
■企業概要 アユミ電業株式会社

企業名 所属団体

郵便番号 812-0874 所在地

企業URL

代表者名 株式公開

設立年月日（西暦） 社員数

平均年齢 40歳 資本金（万円） 4,000万円 売上高（万円） 40,000万円

事業概要
（40字以内）

■企業PRや先輩からのメッセージ（150字以内）

■担当窓口

役　職

郵便番号 TEL

FAX

E-mail

■新卒者採用実績／計画

年度

採用人数

■求人内容・勤務条件

勤務地

求人職種

仕事の内容
（30字以内）

求人数

採用対象

雇用形態 ☑正社員

就業時間

残業

転勤 □有　・　☑無

フレックス □有　・　☑無

試用期間

大学院 大学 短大 高専・能開校 専修学校

月額基本給 ¥155,000 ¥155,000 ¥140,000 ¥140,000 ¥140,000

諸手当 ¥45,000 ¥45,000 ¥45,000 ¥45,000 ¥45,000

合計 ¥200,000 ¥200,000 ¥185,000 ¥185,000 ¥185,000

住居手当 残業手当

その他手当

昇給 賞与

通勤手当

健康保険 ☑有　・　□無 厚生年金 ☑有　・　□無

雇用保険 ☑有　・　□無 労災保険 ☑有　・　□無

退職金 ☑有　・　□無 寮社宅 ☑有　・　□無

定年制

必要な免許資格

備考

■応募・選考要領等

日　時

場　所

提出書類

提出期間

提出先

日　時

場　所 最寄駅

内　容

応募方法

福岡県中小企業団体中央会

代表取締役　臼井秀子

求　　人　　票（２０１５年３月卒対象説明会）

アユミ電業株式会社

福岡県福岡市博多区光丘町2丁目3番8号

http://www.ayumi-dengyo.com

所在地
092-582-0224

ayumiden@bronze.ocn.ne.jp

1974年12月28日 　　　21　名　　（男：　　16　名　女：　　5　名）

電気設備工事を官公庁よりの受注主体にて経営。異業種参入の一環として不動産事業も行う。

「手に職をつける」ことや「職人」に興味がある人へ。先輩達と共に「職人の技」を学び、身につけよう。

担　当
部　署 氏　名

営業部 木寺　裕紀(きでら)、藤山　理恵(ふじやま)

営業職 技術職(電気工事技術者)

※本社住所と異なる場合のみ記入 092-582-0220

2014年3月卒（実績） 2015年3月卒（計画）

2人 4人

本社(福岡県福岡市博多区光丘町2-3-8)

営業挨拶・官公庁提出書類作
成　現場調査・見積・積算・図
面等

屋内外配線工・照明灯等建柱
CAD設計、図面作成等

2人 2人

休日休暇

☑日曜　・　☑祝日　・　☑土曜　（第2・第4）　／　年間　98　日

☑夏季休暇　3　日　・　☑年末年始　6　日

☑大学院卒（☑理系・☑文系）　・　☑大学卒（☑理系・☑文系）　・　☑短大　・　☑高専・能開校　・　☑専修学校

　　8　:　00　　～　　17　:　00　　　（休憩　75　分） 教育制度
資格補助

第二種電気工事士等の資格取得前、先輩達による
実技等の講習を行うことがあります。☑有　（　　20　　時間/月　）　　・　　□無

☑有（3ケ月）賃金　　　％　・　□無 ☑有給休暇初年度　10　日　・　□その他（　　　　　　　　）

賃金

□有 (　　　　　　)　・　☑無 ☑有 ( 上記に含む )　・　□無

資格手当て(電気工事士免状など二年目以降)

応募方法

☑履歴書　・　☑健康診断書　・　☑成績証明書　・　☑卒業見込証　・　□その他（　　　　　　　　　　　）

＊随時、応募受付致します。

本社

年　1　回　　　　　　0　円～　　10,000　円 年　2　回　　3　ケ月又は　　　　　　　　　円

福利厚生

□全額支給　・　☑定額支給（実費にて上限月1万円まで支給）　・　□無

社会保険

☑有　　定年（　60　歳）　・　☑再雇用（　65　歳）　・　□無

普通自動車運転免許(技術職はAT限定の場合、内定決定以降限定解除していただくことになります。)

