で売り上げ増加を
記録しています。安定した収益が
得られるビジネスモデルを確立
すると同時に、世界マーケット進出や新規事業への取り組みなど未知の
可能性に挑み続けています。技術力と開発力を持つメーカーであるだけ
ではなく、販売も行っていることが当社の強み。開発の神髄は、お客様が
困っていることを解決することです。常にマーケットの声に耳を傾けな
がら、新たな付加価値を持つ商品を生み出していきます。

POINT

02
国内シェアトップクラスの開発力を基盤に
新しい商品、市場に挑み続けています。

新築マンション導入率トップシェアの蛇口一
体型浄水器「みず工房」。

映像を使って分かりやすく会社を紹介。

●本社／〒802-8540  北九州市小倉南区石田南2丁目4番1号
　　　　TEL：093-962-0941　FAX：093-963-5792
　　　　https://www.takagi.co.jp/

【業種・業態】 製造販売業（浄水器・散水用品）

㈱タカギ

小玉　絢子さん
Ayako Kodama

㈱タカギ
人事部 所属
■ 職業／事務職（人事）
■ 勤続年数／4年（H23年入社）
■ 出身学部／人間科学部卒

13 14画になる街、映画の街
都市の風景、レトロな街なみ、海、山、川の自然美。市内には映画の撮影に適したロケーションがいっぱい。また、映画好きな市民
の出演協力もあって、MOZU、S-最後の警官、図書館戦争など、毎年多くの映画がこの地で撮影されています。

北九州のプライド     Pride in city of Kitakyushu

刺身の消費が政令指定都市でNO.1
海山で収穫される食べ物が美味しく、しかも価格もリーズナブル。グルメが喜ぶ街として知られる北九州市。
政令指定都市の中で刺身の消費がいちばん多いというのも頷けます。

北九州のプライド     Pride in city of Kitakyushu

働こう！北九州市で



COMPANY PROFILE

最初は商品企画の部署に配属され、昨年人事に異動しました。商品企画というの
は、お客様の要望と社内のリソースを組み合わせる仕事です。一番大切なのは、エ
ンドユーザーの要望を商品に生かすこと。浄水器の使用環境をリサーチする機会
があり、直接お客様の声を聞けたことはとても良い経験になりました。

人事では新卒採用を担当しています。相手に興
味を持ってもらえるように当社の魅力を伝えるこ
と、学生が納得して選択できるように誤解を生ま
ない表現をすることを心がけています。私の役目
は、学生と社員をつなぐことだと思っています。
適切な人材に声をかけて、学生と話をしてもらっ
ています。商品企画の仕事を通してできた社内人
脈は、とても役に立っています。

出会いをつなぐ採用の仕事

昭和36年創業以来、一貫して「水」をテーマに事業展開する
散水用品、浄水器の国内トップクラスのメーカー。
未知の可能性に挑戦する姿勢と、夢を形にする技術力で
暮らしをうるおす数々のヒット商品を生み出しています。

誰も挑戦しなかったことに取り組み、諦めず形にしていく姿勢は、創業
当初から当社に根付いているスピリットです。1999年に蛇口一体型浄
水器を生み出したのは、入社2年目の技術者3人でした。当時、技術的に
不可能だと誰もが諦めていた開発に真正面から立ち向かい、浄水機能
を果たす活性炭フィルターの小型化に挑戦。試行錯誤の末に、世界初の
蛇口一体型浄水器が誕生しました。当社は20～30代の社員が多く、全
社的に若手の登用が進んでいます。新しい仕事に挑戦し、やりがいのあ
る仕事ができるフィールドです。

伸び伸びと楽しく働ける環境に感謝！
人も会社も北九州も大好きだから
もっと良くしていきたいです。

大学時代は関東で過ごしました。北九州で就職したのは家族の意向もあります
が、やはり私自身に地方を元気にしたい気持ちがあったからだと思います。当社を
知ったのは、企業説明会です。最初、商品にはあまり興味はなかったのですが、社
員の方が仕事を楽しそうに語る姿に惹かれました。自分の理想に向かって頑張っ
ている人がいることが魅力的でした。質問をしたことには、包み隠さず正直に話し
てくれる姿勢にも好感を持ちました。何か新しいことができそうな企業、楽しく働
ける会社を探していたので、タカギに入社したいと思いました。

楽しく仕事を語る姿に惹かれて

当面の目標は、自分が採用に関わった社員が元気に楽しく働いてアウトプットを
出すこと。それから、今年発足した「職場環境改善プロジェクト」の成功です。リー
ダーは私が務め、メンバーは公募で集まった20代が中心。若手が自主的に手を挙
げ、会社も大きな仕事を任せてくれる社風が好きです。将来は、社員の長所を伸ば
すキャリアカウンセリングができるような存在になりたいです。
当社の拠点は全国にありますが、創業の地に恩を返し、豊かにしたいという強い
意志で北九州に本社を置いています。そんな会社のポリシーに共感しています。北
九州は交通の便に恵まれていますし、趣味の旅行でリフレッシュしつつ、地域社会
と関わりながら暮らしていきたいです。

社員がイキイキと働くサポートをしたい

【企業概要】
設立／昭和54年11月
代表者／代表取締役社長　高城 寿雄
従業員数／945名 
資本金／4億9,800万円
売上高／185億円 
事業所／札幌・仙台・新潟・北関東・横浜・
 静岡・名古屋・京都・大阪・岡山・広島・
 高松・北九州・福岡・鹿児島
関連会社／TAKAGI VIETNAM Co., Ltd.

◎インターンシップは受入可能です。ご希望の方はご連絡ください。

▲㈱タカギHP

【事業内容】
家庭用園芸用品・家庭用浄水器・省エネ商品の開発・製造・
販売、プラスチック射出成形加工、金型事業 北九州市

に

Uターン

就職した先
輩

から一言

POINT

01
創業当初から引き継がれるチャレンジ精神。
若手が積極的に活躍している会社です。

プラスチック製園芸散水用品の
分野で60％、蛇口一体型浄水器

「みず工房」は発売から10年で新
築マンションへの導入率60％と、
2つの国内シェアナンバー1を獲
得。15年連続で売り上げ増加を
記録しています。安定した収益が
得られるビジネスモデルを確立
すると同時に、世界マーケット進出や新規事業への取り組みなど未知の
可能性に挑み続けています。技術力と開発力を持つメーカーであるだけ
ではなく、販売も行っていることが当社の強み。開発の神髄は、お客様が
困っていることを解決することです。常にマーケットの声に耳を傾けな
がら、新たな付加価値を持つ商品を生み出していきます。

POINT

02
国内シェアトップクラスの開発力を基盤に
新しい商品、市場に挑み続けています。

新築マンション導入率トップシェアの蛇口一
体型浄水器「みず工房」。

映像を使って分かりやすく会社を紹介。

●本社／〒802-8540  北九州市小倉南区石田南2丁目4番1号
　　　　TEL：093-962-0941　FAX：093-963-5792
　　　　https://www.takagi.co.jp/

【業種・業態】 製造販売業（浄水器・散水用品）

㈱タカギ

小玉　絢子さん
Ayako Kodama

㈱タカギ
人事部 所属
■ 職業／事務職（人事）
■ 勤続年数／4年（H23年入社）
■ 出身学部／人間科学部卒

13 14画になる街、映画の街
都市の風景、レトロな街なみ、海、山、川の自然美。市内には映画の撮影に適したロケーションがいっぱい。また、映画好きな市民
の出演協力もあって、MOZU、S-最後の警官、図書館戦争など、毎年多くの映画がこの地で撮影されています。

北九州のプライド     Pride in city of Kitakyushu

刺身の消費が政令指定都市でNO.1
海山で収穫される食べ物が美味しく、しかも価格もリーズナブル。グルメが喜ぶ街として知られる北九州市。
政令指定都市の中で刺身の消費がいちばん多いというのも頷けます。

北九州のプライド     Pride in city of Kitakyushu

働こう！北九州市で



COMPANY PROFILE

入社して2年間は、特別養護老人ホームで要介護度の重い人をお世話していまし
た。寝たきりになると、こちらから働きかけなければその人の生活は進んでいきま
せん。食事や入浴など日々の介護は生きていくためのお手伝いであり、責任のあ
る仕事だと感じました。今年からは新しい施設で働いてい
ます。自分で動ける人、部分的に体を動かすのが不自由な人
など、体の状態も望んでいることも違うので、一人ひとりに
合わせた介護をするように心がけています。
以前の職場で、入所したばかりの方がなかなか眠れず、夜中
に一緒に紅茶を飲みながらお話をしたことがありました。認
知症があるため忘れてしまうことも多い方ですが、1年半
経った今でも覚えていて、会うたびにお礼を言われます。
その方の生活歴に僕を刻めたことが、とてもうれしかった
ですね。

一人ひとりに寄り添う介護を

さまざまな介護ニーズに応えるために、北九州市内で4カ所、29施設の
事業を展開。全国的にも類を見ない高齢者介護・福祉サービスを整備
し、MRIを設置したクリニックを併設するなど「介護と医療のデパート」
を運営しています。当法人は、総合施設ならではの体系的な研修と多様
なキャリアコースにより、一人ひとりの資質・能力・資格に応じたステー
ジを用意しています。原則6年間で2つ以上の施設を経験し、介護スタッ
フや相談スタッフとして、介護福祉士や介護支援専門員（ケアマネ
ジャー）などの専門資格取得をめざします。

