
NO. 企業名 業種 本社所在地 募集職種 雇用形態
正社員登
用制度 採用人数 就業場所

1 株式会社トライズリンクス 通信回線販売事業・ｺｰﾙｾﾝﾀｰ業務・ｾｰﾙｽﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ事業 福岡市 営業（責任者候補） 契約又は正社員 有 5 福岡市

2 LYKAON株式会社　福岡支店
顔認証万引き防止ｼｽﾃﾑ「LYKAON」の販売/危険人物侵入防止ｼｽﾃﾑ「LYKAON」の販売
/webｻｲﾄの企画・製作・保守

愛知県 営業 正社員 - 5 福岡県/東京/名古屋/大阪/沖縄

3 株式会社太陽家具百貨店 家具・ｲﾝﾃﾘｱ小売業 山口県 販売員・レジ・事務員 契約社員 有 10 福岡市/筑紫野市/飯塚市/北九州市

4 タイラベストビート株式会社 レジャー・アミューズメント事業 小郡市 アミューズメントの運営・企画・人材育成など 正社員 - 20 福岡県内/九州内

5 有限会社福岡なべしま 焼肉専門店(焼肉ファミリーレストラン)の運営 福岡市
店長業務（候補）・調理長業務（候補）・店

舗ｽﾀｯﾌ
正社員 - 15 福岡市/糟屋郡/福津市/佐賀市

6 株式会社旭鑑定補償 不動産鑑定業、補償ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ、測量業、一級建築士事務所 福岡市 建物等の調査技術者 正社員 - 2 福岡市

7 株式会社エクスクローバー インターネットの接続仲介業 福岡市 営業職 正社員 - 7 福岡市

8 株式会社アイリー 保険代理店業（生命保険・損害保険） 福岡市 ライフプランナー 正社員 - 15 福岡市

9 株式会社ラック 冠婚葬祭ｻｰﾋﾞｽ業 福岡市 総合職 正社員 - 5 福岡市

10 株式会社西日本新聞トップクリエ 広告制作、編集・校閲業務広告代理業、パブリシティー代行業務、各種出版業務 福岡市 営業スタッフ、校閲・編集業務、制作部ライター 契約又は正社員 有 7 福岡市

11 株式会社菱和テレコム
ＮＴＴﾄﾞｺﾓの代理店としてﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟをﾒｲﾝに多くのお客様へ最良のｻｰﾋﾞｽと快適なｺﾐｭﾆｹｰ
ｼｮﾝﾗｲﾌを提供。

愛知県 総合職 契約社員 有 1～2 福岡市

12 株式会社博運社 運輸・倉庫業 糟屋郡 総合職 正社員 - 20 糟屋郡

13 株式会社ライフネス 
女性専用30分健康体操教室『ｶｰﾌﾞｽ』の店舗運営
・ﾘﾊﾋﾞﾘﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ『nagomi』の店舗運営

福岡市 『ｶｰﾌﾞｽ』の店舗運営ｽﾀｯﾌ 正社員 - 3 福岡市/糟屋郡/直方市

14 株式会社KDDIエボルバ
・コンタクトセンターアウトソーシング　・電話会議サービス　・人材派遣　・文書翻訳、人材紹介、慶
弔電報サービス、カスタマーサービス周辺業務、保険代理店業務、電話通訳サービス、ツーリスト
サービス

東京都新宿区 コールセンタースタッフ 契約社員 有 50 福岡市

15 トラストホールディングス株式会社 ①駐車場事業　②不動産事業　③警備事業 福岡市 ①駐車場事業　②不動産事業　③警備事業 正社員 - 若干 福岡市、北九州市、下関市

16 株式会社コンテンツ ｳｪﾌﾞｻｲﾄ製作、ｳｪﾌﾞﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ広告、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ通信販売、株式会社ﾘｸﾙｰﾄ代理店 福岡市 通信販売の企画・受付・ｻﾎﾟｰﾄ業務 契約社員 有 1 福岡市