①.文理問わず学部不問。
②.既卒者(卒業後3年未満者)の応募も可能です。既卒者については、本人の希望を考慮し入社日設定を致します(即入社可能)。

会社説明会
２０１４年１月２４日（金）１３時００分～　１６時３０分　（福岡県中小企業団体中央会主催合同会社説明会）

　アクロス福岡イベントホール　（福岡市中央区天神１－１－１地下２階）

　採用試験

＊応募された方に直接ご連絡致します。

☑書類選考　・　☑筆記試験（☑一般常識　・　□SPI　・　□論作文　・　□適性検査　・　□語学）　・
☑面接　・　□その他（　　　　　　　　）

☑自由応募　・　□学校推薦　・　□その他（　　　　　　　　　　　　　）

http://www.ayumi-dengyo.com/
mailto:ayumiden@bronze.ocn.ne.jp


■企業概要 池田興業株式会社

企業名 所属団体

郵便番号 800-8510 所在地

企業URL

代表者名 株式公開

設立年月日（西暦） 社員数

平均年齢 40歳 資本金（万円） 1億円 売上高（万円） 223億円

事業概要
（40字以内）

■企業PRや先輩からのメッセージ（150字以内）

■担当窓口

役　職

課長

郵便番号 TEL

FAX

E-mail

■新卒者採用実績／計画

年度

採用人数

■求人内容・勤務条件

勤務地

求人職種

仕事の内容
（30字以内）

求人数

採用対象

雇用形態 ☑正社員

就業時間

残業

転勤 ☑有　・　□無

フレックス □有　・　☑無

試用期間

大学院 大学 短大 高専・能開校 専修学校

月額基本給 ¥186,600 ¥174,600

諸手当 ¥17,000 ¥17,000

合計 ¥0 ¥203,600 ¥0 ¥191,600 ¥0

住居手当 残業手当

その他手当

昇給 賞与

通勤手当

健康保険 ☑有　・　□無 厚生年金 ☑有　・　□無

雇用保険 ☑有　・　□無 労災保険 ☑有　・　□無

退職金 ☑有　・　□無 寮社宅 ☑有　・　□無

定年制

必要な免許資格

備考

■応募・選考要領等

日　時

場　所

提出書類

提出期間

提出先

日　時

場　所 最寄駅

内　容

応募方法

福岡県中小企業団体中央会

代表取締役社長　池田　哲 非上場

求　　人　　票（２０１５年３月卒対象説明会）

池田興業株式会社

北九州市門司区大里本町2-2-5

http://www.ikeda-kogyo.co.jp/

所在地
093-371-1008

honsha-jinji@ikeda-kogyo.co.jp

1904年11月 1,580名　　（男：1,440名　女：140名）

総合物流業・機械器具装置の据付、メンテナンス・建設業・アウトソーシング

社宅完備、水光熱費・食事の補助有。配属先で安心して業務に打ち込める環境を整えております。
ブースにてお待ちしておりますので、お気軽に当社の説明を聞きにお越しください。