いろいろな経験を積んで成長し
介護業界を背負えるような
日本一の施設づくりを担いたい！

学生時代は宮崎で過ごし、部活動で野球に打ち込んでいました。就職は地元の
北九州でしたいと思い、合同説明会に参加しました。もともと興味があったのは、
スポーツに関わる仕事や飲食業界。介護は考えていませんでしたが、たまたま立
ち寄って話を聞き、企業理念の「先義後利」に強く惹かれました。充実したキャリア
プランにも魅力を感じ、この会社で働きたい！と思いました。介護は未知の世界
で、まったく偏見はありませんでした。実際にはきれいな仕事ばかりではないけれ
ど、人として自然な姿なので抵抗はなかったです。

経営理念に惹かれて入社を決意

介護は人が相手の仕事。だから楽しいし、大変でもあります。20人いたら、心のカ
ギは20通りある。どうやったらカギが開くのか考えながら、相手が喜ぶ接し方を
工夫しています。心を開いてもらえたらすごくうれしいし、足りなかったらまた努力
する。そこにやりがいを感じます。将来はいろんな経験を積んで相談員や管理職に
なり、日本一の施設づくりをめざしたいです。
オフタイムは友達と遊んだり、先輩や同期と飲みに行ったりしています。先輩から
学ぶことは多いし、それぞれの職場で頑張っている同期との情報交換は刺激に
なります。仕事とプライベートの境目はあまりないですね。みんな情熱があって、
仕事の話で盛り上がれるのが楽しいです。

オフタイムも仲間たちと仕事の話で盛り上がる

【企業概要】
設立／昭和25年8月
代表者／理事長　芳賀 晟壽
従業員数／566名 
資本金／10億4,800万円
売上高／28億6,000万円
事業所／八幡東区山王・八幡西区穴生・小倉北区白銀

◎インターンシップは受入可能です。ご希望の方はご連絡ください。

【事業内容】
介護老人福祉施設、介護老人保健施設、ショートステイ、デイ
サービス、グループホーム、訪問介護、訪問看護、特別養護老人
ホーム、住宅型有料老人ホーム、介護付有料老人ホーム、小規
模多機能ホーム、クリニック（内科・神経内科・ものわすれ外来・
耳鼻咽喉科・アレルギー科）ほか

北九州市
に

Uターン

就職した先
輩

から一言

総合施設ならではの研修体系と
多様なキャリアコース。

戦後間もない昭和25年に、いち早く
支援の必要な高齢者の受け入れの必
要性を実感し、事業を開始しました。
地域福祉の担い手としてサービス向
上に努めるとともに、最新の設備を積
極的に導入しています。平成27年3月
にオープンした「年長者の里 小倉白
金 西館」は、入居者へのサービスと地
域貢献を目的にプラネタリウムを併設。新しい交
流の場として、地域の方や子どもたちに無料開放
しています。また、8月には介護ロボットを導入。コ
ミュニケーション能力を持つ「PALRO」は、レクリ
エーションでも大活躍しています。

クオリティの高いサービスを提供し
地域社会に貢献します。

全国初！高齢者施設併設のプラネタリ
ウム。美しい星空に癒される空間です。

介護ロボット「PALRO（パルロ）」は、みんなの人気者。

業務報告はタブレットで入
力。事務にも最新設備が導
入されています。

POINT

01

POINT

02

宮本　旭さん
Akira Miyamoto

社会福祉法人 年長者の里
介護付有料老人ホームパレス白銀 所属
■職業／介護職
■勤続年数／2年（H25年入社）
■出身学部／社会福祉学部卒

▲（社福）年長者の里HP

【業種・業態】 健康福祉サービス業

社会福祉法人 年長者の里

北九州市における健康福祉サービス業のフロントランナー。
「先義後利」（サービス第一、利益は後）を経営理念に
高齢社会が求める新しい介護サービスを創造し
医療機能も備えた総合施設を運営しています。

●法人本部／〒805-0048  北九州市八幡東区大蔵3-2-1
 TEL：093-652-3939　FAX：093-652-3999
 http://nenchousha.com/

COMPANY PROFILE

営業の仕事は、スーパーのバイヤーや店舗の方に当社の商品を勧めて、売り上げ
を伸ばすこと。いろいろな人と出会えて、話をできるのが楽しいです。新商品を提
案したり、特売コーナーに入れてもらうようにお願いしたり。定番商品の動きを良
くするために、店頭で試食販売をすることもあります。売り上げ結果や、試食をした
お客様からいただいた声を次の新しい提案
につなげます。試食販売の際、大学時代の知
識を活かしたお手伝いができることや、お客
様の大半は女性なので顧客目線の提案がで
きることも女性営業の強みです。思うように
提案が通らないときは苦労しますが、別の角
度から伝え方を変えるなどいろいろ工夫して
います。解らないことは何でも上司に相談で
きるので、安心して営業に出られます。

顧客目線の提案ができる強み

小麦粉焼き菓子の生産量日本一を誇る地元企業。
半世紀以上愛されるロングセラー商品と共に
時代のニーズを意識した新たな商品の提案を続け
北九州から全国へ美味しい安全なお菓子を届けています。

昭和32年にせんべい製造業として創業。昭和37年には看板商品の
「フレンチパピロ」、昭和53年に「太鼓せんべい」の販売を開始しました。
これらの商品は今もなお売り上げが伸びており、美味しい安全なお菓
子として全国の消費者やバイヤーから支持されています。ゼリーは年間
1億4千万個を製造、ドーナツ
類は九州地域の量販店市場で
シェア25％を占めています。平
成19年には日本経済新聞が

「小麦粉焼き菓子生産日本一」
の企業として取り上げ、平成27
年には独創的な製品や技術、
サービスを提供する「北九州オ
ンリーワン企業」として北九州
市より認定されました。日本の
菓子は海外で評価が高く、当
社もアジアを中心に世界各国
へ商品を販売しています。

人とコミュニケーションを取りながら
食に関わる仕事ができる。
大好きな商品だから楽しいです。

大学では栄養学を専攻していたので、食に関係ある仕事を希望していました。
当社を知ったのは、北九州の合同企業説明会です。担当の方が丁寧に会社のこと
を説明してくれて、好感を持ちました。初めて女性の営業職を募集すると聞いたと
きは、営業はきついイメージがあったので自分には向かないと思っていました。仕
事内容を知って気持ちが変わり、人と会うことは好きだし、大好きなお菓子をア
ピールする仕事って魅力的だな、と興味を持つようになったんです。他の企業も
回ってみましたが、一番楽しそうに感じた当社で働きたいと思いました。

興味のあることを仕事にしたい

北九州は地元なのでとても暮らしやすいです。近くに自然がいっぱいあって、季節
を感じられるところがいいですね。学生時代の友達も多く、よく会っておしゃべり
をしています。趣味はヨガやマラソン。体を動かすことが好きです。フルマラソンは
無理ですが、門司港レトロマラソンや、海の中道はるかぜマラソンに参加し、最高
で10km走りました。少しずつ距離を伸ばしながら続けていけたらいいなと思い
ます。営業は体力もいるので、運動を楽しみながら健康を保っていきたいです。当
社の半数以上は女性で、さまざまな部署で活躍しています。もっと会社に貢献で
きるようになり、長く働き続けていきたいと思っています。

オフタイムは体を動かしてリフレッシュ

【企業概要】
設立／昭和33年3月
代表者／代表取締役社長　原田 緑
従業員数／240名（パート含む）

資本金／4,000万円
売上高／40億円 ▲㈱七尾製菓HP

【事業内容】
菓子製造販売

（小麦粉焼き菓子・ドーナツ・ゼリー・クッキー等） 北九州市
で

就職した先
輩

から一言

POINT

01
幅広い年齢層から支持され続ける商品。
北九州から全国、世界へ美味しさを発信。

当社は機械やITによる効率的な製造方式を取り入れつつも、昔ながら
の手作り風味を大切にした生産を行っています。熟練した職人が焼き上
がりを確認し、一枚ずつ手作業で丁寧に仕上げを担当。コンピュータに
よる生産管理では、若手社員が活躍しています。定年後も73歳まで働け
る制度を導入し、幅広い世代の社員がそれぞれの持ち味を生かしなが
ら協力し合って仕事をしています。また、障害者も積極的に雇用し、働き
やすい職場環境と業務内容を提供しています。

POINT

02
社員を大切にする経営で
それぞれの個性や技術が生かされています。

発売以来ロングセラーの「太鼓せんべい」と
「フレンチパピロ」。

●本社／〒800-0297  北九州市小倉南区葛原1丁目9番7号
　　　　TEL：093-472-8770　FAX：093-472-8790
　　　　http://www.nanaoseika.co.jp/

【業種・業態】 菓子製造業
㈱七尾製菓

金林　綾さん
Aya Kanabayashi

㈱七尾製菓
営業部 所属
■ 職業／営業職
■ 勤続年数／5年（H22年入社）
■ 出身学部／保健福祉学部卒

海外の展示会にも参加し、積極的に世界に向けて
発信しています。

15 16美味名物、関門海峡たこ
潮の流れが速いことで有名な関門海峡。この地域のたこは海流に流されないよう、海底の岩にしがみついて生息します。
そのため、たこの足が太く短く、身が締まり歯ごたえも抜群です。

北九州のプライド     Pride in city of Kitakyushu

日本初の長距離フェリーの就航地
1968年、北九州港(小倉)と神戸の間を結ぶ日本初の長距離フェリーが就航。以来、日本のフェリー輸送の発展に寄与してきま
した。現在は新門司地区にフェリー輸送を集約、西日本最大級のフェリーターミナルとなっています。