17 株式会社日本電子 ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟの運営、ﾄﾞｺﾓ携帯取扱店、電気･防災無線工事、飲食店運営 福岡市 総合職 契約社員 有 5 福岡市/春日市

18 株式会社ダイキエンジニアリング
ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業
（自動車・船舶・航空機関連の機械設計、生産技術及びｿﾌﾄ・ﾊｰﾄﾞｳｪｱ開発など）

広島県 総合エンジニアリング業 正社員 - 150 福岡/長崎/広島/大阪/愛知/東京/宮城

19 セイハネットワーク株式会社 英語、英会話教室及び教育ｻｰﾋﾞｽｽｸｰﾙ運営 福岡市 一般職・総合職 正社員 - 20 全国（福岡県限定も可）

20 株式会社NOTE ﾌﾘｰﾏｶﾞｼﾞﾝ「Hen」の製作。各種ｲﾍﾞﾝﾄ企画・運営。 飯塚市 営業・企画 正社員 - 3 飯塚市

21 廣田商事株式会社 不動産開発管理・賃貸事業 福岡市 不動産賃貸管理業 正社員 - 若干 福岡市

22 株式会社　エクシス エクシステリア資材の卸売業及びこれに付随する工事 苅田町 営業、営業事務 正社員 - 4 筑紫野市、北九州市、久留米市

23 福岡大同青果株式会社 青果物卸売業 福岡市 総合職 正社員 - 10 福岡市

24 日本商工株式会社
電気通信事業者・通信機器ﾒｰｶｰの代理店として通信付帯ｻｰﾋﾞｽ、
機器全般の取扱・auｼｮｯﾌﾟの運営等を行うIT・情報通信の総合商社

東京都 ﾃﾚｺﾐｭﾆｹｰﾀｰ 正社員 - 5 福岡市

25 株式会社　スマイルケア 介護・福祉事業 福岡市 介護職員 契約社員 有 2 福岡市

26 松田都市開発株式会社 解体工事の請負並びに設計施工管理 福岡市 工場管理 正社員 - 若干 福岡市

27 西日本鉄道株式会社
鉄道および自動車による運送事業、海上運送事業、利用運送事業、
航空輸送代理店業、通関業、不動産の売買および賃貸業、遊園地植物園等の経営

福岡市 バス運転士 契約社員 有 20 福岡県

27 西鉄バスグループ会社
鉄道および自動車による運送事業、海上運送事業、利用運送事業、
航空輸送代理店業、通関業、不動産の売買および賃貸業、遊園地植物園等の経営

福岡市 バス運転士 正社員 - 20 福岡県/佐賀県

28 株式会社セイビ九州 総合ビルメンテナンス業（建物清掃・管理、施設警備業務、建物消毒、人材派遣業務　他） 福岡市 エリアマネージャー、現場責任者候補 契約社員 有 2 福岡市

29 エム・ティ・シー株式会社 携帯電話販売(ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸｼｮｯﾌﾟ、auｼｮｯﾌﾟ、WILLCOMﾌﾟﾗｻﾞの運営) 福岡市 販売スタッフ・事務 正社員 - 10
福岡市/北九州市/宗像市/糟屋郡/朝倉市/

大宰府市/宮崎県

30 株式会社福岡情報ビジネスセンター
ｼｽﾃﾑｺﾝｻﾙﾃｰｼｮﾝ・ｸﾗｳﾄﾞｾﾝﾀｰ事業・ｼｽﾃﾑ請負開発
・ｽﾏｰﾄﾌｫﾝｿﾌﾄｳｪｱ開発・その他ｼｽﾃﾑｻﾎﾟｰﾄ

福岡市
ｼｽﾃﾑｾｰﾙｽ、ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾆｱ、

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾏ
契約社員 有 1 福岡市

「春の就職フェア【福岡会場】」　求人情報リスト

※３月１４日現在　諸事情により求人内容に変更があることがあります。
※事前に詳しい求人票をご覧になりたい方は、事前登録をしてください。

※会場にて求人票はお配りします。