担　当
部　署 氏　名

人事課 露本　将己

技術職 営業・労務管理職 総合職（総務） 技術職

※本社住所と異なる場合のみ記入 093-371-0968

2014年3月卒（実績） 2015年3月卒（計画）

10人 12人

福岡、山口、愛媛　その他各支店

現業部門の施工・管理
現業部門の営業及び労務管
理

経理・人事・安全・庶務
ロータリーキルン（設計・製造・設置　等）
　※こちらは門司での勤務となります

4人 4人 2人 2人

一部勤務地限定あり

休日休暇

☑日曜　・　☑祝日　・　☑土曜　（月二回）　／　年間95日

☑夏季休暇　1日　・　☑年末年始　　4日

☑大学院卒（☑理系・☑文系）　・　☑大学卒（☑理系・☑文系）　・　□短大　・　☑高専・能開校（技術職のみ）　・　□専修学校

8:30～17:00（休憩60分）または8：00～16：45（休憩75分） 教育制度
資格補助

必要な資格の取得には教育費を補助しております
☑有　（　平均20時間/月　）　　・　　□無

☑有（3ケ月）賃金100％　・　□無 ☑有給休暇初年度　　10日　・　□その他（　　　　　　　　）

賃金

□有 (　　　　　　)　・　☑無 ☑有 (            　　 )　・　□無

資格手当、免許手当、家族手当、住宅手当、遠地手当　他

応募方法

☑履歴書　・　☑成績証明書　・　☑卒業見込証　・　□その他（　　　　　　　　　　　）

＊随時応募受付致します。

北九州市門司区大里本町2-2-5　池田興業株式会社　人事部

年1回　　1.5％　 年2回　　　　　　3.5ケ月又は　　　　　　　　　円

福利厚生

□全額支給　・　☑定額支給（上限月30,000まで支給）　・　□無

社会保険

☑有　　定年（60歳）　・　☑再雇用（65歳）　・　□無

①３年以内既卒者（新卒扱い）の応募　　□可　・　☑不可

会社説明会
２０１４年　１月　２４日（金）　１３時００分～１６時３０分　（福岡県中小企業団体中央会主催合同会社説明会）

　アクロス福岡　イベントホール　（福岡市中央区天神１－１－１地下２階）

　採用試験

＊応募された方に直接連絡致します。

池田興業株式会社　本社 JR門司駅

☑書類選考　・　☑筆記試験（☑一般常識　・　□SPI　・　☑論作文　・　□適性検査　・　□語学）　・
☑面接　・　□その他（　　　　　　　　）

☑自由応募　・　□学校推薦　・　□その他（　　　　　　　　　　　　　）

http://www.ikeda-kogyo.co.jp/
mailto:honsha-jinji@ikeda-kogyo.co.jp


■企業概要 一番食品株式会社

企業名 所属団体

郵便番号 820-8601 所在地

企業URL

代表者名 株式公開

設立年月日（西暦） 社員数

平均年齢 39歳 資本金（万円） 8,400万円 売上高（万円） 1,000,000万円

事業概要
（40字以内）

■企業PRや先輩からのメッセージ（150字以内）

■担当窓口

役　職

主任

郵便番号 TEL

FAX

E-mail

■新卒者採用実績／計画

年度

採用人数

■求人内容・勤務条件

勤務地

求人職種

仕事の内容
（30字以内）

求人数

採用対象

雇用形態 ☑正社員

就業時間

残業

転勤 ☑有　・　□無

フレックス □有　・　☑無

試用期間

大学院 大学 短大 高専・能開校 専修学校

月額基本給 ¥188,600 ¥188,600 ¥169,000 ¥169,000 ¥169,000

諸手当

合計 ¥188,600 ¥188,600 ¥169,000 ¥169,000 ¥169,000

住居手当 残業手当

その他手当

昇給 賞与

通勤手当

健康保険 ☑有　・　□無 厚生年金 ☑有　・　□無

雇用保険 ☑有　・　□無 労災保険 ☑有　・　□無

退職金 ☑有　・　□無 寮社宅 ☑有　・　□無

定年制

必要な免許資格

備考

■応募・選考要領等

日　時

場　所

提出書類

提出期間

提出先

日　時

場　所 最寄駅

内　容

応募方法

福岡県中小企業団体中央会

代表取締役社長　有吉　崇 非上場

求　　人　　票（２０１５年３月卒対象説明会）

一番食品株式会社

福岡県飯塚市伊川1115

http://ichiban-foods.jp

所在地
0948-24-5115

jinji@ichiban-foods.co.jp

1962年1月 677名　　（男：417名　女：260名）

食料品製造販売業（スープ・たれ・レトルト食品・健康食品など）

一番食品は調味料メーカーです。味の仕掛け人としてお客様の求める味をつくり、主役であるお客様を引き立てるため、研究開発型企業として黒子役に徹し、
コンビニやスーパーの弁当・惣菜をはじめ全国で販売される食品の味づくりを手掛けております。