北九州のプライド     Pride in city of Kitakyushu

働こう！北九州市で



COMPANY PROFILE

入社して2年間は、特別養護老人ホームで要介護度の重い人をお世話していまし
た。寝たきりになると、こちらから働きかけなければその人の生活は進んでいきま
せん。食事や入浴など日々の介護は生きていくためのお手伝いであり、責任のあ
る仕事だと感じました。今年からは新しい施設で働いてい
ます。自分で動ける人、部分的に体を動かすのが不自由な人
など、体の状態も望んでいることも違うので、一人ひとりに
合わせた介護をするように心がけています。
以前の職場で、入所したばかりの方がなかなか眠れず、夜中
に一緒に紅茶を飲みながらお話をしたことがありました。認
知症があるため忘れてしまうことも多い方ですが、1年半
経った今でも覚えていて、会うたびにお礼を言われます。
その方の生活歴に僕を刻めたことが、とてもうれしかった
ですね。

一人ひとりに寄り添う介護を

さまざまな介護ニーズに応えるために、北九州市内で4カ所、29施設の
事業を展開。全国的にも類を見ない高齢者介護・福祉サービスを整備
し、MRIを設置したクリニックを併設するなど「介護と医療のデパート」
を運営しています。当法人は、総合施設ならではの体系的な研修と多様
なキャリアコースにより、一人ひとりの資質・能力・資格に応じたステー
ジを用意しています。原則6年間で2つ以上の施設を経験し、介護スタッ
フや相談スタッフとして、介護福祉士や介護支援専門員（ケアマネ
ジャー）などの専門資格取得をめざします。

いろいろな経験を積んで成長し
介護業界を背負えるような
日本一の施設づくりを担いたい！

学生時代は宮崎で過ごし、部活動で野球に打ち込んでいました。就職は地元の
北九州でしたいと思い、合同説明会に参加しました。もともと興味があったのは、
スポーツに関わる仕事や飲食業界。介護は考えていませんでしたが、たまたま立
ち寄って話を聞き、企業理念の「先義後利」に強く惹かれました。充実したキャリア
プランにも魅力を感じ、この会社で働きたい！と思いました。介護は未知の世界
で、まったく偏見はありませんでした。実際にはきれいな仕事ばかりではないけれ
ど、人として自然な姿なので抵抗はなかったです。

経営理念に惹かれて入社を決意

介護は人が相手の仕事。だから楽しいし、大変でもあります。20人いたら、心のカ
ギは20通りある。どうやったらカギが開くのか考えながら、相手が喜ぶ接し方を
工夫しています。心を開いてもらえたらすごくうれしいし、足りなかったらまた努力
する。そこにやりがいを感じます。将来はいろんな経験を積んで相談員や管理職に
なり、日本一の施設づくりをめざしたいです。
オフタイムは友達と遊んだり、先輩や同期と飲みに行ったりしています。先輩から
学ぶことは多いし、それぞれの職場で頑張っている同期との情報交換は刺激に
なります。仕事とプライベートの境目はあまりないですね。みんな情熱があって、
仕事の話で盛り上がれるのが楽しいです。

オフタイムも仲間たちと仕事の話で盛り上がる

【企業概要】
設立／昭和25年8月
代表者／理事長　芳賀 晟壽
従業員数／566名 
資本金／10億4,800万円
売上高／28億6,000万円
事業所／八幡東区山王・八幡西区穴生・小倉北区白銀

◎インターンシップは受入可能です。ご希望の方はご連絡ください。

【事業内容】
介護老人福祉施設、介護老人保健施設、ショートステイ、デイ
サービス、グループホーム、訪問介護、訪問看護、特別養護老人
ホーム、住宅型有料老人ホーム、介護付有料老人ホーム、小規
模多機能ホーム、クリニック（内科・神経内科・ものわすれ外来・
耳鼻咽喉科・アレルギー科）ほか

北九州市
に

Uターン

就職した先
輩

から一言

総合施設ならではの研修体系と
多様なキャリアコース。

戦後間もない昭和25年に、いち早く
支援の必要な高齢者の受け入れの必
要性を実感し、事業を開始しました。
地域福祉の担い手としてサービス向
上に努めるとともに、最新の設備を積
極的に導入しています。平成27年3月
にオープンした「年長者の里 小倉白
金 西館」は、入居者へのサービスと地
域貢献を目的にプラネタリウムを併設。新しい交
流の場として、地域の方や子どもたちに無料開放
しています。また、8月には介護ロボットを導入。コ
ミュニケーション能力を持つ「PALRO」は、レクリ
エーションでも大活躍しています。

クオリティの高いサービスを提供し
地域社会に貢献します。

全国初！高齢者施設併設のプラネタリ
ウム。美しい星空に癒される空間です。

介護ロボット「PALRO（パルロ）」は、みんなの人気者。

業務報告はタブレットで入
力。事務にも最新設備が導
入されています。

POINT

01

POINT

02

宮本　旭さん
Akira Miyamoto

社会福祉法人 年長者の里
介護付有料老人ホームパレス白銀 所属
■職業／介護職
■勤続年数／2年（H25年入社）
■出身学部／社会福祉学部卒

▲（社福）年長者の里HP

【業種・業態】 健康福祉サービス業

社会福祉法人 年長者の里

北九州市における健康福祉サービス業のフロントランナー。
「先義後利」（サービス第一、利益は後）を経営理念に
高齢社会が求める新しい介護サービスを創造し
医療機能も備えた総合施設を運営しています。

●法人本部／〒805-0048  北九州市八幡東区大蔵3-2-1
 TEL：093-652-3939　FAX：093-652-3999
 http://nenchousha.com/

15 16美味名物、関門海峡たこ
潮の流れが速いことで有名な関門海峡。この地域のたこは海流に流されないよう、海底の岩にしがみついて生息します。
そのため、たこの足が太く短く、身が締まり歯ごたえも抜群です。

北九州のプライド     Pride in city of Kitakyushu

日本初の長距離フェリーの就航地
1968年、北九州港(小倉)と神戸の間を結ぶ日本初の長距離フェリーが就航。以来、日本のフェリー輸送の発展に寄与してきま
した。現在は新門司地区にフェリー輸送を集約、西日本最大級のフェリーターミナルとなっています。

北九州のプライド     Pride in city of Kitakyushu

働こう！北九州市で



COMPANY PROFILE

一から経営を学んで気付いたのは、店舗を支える全社的な仕組みづくりが必要で
あること。社外専門家の力も借りて、IT化、ブランドづくり、人材育成を柱に経営革
新を推し進めてきました。ITはマーケティングから教育まで幅広く活用。商品の売
れ行きデータに基づく販売予測、事務作業の効率化、情報共有などに役立ってい
ます。生産性向上の取り組みが成果を上げ、一人当たりの賞与支給額もアップし
ました。ブランディング戦略で売り上げの核となる商品づくりを進め、経営革新の
根幹である人材育成には、私自ら最優先課題として取り組んでいます。当社は100
億円企業をめざしてさらに成長していきたいと考えています。そのために若い人材
を積極的に登用し、女性にもどんどん活躍してほしいです。

人と事業の成長を支える仕組みづくり

プロの腕で調理した弁当や総菜が話題になり、テレビや新聞、雑誌に何
度も登場した門司港の「シェフがいる肉屋」。毎日食べたいやさしい味の
唐揚げが人気となり、看板商品「テレから」（テレビに7回出たからあげ）
が生まれました。当社では「テレから」を中心に、クリエイティブなブラン
ドづくりを進めています。メディアを活用して積極的にPRを行い、2015
年9月には北九州出身のシンガーソングライター池端克章さん作詞作曲
の「テレから↑↑Song」が誕生。クリエイティブな仕事に携われるチャ
ンスが、どんどん広がっている会社です。

従業員の豊かな生活と
お客様に満足を提供するために
ユニークな経営革新を進めています。

東京の大学に進み、卒業後は大手機械メーカーに勤めていました。先代社長の父が
59歳で病に倒れ、経営を急に引き受けることになりました。事業継承の準備をする
時間もないまま、4代目社長に就任。私には平社員の経験しかなかったため、ベテラ
ンの幹部に経営を任せてみたのですが、うまくいきませんでした。現状打破のため
に、社長主導で新業態の惣菜店を出店したところ、これがまた大失敗。毎月100万
円の赤字を出して1年半で撤退することになり、自分の力不足を痛感しました。真剣
に経営者として力をつけようと思い、大学院に入学して経営の基礎を学びました。

急な事業継承で4代目に就任

北九州は生まれ育った故郷であり、私にとって愛着のある地です。最近は経営者
として学んだことをお話しさせていただく機会もあり、地域の役に立てることがう
れしいです。学生時代からサッカー観戦が好きで、地元にギラヴァンツができたこ
ろから応援してきました。現在は企業スポン
サーにもなっています。選手の依頼で練習場
に配達した当社の弁当が評判になり、試合会
場での販売や、監督の名前を付けたオリジナ
ル弁当の誕生につながりました。入社して今
は営業の仕事を頑張っている元選手もいま
す。好きなサッカーをご縁に、お付き合いや
仕事が広がっていくのは本当にありがたい
です。ギラヴァンツは私の元気の源ですね。

ギラヴァンツ北九州とタイアップ

【企業概要】
設立／昭和36年1月
代表者／代表取締役社長　橋本 和宏
従業員数／約170名 （パート・アルバイトを含む）

資本金／4,000万円
売上高／14億2,000万円 
事業所／広島・山口・福岡に、精肉店・惣菜店合わせて18店舗

▲橋本食品㈱HP

【事業内容】
食肉の販売、惣菜・すしの販売。精肉・惣菜の「お肉のはしも
と」、幅広い品目の惣菜を提供する「惣菜や」、お持ち帰りの焼
きとり屋「とっぽ家」の3業態を展開

これから

就職活動
を

がんばる学
生へ

一言

POINT

01
クリエイティブなブランディングで
他にはないユニークさを構築しています。

多店舗展開で情報共有が難しかった点を解決するために、ITを活用し
た動画配信システムを構築。若手社員がベテラン社員にインタビューを
行い、その様子を録画して全社に配信しています。業績を伸ばしている
ベテランの知恵を共有し、仕事に生かすための取り組みです。この「e
ラーニングシステム」は社外でも注目を集め、先進的な社員教育事例と
して紹介される機会が増えています。また「顧客満足プロジェクト」を立
ち上げ、若 手の選 抜メン
バーで月1回ミーティング
を行っています。社外研修
への派遣も積極的に行い
ながら、実践的な社内教育
を主軸とした人材育成を
進めています。

POINT

02
ITを活用した人材育成
社内eラーニングシステム。

会社ぐるみで地元チーム「ギラヴァンツ北九
州」を応援しています！

●本社／〒801-0863  北九州市門司区栄町9番23号
　　　　TEL：093-331-0298　FAX：093-331-6273
　　　　http://www.hashimoto-foods.jp/

【業種・業態】 食肉・惣菜販売業
橋本食品㈱

橋本　和宏さん
Kazuhiro Hashimoto

橋本食品㈱
代表取締役社長
■ 職業／会社役員
■ 勤続年数／11年（H16年入社）
■ 出身学部／経済学部卒

全拠点のスタッフが情報を共有できる「eラーニングシス
テム」。

創業110年を超える老舗店の信頼を基盤に持ち
ユニークな商品や店づくりで注目される成長企業。
経営革新で社内のIT化と人材育成を推進し
品質・接客・クリンネス日本一、年商100億円を目指しています。

COMPANY PROFILE

先輩から聞いていた通り、入社後のギャップは感じませんでした。やりたいことは
何でもチャレンジでき、反対されることはありません。失敗したとしても責められ
ることはなく、体験から学んで次に生かす行動が重視されます。アドバイスを求め
たときには、快く相談に応じてくれる方ばかりです。
1年目は、バックヤードで惣菜やお弁当の製造を担当していました。料理は好き
だったので楽しかったです。2年目からは販売計
画を任されるようになりました。お客様が求めて
いる商品を並べることはもちろん、目新しい商品
の提案も考えて計画を立てます。最初は戸惑い
ましたが、やっているうちに効率よく工夫して仕
入れができるようになりました。売り上げはお客
様からのメッセージ。毎日結果が出るので、すご
くやりがいがありますね。

売り上げの核となる販売計画を担当

年齢や学歴、経歴等は関係ありません。本人のやる気、頑張り、実力に
よって評価・登用をしています。新入社員でもやる気があればどんどん
チャレンジできる社風です。新入社員研修では「販売コンクール」を行っ
ています。ひとつの商品を選び、配属先の店舗で仕入から売場づくり、価
格設定、販売を全て自分で行います。研修を終えたばかりの新人社員に
まずはやってみよう、と挑戦する機会を与える。当社はそんな会社です。
もちろんフォローはします。実際の人事でも、実力のある20代30代の店
長が続々と誕生しています。任された仕事の重みはありますが、その分
やりがいがあり成長にもつながります。

豊かな人生を送るために
迷わずハローデイを選びました。
自ら機会を創って成長できる会社です。

学生時代は定食屋でアルバイトをしていました。小さいころから料理が好きで、
食事を提供して喜ばれることにやりがいを感じていたので、就職は食に関係が
あるスーパーか飲食店、福岡県内の会社を希望していました。いろいろな企業の
話を聞くなかで、若手社員のチャンスを特に強調していたのがハローデイでし
た。先輩たちが、入社前と入社後のギャップがないと言っていたことも印象的で
した。食を通して人とつながりたい、自分を活かせる仕事がしたいと思っていた
ので、迷わず当社に就職を決めました。

食を通して人とつながる仕事に

飯塚出身で大学は福岡でした。北九州に住んで2年、都会と田舎の絶妙なバラン
スが最大の魅力ですね。買い物は便利だし、静かな住環境にも恵まれている。写真
撮影が趣味なので、自然や街などいろいろ撮っています。食の仕事は、暮らしの中
で育まれる感性が生かせるので、本当に毎日が楽しいです。お客様が喜ぶことを
常に考えて、話題の商品を仕入れたり、季節感のあるものをディスプレイに取り入
れたり。今はサブのポジションですが、まずはデリカ部のチーフとして一つの部門
を任されることが目標です。新店舗の立ち上げにも関わってみたいし、もっと大き
な店舗でも働いてみたいです。

感性を生かせる毎日が楽しい

【企業概要】
設立／昭和33年12月
代表者／代表取締役社長　加治 敬通
従業員数／4,341名
 　（エリア、嘱託、パート・アルバイト含む）

売上高／642億6,824万円
事業所／42店舗 福岡県（北九州エリア・
 福岡エリア・筑豊エリア・筑後エリア）・
 山口県（下関エリア）
関連会社／㈱熊本ハローデイ・㈱かじや水産・㈱ハローミート・
 　㈱ボンラパス

▲㈱ハローデイHP

【事業内容】
スーパーマーケット（アミューズメントフードホール）ハローデイ
の経営 北九州市

に
Iターン

就職した先
輩

から一言

POINT

01
やりたいことに挑戦できる社風。
若い社員にもチャンスがたくさんあります。

ハローデイのコンセプトは「アミューズメント
フードホール」。お客様がワクワクするような
喜びや感動がある店舗を目指しています。そ
のために社員は何をしたらいいのか？ヒント
は「主役」であるお客様のお声にあります。

「ご要望」「お褒め」「お叱り」など全てのお声
に対して、当社では回答をつけて店舗内の掲
示板に貼り出しています。お声を真摯に受け
止めてお客様が求めていることを知り、買い
物に来てよかったと言っていただける店舗

（環境）を作ることで、ハローデイは日々進化
し続けているのです。

POINT

02
お客様の声を真摯に受け止めます。
感動していただくために、努力を惜しみません。

店内のディスプレイは全て社員
が考え、飾り付けています。

販売計画は一日一日が勝負。天気や気
温も考えて計画を変更します。

●本社／〒802-0974  北九州市小倉南区徳力3丁目6番16号
　　　　TEL：093-963-4780　FAX：093-963-4784
　　　　http://www.halloday.co.jp/

【業種・業態】 小売業（食品）

㈱ハローデイ

壁矢　勇佑さん
Yusuke Kabeya

㈱ハローデイ
デリカ部 所属
■ 職業／販売営業職
■ 勤続年数／3年（H24年入社）
■ 出身学部／法学部卒

福岡県を中心に事業展開する地域密着型スーパーマーケット。
店内ディスプレイ、生鮮食品の商品化技術、陳列方法など
日々新しいことに挑戦し、視察の多さは日本トップクラスです。
お客様に感動を伝えるため、創造と進化を続けます。

17 18全国にその名を知られる 合馬たけのこ
合馬たけのこは北九州を代表するブランド食材。上質な粘土質の赤土と手間暇かけた独特の栽培方法で育てています。
アクが少なく、風味も豊かでやわらかく、新鮮なものは刺身でも食べられます。

北九州のプライド     Pride in city of Kitakyushu

北九州発 ご当地グルメ
「焼きカレー」は門司港生まれ。馴染みの深い「焼きうどん」は小倉発祥。
さらに、蒸し麺を使う「戸畑ちゃんぽん」や「八幡ぎょうざ」など、北九州市には創造的なメニューがいっぱい。

北九州のプライド     Pride in city of Kitakyushu

働こう！北九州市で
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先輩から聞いていた通り、入社後のギャップは感じませんでした。やりたいことは
何でもチャレンジでき、反対されることはありません。失敗したとしても責められ
ることはなく、体験から学んで次に生かす行動が重視されます。アドバイスを求め
たときには、快く相談に応じてくれる方ばかりです。
1年目は、バックヤードで惣菜やお弁当の製造を担当していました。料理は好き
だったので楽しかったです。2年目からは販売計
画を任されるようになりました。お客様が求めて
いる商品を並べることはもちろん、目新しい商品
の提案も考えて計画を立てます。最初は戸惑い
ましたが、やっているうちに効率よく工夫して仕
入れができるようになりました。売り上げはお客
様からのメッセージ。毎日結果が出るので、すご
くやりがいがありますね。

売り上げの核となる販売計画を担当

年齢や学歴、経歴等は関係ありません。本人のやる気、頑張り、実力に
よって評価・登用をしています。新入社員でもやる気があればどんどん
チャレンジできる社風です。新入社員研修では「販売コンクール」を行っ
ています。ひとつの商品を選び、配属先の店舗で仕入から売場づくり、価
格設定、販売を全て自分で行います。研修を終えたばかりの新人社員に
まずはやってみよう、と挑戦する機会を与える。当社はそんな会社です。
もちろんフォローはします。実際の人事でも、実力のある20代30代の店
長が続々と誕生しています。任された仕事の重みはありますが、その分
やりがいがあり成長にもつながります。

豊かな人生を送るために
迷わずハローデイを選びました。
自ら機会を創って成長できる会社です。

学生時代は定食屋でアルバイトをしていました。小さいころから料理が好きで、
食事を提供して喜ばれることにやりがいを感じていたので、就職は食に関係が
あるスーパーか飲食店、福岡県内の会社を希望していました。いろいろな企業の
話を聞くなかで、若手社員のチャンスを特に強調していたのがハローデイでし
た。先輩たちが、入社前と入社後のギャップがないと言っていたことも印象的で
した。食を通して人とつながりたい、自分を活かせる仕事がしたいと思っていた
ので、迷わず当社に就職を決めました。

食を通して人とつながる仕事に

飯塚出身で大学は福岡でした。北九州に住んで2年、都会と田舎の絶妙なバラン
スが最大の魅力ですね。買い物は便利だし、静かな住環境にも恵まれている。写真
撮影が趣味なので、自然や街などいろいろ撮っています。食の仕事は、暮らしの中
で育まれる感性が生かせるので、本当に毎日が楽しいです。お客様が喜ぶことを
常に考えて、話題の商品を仕入れたり、季節感のあるものをディスプレイに取り入
れたり。今はサブのポジションですが、まずはデリカ部のチーフとして一つの部門
を任されることが目標です。新店舗の立ち上げにも関わってみたいし、もっと大き
な店舗でも働いてみたいです。