担　当
部　署 氏　名

総務部　人事課 恵良　太祐

営業職 研究開発職 事務職

※本社住所と異なる場合のみ記入 0948-26-1685

2014年3月卒（実績） 2015年3月卒（計画）

8人 10人

福岡県飯塚市伊川1115

お客様に「味」のご提案や、メ
ニュー提案等をして頂きます。

お客様が求める「味」のイメー
ジをカタチにする仕事です。

総務・経理・企画の各部門で
の仕事になります。

4人 3人 3人

休日休暇

☑日曜　・　☑祝日　・　☑土曜　（　　　　　）　／　年間105日

☑夏季休暇　3日　・　☑年末年始　4日

☑大学院卒（☑理系・☑文系）　・　☑大学卒（☑理系・☑文系）　・　☑短大　・　☑高専・能開校　・　☑専修学校

　　8:30　　　～　17:30　　　　（休憩60分） 教育制度
資格補助☑有　（　　　　時間/月　）　　・　　□無

□有（　　ケ月）賃金　　　％　・　☑無 ☑有給休暇初年度　10日　・　□その他（　　　　　　　　）

賃金

☑有 (転勤時)　・　□無 ☑有 (            　　 )　・　□無

営業職手当、研究開発職手当、地域手当有り

応募方法

☑履歴書　・　☑成績証明書　・　☑卒業見込証　・　□その他（　　　　　　　　　　　）

　　　年　　月　　日（　　）～　　　　年　　月　　日（　　）＊随時、応募受付致します。

　本社総務部　人事課　（福岡県飯塚市伊川1115）

年　1回　　　　　　　円～　　　　　　円　 年　2回　　　　　　ケ月又は　　　　　　　　　円

福利厚生

□全額支給　・　☑定額支給（上限月50,000円まで支給）　・　□無

社会保険

☑有　　定年（60歳）　・　☑再雇用（65歳）　・　□無

①３年以内既卒者（新卒扱い）の応募　　□可　・　☑不可

会社説明会
２０１４年１月２４日（金）１３時００分～　１６時３０分　（福岡県中小企業団体中央会主催合同会社説明会）

　アクロス福岡　イベントホール　（福岡市中央区天神１－１－１地下２階）

　採用試験

　　　　年　　月　　日（　　）　　　　時　　分～＊応募された方に直接ご連絡致します。

☑書類選考　・　☑筆記試験（☑一般常識　・　□SPI　・　□論作文　・　□適性検査　・　□語学）　・
☑面接　・　□その他（　　　　　　　　）

☑自由応募　・　□学校推薦　・　□その他（　　　　　　　　　　　　　）

http://ichiban-foods.jp/
mailto:jinji@ichiban-foods.co.jp


■企業概要 エヌビーエス株式会社

企業名 所属団体

郵便番号 812-0023 所在地

企業URL

代表者名 株式公開

設立年月日（西暦） 社員数

平均年齢 資本金（万円） 4,725万円 売上高（万円） 69,000万円

事業概要
（40字以内）

■企業PRや先輩からのメッセージ（150字以内）

■担当窓口

役　職

郵便番号 TEL

FAX

E-mail

■新卒者採用実績／計画

年度

採用人数

■求人内容・勤務条件

勤務地

求人職種

仕事の内容
（30字以内）

求人数

採用対象

雇用形態 R正社員

就業時間

残業

転勤 R有　・　□無

フレックス □有　・　R無

試用期間

大学院 大学 短大 高専・能開校 専修学校

月額基本給 ¥181,000 ¥175,000 ¥153,000

諸手当 ¥25,000 ¥25,000 ¥25,000

合計 ¥206,000 ¥200,000 ¥0 ¥178,000 ¥0

住居手当 残業手当

その他手当

昇給 賞与

通勤手当

健康保険 R有　・　□無 厚生年金 R有　・　□無

雇用保険 R有　・　□無 労災保険 R有　・　□無

退職金 R有　・　□無 寮社宅 □有　・　R無

定年制

必要な免許資格

備考

■応募・選考要領等

日　時

場　所

提出書類

提出期間

提出先

日　時

場　所 最寄駅

内　容

応募方法

福岡県中小企業団体中央会

石橋　一海 非上場

求　　人　　票（２０１５年３月卒対象説明会）

エヌビーエス株式会社

福岡市博多区奈良屋町５－１０

http://www.nbskk.co.jp/

所在地
092-263-8811

info@nbskk.co.jp

1985年 　７７名　　（男：６５名　女：１２名）

発電所及びエネルギー関連プラントの電気・計装・制御分野における技術受託。
特に、ガスタービン発電所、石油・LNG精製プラント等、エネルギーインフラの構築に注力している。

三菱重工業、日揮などの大手プラントメーカーの協力会社として電気・計装・制御分野の設計やプラント建設プロジェクトのマネジメント、定期点検･保守
業務を手がけています。ワーキングホリデー、技術英語教育、電気・計装技術教育、CAD教育、各種資格試験研修等、世界に通用するエンジニアを育
成、排出する企業です。