感性を生かせる毎日が楽しい

【企業概要】
設立／昭和33年12月
代表者／代表取締役社長　加治 敬通
従業員数／4,341名
 　（エリア、嘱託、パート・アルバイト含む）

売上高／642億6,824万円
事業所／42店舗 福岡県（北九州エリア・
 福岡エリア・筑豊エリア・筑後エリア）・
 山口県（下関エリア）
関連会社／㈱熊本ハローデイ・㈱かじや水産・㈱ハローミート・
 　㈱ボンラパス

▲㈱ハローデイHP

【事業内容】
スーパーマーケット（アミューズメントフードホール）ハローデイ
の経営 北九州市

に
Iターン

就職した先
輩

から一言

POINT

01
やりたいことに挑戦できる社風。
若い社員にもチャンスがたくさんあります。

ハローデイのコンセプトは「アミューズメント
フードホール」。お客様がワクワクするような
喜びや感動がある店舗を目指しています。そ
のために社員は何をしたらいいのか？ヒント
は「主役」であるお客様のお声にあります。

「ご要望」「お褒め」「お叱り」など全てのお声
に対して、当社では回答をつけて店舗内の掲
示板に貼り出しています。お声を真摯に受け
止めてお客様が求めていることを知り、買い
物に来てよかったと言っていただける店舗

（環境）を作ることで、ハローデイは日々進化
し続けているのです。

POINT

02
お客様の声を真摯に受け止めます。
感動していただくために、努力を惜しみません。

店内のディスプレイは全て社員
が考え、飾り付けています。

販売計画は一日一日が勝負。天気や気
温も考えて計画を変更します。

●本社／〒802-0974  北九州市小倉南区徳力3丁目6番16号
　　　　TEL：093-963-4780　FAX：093-963-4784
　　　　http://www.halloday.co.jp/

【業種・業態】 小売業（食品）

㈱ハローデイ

壁矢　勇佑さん
Yusuke Kabeya

㈱ハローデイ
デリカ部 所属
■ 職業／販売営業職
■ 勤続年数／3年（H24年入社）
■ 出身学部／法学部卒

福岡県を中心に事業展開する地域密着型スーパーマーケット。
店内ディスプレイ、生鮮食品の商品化技術、陳列方法など
日々新しいことに挑戦し、視察の多さは日本トップクラスです。
お客様に感動を伝えるため、創造と進化を続けます。

17 18全国にその名を知られる 合馬たけのこ
合馬たけのこは北九州を代表するブランド食材。上質な粘土質の赤土と手間暇かけた独特の栽培方法で育てています。
アクが少なく、風味も豊かでやわらかく、新鮮なものは刺身でも食べられます。

北九州のプライド     Pride in city of Kitakyushu

北九州発 ご当地グルメ
「焼きカレー」は門司港生まれ。馴染みの深い「焼きうどん」は小倉発祥。
さらに、蒸し麺を使う「戸畑ちゃんぽん」や「八幡ぎょうざ」など、北九州市には創造的なメニューがいっぱい。

北九州のプライド     Pride in city of Kitakyushu

働こう！北九州市で



COMPANY PROFILE

入社3年目で、昨年度までは窓口業務を担当していました。お客様のお金を扱う窓
口業務は、想像以上にお金の大切さ、仕事の厳しさを実感することが多く、「決し
て慣れてはいけない、常に確認、注意を怠らないこと」を心がけています。今年度
からは到津支店の勤務になり、担当は融資係。住宅ローンやカードローン、会社へ
の融資など仕事の幅は広がりました。来年度から外
回りも担当することになっているため、現在はその準
備期間でもあり、先輩方の仕事を覚えながら融資の
仕事を勉強しています。支店の数は49あり、転勤や異
動も少なくありませんが、どこの職場でも相談にのっ
てくれる上司や先輩がたくさんいます。いろいろな悩
みを聞いてもらえる環境というはありがたいです。

“お金”を扱う仕事の厳しさを実感

当金庫は、平成15年の北九州地区5信金の大同合併以来、九州エリアで
は最大規模の信用金庫となり、北九州市に本店を置く金融機関として
の強みを生かし、地元中小企業の実態を把握、企業の経営課題解決に
対する主体的な取り組みに対し積極的に支援を行っています。支援に当
たっては、必要に応じて外部専門家・
外部支援機関等と連携し企業の実
態に合った支援を適切に行うように
努めています。今年度は「創造への挑
戦～独自性発揮による価値の創造
～」という3カ年計画の1年目。地域・
顧客・金庫の価値の創造として「全員
営業体制」をスタートさせ、職員全員
が担当エリアを回り、新たな顧客の
獲得と同時に、外勤の厳しさやお客
様のあたたかさを実感しています。

常にアンテナを張って
さまざまな情報を取り入れ
お客様のお役に立ちたいです。

出身は八幡です。ひとりっ子なので就職するなら地元でと、ずっと意識していまし
た。また子どものころから、人々のライフステージのいろいろな場面で関わる大切
なものとしてお金に興味があり、金融機関で仕事がしたいと思っていました。高校
卒業後は、関西の大学に通いました。同じ学部の人たちは銀行などの金融機関へ
の就職が多く、私は同じ金融機関だったら地域の人、お客様にぐっと近い存在の
信用金庫での就職をと考え、地元の信用金庫である当金庫の就職試験を受ける
ことにしました。

金融機関で働くなら地域密着型の信用金庫に

同期入社は約50人。プライベートでも仲のいい同期もいて、お休みの日はショッ
ピングや旅行に一緒に出かけることが多いです。当金庫は地域イベントへの参加
に積極的で、私もこれまでに「わっしょい百万夏まつり」や「若松みなと祭り」に参
加させていただきました。練習などは大変でしたが、地域の人と一緒に盛り上がる
ことができて、とても楽しかったです。ここで働いていなかったら経験できないこ
とだったと思います。また、仕事では、来年度からの外回りという新しい業務を担
当することになります。不安もいっぱいありますが、男性の仕事というイメージの
強かった外回り営業を、男女の分け隔てなく担当させていただき、そのことで私自
身のキャリアアップにもつながれば。この経験が将来、仕事と家庭の両立など、自
分のライフステージにどのように関わっていくのか楽しみです。

地元イベントへの参加は貴重な体験

【企業概要】
設立／大正13年1月
代表者／理事長　野村 廣美
従業員数／620名
出資金／35億1,100万円
店　舗／49店

◎インターンシップは受入可能です。ご希望の方はご連絡ください。

▲福岡ひびき
信用金庫HP

【事業内容】
預金、融資、国内・外国為替、各種代理業務、各種公金収納業
務、国債・生損保・投資信託の窓口販売、相談業務ほか 北九州市

に

Uターン

就職した先
輩

から一言

POINT

01
地域密着型の信用金庫だからできる
独自性を生かした事業運営。

中小企業経営と地域経済の発展をめざし、自由商談の場を設けた「ひび
しんビジネスフェア」、著名人による講座「福岡ひびき経営大学」、優れた
経営者を表彰する「経営者賞」、若手の経営者を集めた「ニューリーダー
会」、女性の起業を応援する「ひびしん女性創業塾」などを実施していま
す。また職員の多くは地元出身で、地域のことをよく知る我々だからでき
る地域貢献も盛ん。歳末の募金活動や「門司みなと祭り」「若松みなと祭
り」「わっしょい百万夏まつり」など地元イベントに積極的に参加して地
域との交流を図っています。

POINT

02
さまざまな活動を通じて
経営支援と地域交流を図っています。

細かな規定が多い商品について
丁寧に説明をする佐々木さん。

●本社／〒805-8520  北九州市八幡東区尾倉2丁目8番1号
　　　　TEL：093-661-2311　FAX：093-661-0321
　　　　http://www.fukuokahibiki.co.jp/

【業種・業態】 金融業
福岡ひびき信用金庫

佐々木　杏子さん
Kyoko Sasaki

福岡ひびき信用金庫
到津支店 融資係 所属
■ 職業／事務職
■ 勤続年数／2年（H25年入社）
■ 出身学部／社会学部卒

ニーズに合わせたさまざまな金融商
品を展開。

九州最大規模の信用金庫であり、北九州本店の金融機関。
地域のハーモニーバンクとして、地元中小企業の支援や
お客様のニーズに積極的に応えることをモットーに
地域社会の繁栄に貢献できるよう努めています。

COMPANY PROFILE

当社では賃貸管理業務をいち早く導入し、事業を成長させて経営の基盤を築いて
きました。家主様の完全代行を業務として、累積経営のビジネスモデルを構築して
います。また、高齢者の方に快適な住環境を
提供するために、住宅型有料老人ホームを
設立。家主様やお客様と長くお付き合いをさ
せていただきたいとの想いから、さまざまな
サービスを展開しています。現在は「不動産
業から、くらしサービスへ」を中長期方針と
し、より心豊かな暮らしと元気な地域社会を
実現したいと考えています。

不動産業から、くらしサービスへ

管理物件は県内トップクラスの14,500戸、賃貸仲介数は北九州ナン
バー1。賃貸管理を中心とした不動産事業を主軸に、高齢化社会を支え
るシニアライフ事業、さらに全国の不動産会社向けの賃貸管理実務研
修事業なども行っています。北九州の地域に根差して幅広い事業を展開
すると同時に、全国的に発信している企業です。当社は単なる物件紹介
ではなく、人生の節目に関わらせていただき、お客様の想いを受け取り
ながらサービスを提供することを大切にしています。平成25年には、顧
客満足・人材育成・地域貢献の3項目で評価を受ける、経済産業省第一
回「おもてなし経営企業選」に選ばれました。

経営を通じて心豊かな暮らしと元気な
地域社会の実現をめざしています。

阪神・淡路大震災のボランティアをきっかけに、大学卒業後はタイに渡りました。
子どもの支援をしているボランティア団体に参加しタイ国内を転々としていまし
たが、日本のことを聞かれても学生の世界しか知らない自分に違和感を持つよ
うになり、社会人経験を積もうと帰国。創業者である父から「人が足りない」との
理由で短期アルバイトを頼まれ働き始めましたが、父が急逝。急遽外部から社
長を招き、経営の危機を乗り越えました。事業承継については随分悩みました
が「これからの時代に必要なのは人を活かす経営」という言葉を聞いて腹が据
わり、経営を通じて、お客様や、心豊かな社会の実現に貢献する企業をめざそう
と決意しました。

人生と経営の目的が重なった瞬間

仕事で全国を回るようになり、改めて北九州のポテンシャルの高さを感じるよう
になりました。その歴史や、豊かな自然や美味しい食べ物、空・海・陸と抜群のアク
セスと魅力はさまざまですが、その中でも「人」が最大の魅力だと思います。周りを
言い訳にせず、自分で何かをやろうとしている人が圧倒的に多く、地元に対する
愛着心が強い！全国的な人脈や情報を持っている方がとても多いとも感じます。
これからの社会は右肩上がりの成長モデルではありません。縮小市場に応じた新
たな時代の成長モデルを創ることができる街だと思います。当社にも「この街に貢
献したい」という理由で入社してくる人がたくさんいます。街への想いが、街の底
力になると実感しています。

北九州はポテンシャルの高い街

【企業概要】
設立／昭和49年7月
代表者／代表取締役社長　濱村 美和
従業員数／182名
資本金／1億8,000万円
売上高／24億9,600万円（グループ会社含む）

事業所／アパマンショップ（北九州本店・
 小倉店・小倉駅新幹線口店・到津店・黒崎店・
 折尾店・曽根店・守恒店・行橋店）・東京事務所
関連会社／㈱デマンド倶楽部・㈱コレクト・㈱くらしサポート

◎インターンシップは受入可能です。ご希望の方はご連絡ください。

▲㈱不動産中央
情報センターHP

【事業内容】
不動産事業（不動産の管理・賃貸斡旋・売買仲介・リフォームほ
か）、シニアライフ事業（ゆうゆう壱番館の運営・シニア住まいる相
談室ほか）、ネットワークビジネス事業（賃貸管理実務研修・浄水
器事業ほか）、ソーシャルビジネス事業（空家管理サービスほか）

POINT

01
北九州の地域に根差しながら
全国に幅広く事業を展開。

当社では経営資源の中で一番大切なのは「人
財」だと考え、教育研修やキャリアアップ支援
に力を入れています。またリフレッシュ休暇制
度を導入し、家族への感謝を積極的に伝え、
プライベートを充実させやすい環境を整えま
した。育児休暇制度の取得率も高く、多くの女
性社員が出産後に復帰しています。ワーク・ラ
イフ・マネジメントを実現できる職場だからこ
そ、アットホームな社風、自然に助け合うチー
ムワークが育まれています。

POINT

02
より良いサービスを提供するために
最も大切な経営資源は「人」です。 カフェ風の小倉駅新幹線口店。待ち合わせや

休憩にも利用できます。

●本社／〒802-0072  北九州市小倉北区東篠崎1丁目5番1号
　　　　TEL：093-931-1000　FAX：093-923-2001
　　　　http://www.demand.co.jp/

【業種・業態】 不動産業
㈱不動産中央情報センター

濱村　美和さん
Miwa Hamamura

㈱不動産中央情報センター
代表取締役社長
■ 職業／会社役員
■ 勤続年数／18年（H9年入社）
■ 出身学部／法学部卒

オリジナルキャラクター
「ニコらす」。

「ニコニコ暮らす」が由来です。

これから

就職活動
を

がんばる学
生へ

一言

県内トップクラスの実績を誇る賃貸管理を中心に
不動産業の枠を超えた新たな住生活総合サービスを展開。
これからの社会に対応する「くらしサービス」を築き
誰もが心豊かに暮らせるまちづくりに取り組んでいます。

19 20海外水ビジネスの取り組み
北九州市では長年にわたりアジアを中心とした国や地域への職員派遣や海外からの研修員受け入れなど、上下水道分野の国際
技術協力を実施しています。培ったネットワークを土台に海外水ビジネス事業を展開しています。

北九州のプライド     Pride in city of Kitakyushu

地元食品のブランド化
豊かな自然、豊富な食材に囲まれた北九州市には個性豊かな「食」があふれています。
その魅力を掘り起こし守り広めていくために、市内企業とともに新食品ブランド「北九いいと」を立ち上げました。

北九州のプライド     Pride in city of Kitakyushu

働こう！北九州市で



COMPANY PROFILE

当社では賃貸管理業務をいち早く導入し、事業を成長させて経営の基盤を築いて
きました。家主様の完全代行を業務として、累積経営のビジネスモデルを構築して
います。また、高齢者の方に快適な住環境を
提供するために、住宅型有料老人ホームを
設立。家主様やお客様と長くお付き合いをさ
せていただきたいとの想いから、さまざまな
サービスを展開しています。現在は「不動産
業から、くらしサービスへ」を中長期方針と
し、より心豊かな暮らしと元気な地域社会を
実現したいと考えています。

不動産業から、くらしサービスへ

管理物件は県内トップクラスの14,500戸、賃貸仲介数は北九州ナン
バー1。賃貸管理を中心とした不動産事業を主軸に、高齢化社会を支え
るシニアライフ事業、さらに全国の不動産会社向けの賃貸管理実務研
修事業なども行っています。北九州の地域に根差して幅広い事業を展開
すると同時に、全国的に発信している企業です。当社は単なる物件紹介
ではなく、人生の節目に関わらせていただき、お客様の想いを受け取り
ながらサービスを提供することを大切にしています。平成25年には、顧
客満足・人材育成・地域貢献の3項目で評価を受ける、経済産業省第一
回「おもてなし経営企業選」に選ばれました。

経営を通じて心豊かな暮らしと元気な
地域社会の実現をめざしています。

阪神・淡路大震災のボランティアをきっかけに、大学卒業後はタイに渡りました。
子どもの支援をしているボランティア団体に参加しタイ国内を転々としていまし
たが、日本のことを聞かれても学生の世界しか知らない自分に違和感を持つよ
うになり、社会人経験を積もうと帰国。創業者である父から「人が足りない」との
理由で短期アルバイトを頼まれ働き始めましたが、父が急逝。急遽外部から社
長を招き、経営の危機を乗り越えました。事業承継については随分悩みました
が「これからの時代に必要なのは人を活かす経営」という言葉を聞いて腹が据
わり、経営を通じて、お客様や、心豊かな社会の実現に貢献する企業をめざそう
と決意しました。

人生と経営の目的が重なった瞬間

仕事で全国を回るようになり、改めて北九州のポテンシャルの高さを感じるよう
になりました。その歴史や、豊かな自然や美味しい食べ物、空・海・陸と抜群のアク
セスと魅力はさまざまですが、その中でも「人」が最大の魅力だと思います。周りを
言い訳にせず、自分で何かをやろうとしている人が圧倒的に多く、地元に対する
愛着心が強い！全国的な人脈や情報を持っている方がとても多いとも感じます。
これからの社会は右肩上がりの成長モデルではありません。縮小市場に応じた新
たな時代の成長モデルを創ることができる街だと思います。当社にも「この街に貢
献したい」という理由で入社してくる人がたくさんいます。街への想いが、街の底
力になると実感しています。

北九州はポテンシャルの高い街

【企業概要】
設立／昭和49年7月
代表者／代表取締役社長　濱村 美和
従業員数／182名
資本金／1億8,000万円
売上高／24億9,600万円（グループ会社含む）

事業所／アパマンショップ（北九州本店・
 小倉店・小倉駅新幹線口店・到津店・黒崎店・
 折尾店・曽根店・守恒店・行橋店）・東京事務所
関連会社／㈱デマンド倶楽部・㈱コレクト・㈱くらしサポート

◎インターンシップは受入可能です。ご希望の方はご連絡ください。

▲㈱不動産中央
情報センターHP

【事業内容】
不動産事業（不動産の管理・賃貸斡旋・売買仲介・リフォームほ
か）、シニアライフ事業（ゆうゆう壱番館の運営・シニア住まいる相
談室ほか）、ネットワークビジネス事業（賃貸管理実務研修・浄水
器事業ほか）、ソーシャルビジネス事業（空家管理サービスほか）

POINT

01
北九州の地域に根差しながら
全国に幅広く事業を展開。

当社では経営資源の中で一番大切なのは「人
財」だと考え、教育研修やキャリアアップ支援
に力を入れています。またリフレッシュ休暇制
度を導入し、家族への感謝を積極的に伝え、
プライベートを充実させやすい環境を整えま
した。育児休暇制度の取得率も高く、多くの女
性社員が出産後に復帰しています。ワーク・ラ
イフ・マネジメントを実現できる職場だからこ
そ、アットホームな社風、自然に助け合うチー
ムワークが育まれています。

POINT

02
より良いサービスを提供するために
最も大切な経営資源は「人」です。 カフェ風の小倉駅新幹線口店。待ち合わせや

休憩にも利用できます。

●本社／〒802-0072  北九州市小倉北区東篠崎1丁目5番1号
　　　　TEL：093-931-1000　FAX：093-923-2001
　　　　http://www.demand.co.jp/