担　当
部　署 氏　名

総務部 渡　美希　・　泉　雅子

電気・計装技術 機械設計技術 情報処理技術

※本社住所と異なる場合のみ記入 092-263-8833

2014年3月卒（実績） 2015年3月卒（計画）

11人 8人

兵庫・長崎・横浜

プラントをメインにした電気計
装設備の設計、施工管理

発電機などに使用される大型
回転機等の設計

プラント制御・ネットワーク構
築

2人 2人 4人

休日休暇

R日曜　・　R祝日　・　R土曜　（　　　　　）　／　年間124日

R夏季休暇　3日　・　R年末年始　5日

R大学院卒（☑理系・□文系）　・　R大学卒（R理系・□文系）　・　□短大　・　R高専・能開校　・　□専修学校

9：00～18：00（休憩　60分） 教育制度
資格補助☑有　（　　　　時間/月　）　　・　　□無

R有（３ケ月）賃金100％　・　□無 R有給休暇初年度（6ヶ月経過後）10日　最高20日

賃金

R有 (上記に含む)　・　□無 R有 (            　　 )　・　□無

応募方法

R履歴書　・　□成績証明書　・　□卒業見込証　・　□その他（　　　　　　　　　　　）

随時応募受付致します。

エヌビーエス本社

年　１回　　　　　　　円～　　　　　　円　 年3回　　　　　　ケ月又は　　　　　　　　　円

福利厚生

□全額支給　・　R定額支給（上限月　3万円　まで支給）　・　□無

社会保険

R有　　定年（６０歳）　・　R再雇用（６５歳）　・　□無

①３年以内既卒者（新卒扱い）の応募　　R可　・　□不可

会社説明会
平成２６年１月２４日（水）　１３時～１６時３０分　（福岡県中小企業団体中央会他主催合同会社説明会）

アクロス福岡　イベントホール（福岡市中央区天神１－１－１　地下２階）

　採用試験

＊応募された方に直接ご連絡致します。

エヌビーエス本社 地下鉄　中洲川端駅

R書類選考　・　□筆記試験（□一般常識　・　□SPI　・　□論作文　・　R適性検査　・　□語学）　・
R面接　・　□その他（　　　　　　　　）

R自由応募　・　□学校推薦　・　□その他（　　　　　　　　　　　　　）

http://www.nbskk.co.jp/
mailto:info@nbskk.co.jp


（２－１）
■企業概要 株式会社アダル

企業名 所属団体

郵便番号 812-0863 所在地

企業URL

代表者名 株式公開

設立年月日（西暦） 社員数

平均年齢 38歳 資本金（万円） 18,225万円 売上高（万円） 471,611万円

事業概要
（40字以内）

■企業PRや先輩からのメッセージ（150字以内）

■担当窓口

役　職

係長

郵便番号 TEL

FAX

E-mail

■新卒者採用実績／計画

年度

採用人数

■求人内容・勤務条件

勤務地

求人職種

仕事の内容
（30字以内）

求人数

採用対象

雇用形態 ☑正社員

就業時間

残業

転勤 ☑有　・　□無

フレックス □有　・　☑無

試用期間

大学院 大学 短大 高専・能開校 専修学校

月額基準内賃金 ¥180,000 ¥165,000 ¥165,000 ¥165,000

諸手当

合計 ¥180,000 ¥165,000 ¥165,000 ¥165,000

住居手当 残業手当

その他手当

昇給 賞与

通勤手当

健康保険 ☑有　・　□無 厚生年金 ☑有　・　□無

雇用保険 ☑有　・　□無 労災保険 ☑有　・　□無

退職金 ☑有　・　□無 寮社宅 □有　・　☑無

定年制

必要な免許資格

備考

■応募・選考要領等

日　時

場　所

提出書類

提出期間

提出先

日　時

場　所 最寄駅

内　容

応募方法

福岡県中小企業団体中央会

代表取締役社長　武野重美 非上場

求　　人　　票（２０１５年３月卒対象説明会）

株式会社アダル

福岡市博多区金の隈3丁目13-2

ｈttp://www.adal.co.jp

所在地
092-504-3928

kitaku@adal.co.jp

1968年4月 229名　　（男：184名　女：45名）

業務用イス・テーブル什器などの製造販売、その他インテリア資材販売及び設計・施工

多種多様なお客様のニーズに応えるべく、業務用家具の製造販売から輸入家具・内装仕上げまで取り扱っている会社です。自社工場職人の高い技術力による、安全で耐久
性に優れ、且つ、使い心地の良い自社ブランド製品は、お客様から高い評価を頂いております。弊社は、あなたの頑張りに応える会社です。一緒に夢を実現しませんか？