【業種・業態】 不動産業
㈱不動産中央情報センター

濱村　美和さん
Miwa Hamamura

㈱不動産中央情報センター
代表取締役社長
■ 職業／会社役員
■ 勤続年数／18年（H9年入社）
■ 出身学部／法学部卒

オリジナルキャラクター
「ニコらす」。

「ニコニコ暮らす」が由来です。

これから

就職活動
を

がんばる学
生へ

一言

県内トップクラスの実績を誇る賃貸管理を中心に
不動産業の枠を超えた新たな住生活総合サービスを展開。
これからの社会に対応する「くらしサービス」を築き
誰もが心豊かに暮らせるまちづくりに取り組んでいます。

19 20海外水ビジネスの取り組み
北九州市では長年にわたりアジアを中心とした国や地域への職員派遣や海外からの研修員受け入れなど、上下水道分野の国際
技術協力を実施しています。培ったネットワークを土台に海外水ビジネス事業を展開しています。

北九州のプライド     Pride in city of Kitakyushu

地元食品のブランド化
豊かな自然、豊富な食材に囲まれた北九州市には個性豊かな「食」があふれています。
その魅力を掘り起こし守り広めていくために、市内企業とともに新食品ブランド「北九いいと」を立ち上げました。

北九州のプライド     Pride in city of Kitakyushu

働こう！北九州市で



COMPANY PROFILE

半年間の新入社員研修後、最初の配属は山口県の光支店業務室。一般的な総
務の仕事から職場のボランティアやレクリエーション活動などの企画・運営が
担当で、当時の上司に“仕事”というものをとことん指導してもらいました。その
後、本社で立ち上がったばかりの現在の部署に異動し、社内の活性化を図る業
務をしています。社員の意見を取り入れた「3S活動」や、普段なかなか言えない
感謝の気持ちを伝える「サンクスカード」を企
画。利用者からは「うれしかった」と声をかけら
れ、私もうれしくなりました。また例年若手社員
中心の新入社員歓迎会も本社全員が参加でき
るようにして、若手もベテランも一緒に楽しい
時間を過ごすことができました。微力ではあり
ますが、本社内の雰囲気の活性化につながって
いるのではと思っています。

「サンクスカード」などで社内を活性化

●本社／〒805-8501  北九州市八幡東区尾倉2丁目1番2号
 TEL：093-671-8626　FAX：093-661-3220
 http://www.ykc.co.jp/

【業種・業態】 鉄鋼関連事業
吉川工業㈱

大正９年（1920年）、官営八幡製鐵所で発生する鉄スクラップ処理を行
う会社として創業しました。以来、鉄スクラップ処理に必要な製鋼屑を
砕く機械や結束機、選別機などの各種機器類を開発し事業を拡大して
いきました。また、鉄鋼で培った技術を基に各種分野への展開を行いさ
らなる新規事業の拡大に挑戦を続けてまいりました。こうした新分野へ
の挑戦は、当社の伝統であり現在では、エンジニアリング、エレクトロニ
クス、表面処理、チタン事業などへの拡大を行うと共に、海外での生産
拠点を持つグローバル企業へと発展を続けています。

会社を活性化するために
さまざま企画を立案して
より良い職場環境をめざします。

出身は豊前市で、小・中・高校とサッカーに励み、北九州市の大学に通い始めても
所属していた地元チームの子どもたちを指導していました。就職後もサッカーの
指導を続け、彼らの成長を見てみたかったので、県内、北九州市内での就職が希
望でした。仕事は人事部門に興味があり、自分の理想に合った会社を探すなか、
北九州市に本社を置く当社に出会いました。しっかりとした社員教育など人づく
りを大切にしている社風や、事業に対するパイオニア精神に触れ、人事という仕事
にこだわらず、この会社で働きたいと思い採用試験を受けました。

地元での就職と企業の魅力に惹かれ

じっとできない性分で、休みの日はもっぱらサッカー。高校時代の同級生のチーム
に、社会人チーム、当社のフットサルチームにも所属して練習や試合を楽しんでい
ます。就職前に活動していた子どもたちへの指導も続けています。サッカー観戦も
大好きで、大学時代からギラヴァンツ北九州を応援しています。サッカースタジア
ムの完成が待ち遠しいですね。早く応援に行きたいです。サッカーをしていないと
きは、気の合う同期とドライブしてあちこちに出かけています。北九州でおすすめ
は皿倉山からの夜景、地元の豊前市なら同じ夜でも星空です。また、これからは
ロッククライミングやスノーボード、そしてマラソンにも挑戦して、いつかは北九州
マラソンに出場してみたいです。

休日はサッカー三昧、マラソンにも挑戦！

【企業概要】
設立／昭和26年5月
代表者／代表取締役会長　吉川 卓志
従業員数／1,432名 
資本金／1億円
事業所／室蘭支店・君津支店・名古屋支店・
 堺支店・広畑支店・光支店・八幡支店・大分支店ほか
関連会社／㈱吉川アールエフセミコン・吉川精密㈱ほか

◎インターンシップは受入可能です。ご希望の方はご連絡ください。

【事業内容】
鉄鋼関連事業・エンジニアリング事業・エレクトロニクス事業・
表面処理事業・チタン事業 北九州市

で

就職した先
輩

から一言

鉄スクラップ処理から始まった
鉄鋼関連事業が多彩な分野進出のスタート。

1920年の創業以来「敬」「信」「愛」
の精神を信条に掲げ、事業を継続
してきました。また、「技術・安全・
教育」を経営の基本として、人づく
りを基に、各種分野への挑戦を
行ってきました。ものづくりにおい
ては、特に安全に焦点をあてた各
種機械、機器等の開発にも努力を
重ねてまいりました。表面処理分
野では、驚異的なグリップ力と耐久性を備えた「滑り止め溶射鋼板」を
開発し、安全対策商品として全国の製鉄所に納入しています。最近では、
無線通信による認証技術であるRFIDを用いた「作業者接近検知システ
ム」「危険エリアへの入退場管理システム」「入退門管理システム」などの
開発を行い安全、安心な社会づくりに貢献しています。

安全を志向した製品づくりで
社会に貢献します。

入退門管理システム
オフィス、工場などさまざまなシーンでセ
キュリティレレベルを向上させます。

吉川工業㈱
活性化推進部 活性化推進室 所属
■職業／事務職（企画）
■勤続年数／3年（H24年入社）
■出身学部／経済学部卒

▲吉川工業㈱HP

末永　将一さん
Masakazu  Suenaga

「サンクスカード」を掲示して、感謝の気
持ちを分かち合います。

POINT

01

POINT

02

創業以来、大手鉄鋼メーカーのパートナーとして
鉄鋼関連分野で培ってきた技術を基盤に、
エレクトロニクス、エンジニアリング、表面処理、RFID等
多岐に渡る新技術への挑戦を続けます。

COMPANY PROFILE

ウェブガーデン仙台・北九州のマネジメントを担当しながら、働く人たちのキャリア
プランを描くのも私の仕事。新人発掘には、学校説明会に出向いて、ウェブの世界の
こと、当社のことを知ってもらうための情報を発信しています。また働いているスタッ
フには、国内・国外の仕事にとらわれず、十分にコミュニケーションをとりながら、新
しい仕事に携われるような環境を作っていきたいと考えています。ウェブガーデン北
九州では、東京本社・ウェブガーデン仙台を含めた3拠
点でワンチームの体制で仕事を行い、主にWeb制作に
関わるスタッフが活躍しています。平均年齢は30歳くら
いと若手が多く、現在は8人が在籍しています。今年度
内には15人規模をめざしており、そして将来的には200
人体制に成長させて、北九州で多くの事業を進めていこ
うと計画しています。

働きやすい環境づくりをめざして

ネット創成期の1995年に創立し、2015年で20周年を迎えました。刻々
と変化するネット環境をとりまく状況に、敏感かつ柔軟に対応しながら
力強い成長を続けています。現在は、Webサイト構築・運用やソーシャル
メディア活用、スマートフォンアプリ開発など多岐に渡るサービスを提
供しています。お客様は、きっと一度は耳にしたことがあるメーカー、金
融、通信、教育、アパレルECなどさまざまな業界の大手企業が多く、これ
までの実績はWebマーケティング分野のリーディングカンパニーとして
評価されています。

変化の大きなウェブ業界です。
トレンドに敏感で
柔軟に対応できる人材を。

出身は仙台で、現在はウェブガーデン仙台を軸に、北九州と行ったり来たりの生活
です。北九州での仕事は初めてですが、前職の取引会社の本社が北九州にあり、何度
か訪れたこともあり、知り合いもいることから“ご縁”のある土地だと感じています。
ウェブの世界との出会いは大学院時代。インターネットはまだ普及していないころで
したが、おもしろくて熱中しました。この世界に将来性を感じ、その後Webシステム
関連の会社をつくりました。震災直後、ウェブガーデン仙台の立ち上げの際に声が
かかり、地方発信でもっとおもしろいことができるかも、と思い転職しました。仙台で
は制作の現場も経験し、現在は主に若手の育成、環境整備など全体のマネジメント
を担当しています。

おもしろいウェブの世界に夢中

新しい場所に行くことが大好きなので、まとめて休みが取れると新しいホテルや旅館
に行くことが多いです。ホテルや旅館の行き届いたホスピタリティやお客様目線の心
遣いなどは、私たちの業界にも通ずるところがあります。宿泊するときには、そういう
面がついつい気になり、勉強させていただいています。仕事では、女性視点に特化した
事業が意外に少ないウェブ業界で、女性が気持ちよく働けるホスピタリティが感じら
れるような事業、仕事とプライベートのバランスがいい環境を立ち上げてみたいです。
それを北九州や仙台で実現するのもいいですね。きっとおもしろい事業になりますよ。

ホスピタリティを感じさせる仕事を

【企業概要】
設立／平成7年6月
代表者／代表取締役 兼
　　　　社長執行役員　剣持 忠
従業員数／430名（有期雇用社員含む）
 　（2015年6月末時点）
資本金／７億8,300万円（2015年3月末時点）
売上高／63億2,500万円（2015年3月期実績）
事業所／東京本社、ウェブガーデン仙台、ウェブガーデン北九州

◎インターンシップは受入可能です。ご希望の方はご連絡ください。

▲㈱メンバーズHP

【事業内容】
Webサイト構築・運用、ソーシャルメディア活用支援、スマート
フォン／タブレットサイト構築、広告／プロモーション、リサー
チ／コンサルティング

POINT

01
成長を続けるWebマーケティング界の
リーディングカンパニー。

ウェブガーデン北九州は2015年4月
に、当社が掲げるVISION2020の実
現と優秀な人材確保、若手の育成、そ
して雇用機会創出による地域経済へ
の貢献を目的として立ち上げたWeb
制作・開発拠点です（東京、仙台に続
く国内3拠点目）。バーチャルオフィス
システムやデュアルディスプレイ、TV
会議システム等の東京・仙台との連携を密に行える最新IT設備が整い、
同時にリラックスできるラウンジやスペースを設け、打ち合わせや休憩・
勉強会などコミュニケーションが取りやすい環境を作りました。当社で
は健全な成長・発展のため、社員が心身ともに健康に永く働ける職場づ
くりを目指しており、メリハリをつけて働くことで高い業務効率・生産性
を実現し、質の高いサービスを提供します。

POINT

02
最新設備とくつろぎスペースを充実させた
働きやすい環境で新たな価値を創造します。

ワンチームの東京・仙台とは、テレ
ビ会議で意見交換もスムーズに。

●ウェブガーデン北九州／〒802-0081  北九州市小倉北区紺屋町9番1号
　　　　 明治安田生命小倉ビル9F
　　　　 TEL：093-551-9830　FAX：093-551-9831
　　　　 http://www.members.co.jp/

【業種・業態】 インターネット関連／広告／専門コンサルタント業
㈱メンバーズ

早川　智子さん
Tomoko Hayakawa

㈱メンバーズ ニアショア推進室 室長
（仙台・北九州採用責任者）
■ 職業／管理職
■ 勤続年数／３年（H24年入社）
■ 出身学部／教育学研究科卒

業務の合間にゆっくりと時間を過ごせる
「ラウンジスペース」。

これから

就職活動
を

がんばる学
生へ

一言

大手企業のネットビジネスパートナーとして
エンゲージメント・マーケティングで、企業と消費者が
共に新しい価値を生み出す共創社会の創造に挑む
ソーシャルメディア時代のフロントランナー。

21 22日本の長大橋のルーツ 若戸大橋
洞海湾が隔てる戸畑区と若松区を結ぶ橋、若戸大橋。1962年に開通した全長600m、海面からの高さ80mを超える
美しい吊り橋は建設当時は東洋一の長大橋。近代日本の橋梁建築のルーツとして今なお称賛されています。

北九州のプライド     Pride in city of Kitakyushu

漫画ミュージアムで賑わいづくり
北九州市にゆかりを持つ漫画家がいっぱい。そこで漫画文化の振興とまちの賑わいづくりをめざして生まれたのが漫画ミュー
ジアム。就活に疲れたら、ここでコミックをめくるのもいいかも。

北九州のプライド     Pride in city of Kitakyushu

働こう！北九州市で



COMPANY PROFILE

半年間の新入社員研修後、最初の配属は山口県の光支店業務室。一般的な総
務の仕事から職場のボランティアやレクリエーション活動などの企画・運営が
担当で、当時の上司に“仕事”というものをとことん指導してもらいました。その
後、本社で立ち上がったばかりの現在の部署に異動し、社内の活性化を図る業
務をしています。社員の意見を取り入れた「3S活動」や、普段なかなか言えない
感謝の気持ちを伝える「サンクスカード」を企
画。利用者からは「うれしかった」と声をかけら
れ、私もうれしくなりました。また例年若手社員
中心の新入社員歓迎会も本社全員が参加でき
るようにして、若手もベテランも一緒に楽しい
時間を過ごすことができました。微力ではあり
ますが、本社内の雰囲気の活性化につながって
いるのではと思っています。

「サンクスカード」などで社内を活性化

●本社／〒805-8501  北九州市八幡東区尾倉2丁目1番2号
 TEL：093-671-8626　FAX：093-661-3220
 http://www.ykc.co.jp/

【業種・業態】 鉄鋼関連事業
吉川工業㈱

大正９年（1920年）、官営八幡製鐵所で発生する鉄スクラップ処理を行
う会社として創業しました。以来、鉄スクラップ処理に必要な製鋼屑を
砕く機械や結束機、選別機などの各種機器類を開発し事業を拡大して
いきました。また、鉄鋼で培った技術を基に各種分野への展開を行いさ
らなる新規事業の拡大に挑戦を続けてまいりました。こうした新分野へ
の挑戦は、当社の伝統であり現在では、エンジニアリング、エレクトロニ
クス、表面処理、チタン事業などへの拡大を行うと共に、海外での生産
拠点を持つグローバル企業へと発展を続けています。

会社を活性化するために
さまざま企画を立案して
より良い職場環境をめざします。

出身は豊前市で、小・中・高校とサッカーに励み、北九州市の大学に通い始めても
所属していた地元チームの子どもたちを指導していました。就職後もサッカーの
指導を続け、彼らの成長を見てみたかったので、県内、北九州市内での就職が希
望でした。仕事は人事部門に興味があり、自分の理想に合った会社を探すなか、
北九州市に本社を置く当社に出会いました。しっかりとした社員教育など人づく
りを大切にしている社風や、事業に対するパイオニア精神に触れ、人事という仕事
にこだわらず、この会社で働きたいと思い採用試験を受けました。

地元での就職と企業の魅力に惹かれ

じっとできない性分で、休みの日はもっぱらサッカー。高校時代の同級生のチーム
に、社会人チーム、当社のフットサルチームにも所属して練習や試合を楽しんでい
ます。就職前に活動していた子どもたちへの指導も続けています。サッカー観戦も
大好きで、大学時代からギラヴァンツ北九州を応援しています。サッカースタジア
ムの完成が待ち遠しいですね。早く応援に行きたいです。サッカーをしていないと
きは、気の合う同期とドライブしてあちこちに出かけています。北九州でおすすめ
は皿倉山からの夜景、地元の豊前市なら同じ夜でも星空です。また、これからは
ロッククライミングやスノーボード、そしてマラソンにも挑戦して、いつかは北九州
マラソンに出場してみたいです。

休日はサッカー三昧、マラソンにも挑戦！

【企業概要】
設立／昭和26年5月
代表者／代表取締役会長　吉川 卓志
従業員数／1,432名 
資本金／1億円
事業所／室蘭支店・君津支店・名古屋支店・
 堺支店・広畑支店・光支店・八幡支店・大分支店ほか
関連会社／㈱吉川アールエフセミコン・吉川精密㈱ほか

◎インターンシップは受入可能です。ご希望の方はご連絡ください。

【事業内容】
鉄鋼関連事業・エンジニアリング事業・エレクトロニクス事業・
表面処理事業・チタン事業 北九州市

で

就職した先
輩

から一言

鉄スクラップ処理から始まった
鉄鋼関連事業が多彩な分野進出のスタート。

1920年の創業以来「敬」「信」「愛」
の精神を信条に掲げ、事業を継続
してきました。また、「技術・安全・
教育」を経営の基本として、人づく
りを基に、各種分野への挑戦を
行ってきました。ものづくりにおい
ては、特に安全に焦点をあてた各
種機械、機器等の開発にも努力を
重ねてまいりました。表面処理分
野では、驚異的なグリップ力と耐久性を備えた「滑り止め溶射鋼板」を
開発し、安全対策商品として全国の製鉄所に納入しています。最近では、
無線通信による認証技術であるRFIDを用いた「作業者接近検知システ
ム」「危険エリアへの入退場管理システム」「入退門管理システム」などの
開発を行い安全、安心な社会づくりに貢献しています。

安全を志向した製品づくりで
社会に貢献します。

入退門管理システム
オフィス、工場などさまざまなシーンでセ
キュリティレレベルを向上させます。

吉川工業㈱
活性化推進部 活性化推進室 所属
■職業／事務職（企画）
■勤続年数／3年（H24年入社）
■出身学部／経済学部卒

▲吉川工業㈱HP

末永　将一さん
Masakazu  Suenaga

「サンクスカード」を掲示して、感謝の気
持ちを分かち合います。

POINT

01

POINT

02

創業以来、大手鉄鋼メーカーのパートナーとして
鉄鋼関連分野で培ってきた技術を基盤に、
エレクトロニクス、エンジニアリング、表面処理、RFID等
多岐に渡る新技術への挑戦を続けます。

21 22日本の長大橋のルーツ 若戸大橋
洞海湾が隔てる戸畑区と若松区を結ぶ橋、若戸大橋。1962年に開通した全長600m、海面からの高さ80mを超える
美しい吊り橋は建設当時は東洋一の長大橋。近代日本の橋梁建築のルーツとして今なお称賛されています。

北九州のプライド     Pride in city of Kitakyushu

漫画ミュージアムで賑わいづくり
北九州市にゆかりを持つ漫画家がいっぱい。そこで漫画文化の振興とまちの賑わいづくりをめざして生まれたのが漫画ミュー
ジアム。就活に疲れたら、ここでコミックをめくるのもいいかも。

北九州のプライド     Pride in city of Kitakyushu

働こう！北九州市で
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