担　当
部　署 氏　名

管理本部総務課 木太久　健

営業

※本社住所と異なる場合のみ記入 092-504-3932

2014年3月卒（実績） 2015年3月卒（計画）

9人 若干名

福岡　東京　大阪　名古屋　北九州　熊本　他

受注活動（見積作成・製造手
配・納品・回収 他）

若干名

休日休暇

☑日曜　・　☑祝日　・　☑土曜　（月2回）　／　年間99日

☑夏季休暇　4日　・　☑年末年始　7日

□大学院卒（□理系・□文系）　・　☑大学卒（☑理系・☑文系）　・　☑短大　・　☑高専　・　☑専修学校

9：00～17：45（休憩60分） 教育制度
資格補助☑有　（20～30時間/月　）　　・　　□無

□有（　　ケ月）賃金　　　％　・　☑無 ☑有給休暇　10日　・　□その他（　　　　　　　　）

賃金

☑有 (入社2年後　月1万円～3万円)　・　□無 ☑有 (            　　 )　・　□無

家族手当　　　　大阪・名古屋・東京勤務　地区手当　20,000円　

応募方法

☑履歴書　・　□健康診断書　・　□成績証明書　・　□卒業見込証　・　□その他（　　　　　　　　　　　）

＊随時受付して致します。

福岡市博多区金の隈3丁目13-2　株式会社アダル　管理本部総務課

年　1回　　4,000円～　　　　　　円 年　2回　　3.3ケ月(前年実績）又は　　　　　　　　　円

福利厚生

□全額支給　・　☑定額支給（上限月2万５千円まで）　・　□無

社会保険

☑有　　定年（60歳）　・　☑再雇用（65歳）　・　□無

普通自動車運転免許

①３年以内既卒者（新卒扱い）(の応募　　□可　・　☑不可

会社説明会
２０１４年１月２４日（金）　１３時００分～１６時３０分　（福岡県中小企業団体中央会主催合同会社説明会）

アクロス福岡地下２階イベントホール　（福岡市中央区天神１－１－１）

　採用試験

＊応募された方に直接ご連絡致します。

福岡市博多区金の隈3丁目13-2 金隈病院入口（バス）

☑書類選考　・　☑筆記試験（☑一般常識　・　□SPI　・　□論作文　・　□適性検査　・　□語学）　・
☑面接　・　□その他（　　　　　　　　）

☑自由応募　・　□学校推薦　・　□その他（　　　　　　　　　　　　　）

mailto:kitaku@adal.co.jp


（２－２）
■企業概要 株式会社アダル

企業名 所属団体

郵便番号 812-0863 所在地

企業URL

代表者名 株式公開

設立年月日（西暦） 社員数

平均年齢 38歳 資本金（万円） 18,225万円 売上高（万円） 471,611万円

事業概要
（40字以内）

■企業PRや先輩からのメッセージ（150字以内）

■担当窓口

役　職

係長

郵便番号 TEL

FAX

E-mail

■新卒者採用実績／計画

年度

採用人数

■求人内容・勤務条件

勤務地

求人職種

仕事の内容
（30字以内）

求人数

採用対象

雇用形態 ☑正社員

就業時間

残業

転勤 □有　・　☑無

フレックス □有　・　☑無

試用期間

大学院 大学 短大 高専・能開校 専修学校

月額基準内賃金 ¥160,000 ¥150,000 ¥150,000 ¥150,000

諸手当

合計 ¥160,000 ¥150,000 ¥150,000 ¥150,000

住居手当 残業手当

その他手当

昇給 賞与

通勤手当

健康保険 ☑有　・　□無 厚生年金 ☑有　・　□無

雇用保険 ☑有　・　□無 労災保険 ☑有　・　□無

退職金 ☑有　・　□無 寮社宅 □有　・　☑無

定年制

必要な免許資格

備考

■応募・選考要領等

日　時

場　所

提出書類

提出期間

提出先

日　時

場　所 最寄駅

内　容

応募方法

福岡県中小企業団体中央会

代表取締役社長　武野重美 非上場

求　　人　　票（２０１５年３月卒対象説明会）

株式会社アダル

福岡市博多区金の隈3丁目13-2

ｈttp://www.adal.co.jp

所在地
092-504-3928

kitaku@adal.co.jp

1968年4月 229名　　（男：184名　女：45名）

業務用イス・テーブル什器などの製造販売、その他インテリア資材販売及び設計・施工

多種多様なお客様のニーズに応えるべく、業務用家具の製造販売から輸入家具・内装仕上げまで取り扱っている会社です。自社工場職人の高い技術力による、安全で耐久
性に優れ、且つ、使い心地の良い自社ブランド製品は、お客様から高い評価を頂いております。弊社は、あなたの頑張りに応える会社です。一緒に夢を実現しませんか？

担　当
部　署 氏　名

管理本部総務課 木太久　健

製造

※本社住所と異なる場合のみ記入 092-504-3932

2014年3月卒（実績） 2015年3月卒（計画）

1人 若干名

糟屋郡宇美町早見工業団地内（製造）

イス組立・張り・補修・布裁断
縫製　他

若干名

休日休暇

☑日曜　・　☑祝日　・　☑土曜　（月2回）　／　年間87日

☑夏季休暇　4日　・　☑年末年始　7日

□大学院卒（□理系・□文系）　・　☑大学卒（☑理系・☑文系）　・　☑短大　・　☑高専　・　☑専修学校

8：30～17：10（休憩70分） 教育制度
資格補助☑有　（20～30時間/月　）　　・　　□無

□有（　　ケ月）賃金　　　％　・　☑無 ☑有給休暇　10日　・　□その他（　　　　　　　　）

賃金

☑有 (入社2年後　月1万円～2万円)　 ☑有 (            　　 )　・　□無

応募方法

☑履歴書　・　□健康診断書　・　□成績証明書　・　□卒業見込証　・　□その他（　　　　　　　　　　　）

＊随時受付致します。

福岡市博多区金の隈3丁目13-2　株式会社アダル　管理本部総務課

年　1回　　4,000円～　　　　　　円 年　2回　　3.3ケ月(前年実績）又は　　　　　　　　　円

福利厚生

□全額支給　・　☑定額支給（上限月2万５千円まで）　・　□無

社会保険

☑有　　定年（60歳）　・　☑再雇用（65歳）　・　□無

①３年以内既卒者（新卒扱い）(の応募　　□可　・　☑不可

会社説明会
２０１４年１月２４日（金）　１３時００分～１６時３０分　（福岡県中小企業団体中央会主催合同会社説明会）

アクロス福岡地下２階イベントホール　（福岡市中央区天神１－１－１）

　採用試験

＊応募された方に直接ご連絡致します。

福岡市博多区金の隈3丁目13-2 金隈病院入口（バス）

☑書類選考　・　☑筆記試験（☑一般常識　・　□SPI　・　□論作文　・　□適性検査　・　□語学）　・
☑面接　・　□その他（　　　　　　　　）

☑自由応募　・　□学校推薦　・　□その他（　　　　　　　　　　　　　）

mailto:kitaku@adal.co.jp


■企業概要 株式会社アンサー倶楽部

企業名 所属団体

郵便番号 802-0061 所在地

企業URL

代表者名 株式公開

設立年月日（西暦） 社員数

平均年齢 27歳 資本金（万円） 1,000万円 売上高（万円） 39,000万円

事業概要
（40字以内）

■企業PRや先輩からのメッセージ（150字以内）

■担当窓口

役　職

常務取締役

郵便番号 TEL

FAX

E-mail

■新卒者採用実績／計画

年度

採用人数

■求人内容・勤務条件

勤務地

求人職種

仕事の内容
（30字以内）

求人数

採用対象

雇用形態 ☑正社員

就業時間

残業

転勤 ☑有　・　□無

フレックス □有　・　☑無

試用期間

大学院 大学 短大 高専・能開校 専修学校

月額基本給 ¥205,000 ¥205,000 ¥19,000 ¥19,000 ¥19,000

諸手当 能率給 能率給 能率給 能率給 能率給

合計 ¥205,000 ¥205,000 ¥19,000 ¥19,000 ¥19,000

住居手当 残業手当

その他手当

昇給 賞与

通勤手当

健康保険 ☑有　・　□無 厚生年金 ☑有　・　□無

雇用保険 ☑有　・　□無 労災保険 ☑有　・　□無

退職金 □有　・　☑無 寮社宅 ☑有　・　□無

定年制

必要な免許資格

備考

■応募・選考要領等

日　時

場　所

提出書類

提出期間

提出先

日　時

場　所 最寄駅

内　容

応募方法

福岡県中小企業団体中央会

代表取締役　三谷　俊介 非上場

求　　人　　票（２０１５年３月卒対象説明会）

株式会社　アンサー倶楽部

福岡県北九州市小倉北区三郎丸三丁目12-12

http://www.answerclub.co.jp/

所在地
093-951-6149

ansa-soumu@answerclub.co.jp

2000年　6月 50名　　（男：　30名　女：　20名）

不動産の売買、賃貸、管理、新築賃貸マンション、新築戸建企画販売、リフォーム事業等

当社は2000年6月の設立以来、北九州市およびその近郊を中心に不動産売買仲介業、不動産賃貸管理業を通して
生活の基盤となる快適な住環境を提供しております。
「お客様のためにできること、皆のためにできること」を常に考え、不動産業界で「勝ち残るため」に社員が一丸となって業界に挑んでいます。

担　当
部　署 氏　名

本社 前田　啓美

企画営業職 総務事務職

※本社住所と異なる場合のみ記入 093-951-6139

2014年3月卒（実績） 2015年3月卒（計画）

9人 20人

本社（北九州市小倉北区三郎丸3-12-12）、八幡支店（北九州市八幡西区三ヶ森4-12-21）、他

売買・賃貸の仲介業務、
管理物件の管理業務など

店頭や電話でのお客様対応、
経理、広告作成、情報管理な
ど

15人 5人

休日休暇

☑4週6休　／　年間85日　

☑夏季休暇　4日　・　☑年末年始　7日

☑大学院卒（☑理系・☑文系）　・　☑大学卒（☑理系・☑文系）　・　☑短大　・　☑高専・能開校　・　☑専修学校

10:00～19:00　（休憩60分） 教育制度
資格補助

新人社員研修
☑有　（　　40時間/月　）　　・　　□無

□有（　　ケ月）賃金　　　％　・　☑無 ☑有給休暇初年度　0日　2年目以降10日　・　☑その他（GW休暇、ﾊﾞｰｽﾃﾞｨ休暇等）

賃金

事務職は
大学院・大学卒　\170000（交通費込）
短大・専門卒　　 \165000（交通費込）

□有 (　　　　　　)　・　☑無 □有 (            　　 )　・　☑無

宅建手当、CI手当、役職手当

応募方法

☑履歴書　・　□成績証明書　・　□卒業見込証　・　□その他（　　　　　　　　　　　）

＊随時、応募受付致します。

　本社　（北九州市小倉北区三郎丸三丁目12-12）

年　1回　　　　　　　円～　　　　　　円　 年　2回　　　　　　ケ月又は　　　　　　　　　円

福利厚生

□全額支給　・　□定額支給（上限月　　　　　　　まで支給）　・　☑無　※営業職はガソリン代支給

社会保険

☑有　　定年（60歳）　・　□再雇用（　　歳）　・　☑無

営業職：運転免許（AT可）、車の持ち込みが条件　　事務：運転免許（AT可）

①３年以内既卒者（新卒扱い）の応募　　☑可　・　□不可

会社説明会
２０１４年　１月　２４日（金）　１３時００分～１６時３０分　（福岡県中小企業団体中央会主催合同会社説明会）

　アクロス福岡　イベントホール　（福岡市中央区天神１－１－１地下２階）

　採用試験

＊応募された方に直接ご連絡致します。

□書類選考　・　☑筆記試験（☑一般常識　・　□SPI　・　□論作文　・　□適性検査　・　□語学）　・
☑面接　・　□その他（　　　　　　　　）

☑自由応募　・　□学校推薦　・　□その他（　　　　　　　　　　　　　）

http://www.answerclub.co.jp/
mailto:ansa-soumu@answerclub.co.jp


■企業概要 株式会社イワタダイナース（ピザクック事業本部）

企業名 所属団体

郵便番号 ８１２－０８９４ 所在地

企業URL

代表者名 株式公開

設立年月日（西暦） 社員数

平均年齢 31歳 資本金（万円） 1,000万円 売上高（万円） 24億6,000万円

事業概要
（40字以内）

■企業PRや先輩からのメッセージ（150字以内）

■担当窓口

役　職

部長

郵便番号 TEL

FAX

E-mail

■新卒者採用実績／計画

年度

採用人数

■求人内容・勤務条件

勤務地

求人職種

仕事の内容
（30字以内）

求人数

採用対象

雇用形態 ☑正社員

就業時間

残業

転勤 ☑有　・　□無

フレックス □有　・　☑無

試用期間

大学院 大学 短大 高専・能開校 専修学校

月額基本給 ¥173,000 ¥173,000 ¥167,500 ¥167,500 ¥167,500

諸手当 ¥20,000 ¥20,000 ¥20,000 ¥20,000 ¥20,000

合計 ¥193,000 ¥193,000 ¥187,500 ¥187,500 ¥187,500

住居手当 残業手当

その他手当

昇給 賞与

通勤手当

健康保険 ☑有　・　□無 厚生年金 ☑有　・　□無

雇用保険 ☑有　・　□無 労災保険 ☑有　・　□無

退職金 ☑有　・　□無 寮社宅 ☑有　・　□無

定年制

必要な免許資格

備考

■応募・選考要領等

日　時

場　所

提出書類

提出期間

提出先

日　時

場　所 最寄駅

内　容

応募方法

福岡県中小企業団体中央会

岩田　陽男 非上場

求　　人　　票（２０１５年３月卒対象説明会）

株式会社イワタダイナース(ピザクック事業本部）

福岡県福岡市博多区諸岡3-25-20

http://www.pizzacooc.com/

所在地
092-581-0430

akagi@pizzacooc.co.jp

1990年6月 　　65　名　　（男：　57　名　女：　8　名）

ピザ・お好み焼きの宅配事業『ピザクック』の運営を行っています。

当社はピザ・お好み焼きの宅配事業「ピザクック」を29店舗直営で運営しています。福岡を地盤としてピザの宅配で事業を拡大してきましたが、「お客様の快適な食生
活のお手伝いをしていくこと」を企業の使命とし、更なる飛躍を目指し、新たなビジネスを展開していく予定です。興味を持たれた方は是非、お話をお聞き下さい。

担　当
部　署 氏　名

管理部 赤城　慶成

総合職

※本社住所と異なる場合のみ記入 092-581-0230

2014年3月卒（実績） 2015年3月卒（計画）

10人 10人

福岡市内及びその近郊（春日、大野城、筑紫野、太宰府、小郡、久留米、北九州）

スタッフ採用、教育訓練、係数訓
練、販促管理等マネジメント業務

15人

休日休暇

□日曜　・　□祝日　・　□土曜　（週休２日制の月７～８日のシフト制　）　／　年間　100　　日

□夏季休暇　　日　・　□年末年始　　日

☑大学院卒（☑理系・☑文系）　・　☑大学卒（☑理系・☑文系）　・　☑短大　・　☑高専・能開校　・　☑専修学校

１０　:００　～　２３　:００（休憩６０分）シフト制による８時間実働 教育制度
資格補助

新入社員は、入社後ビジネスの基本をマスターしていただ
くため座学、OJT研修を受けて頂きます。☑有　（　30　時間/月　）　　・　　□無

☑有（6ケ月）賃金同一　・　□無 ☑有給休暇初年度１０日　・　□その他（　　　　　　　　　　　）

賃金

☑有 (上記に含んでます)　 ☑有 (  )　・　□無

家族手当、管理職手当、通勤手当

応募方法

☑履歴書　・　□成績証明書　・　□卒業見込証　・　□その他（　　　　　　　　　　　）

　※随時受付致します。

㈱イワタダイナース本社

年　1　回　　　　　　　円～　　　　　　円　 年　2　回　　　　　　ケ月又は　　　　　　　　　円

福利厚生

□全額支給　・　☑定額支給（上限月　　　　30,000円　　　まで支給）　・　□無

社会保険

☑有　　定年（　60　歳）　・　☑再雇用（65歳）　・　□無

普通運転免許（原付き免許）

①３年以内既卒者（新卒扱い）(の応募　　☑可　・　□不可

会社説明会
２０１４年１月２４日（金）　１３時００分～　１６時３０分　（福岡県中小企業団体中央会主催合同会社説明会）

アクロス福岡　地下２階イベントホール（福岡市中央区天神1丁目1番1号）

　採用試験

　※随時応募された方に直接ご連絡致します。

㈱イワタダイナース本社 西鉄井尻駅、JR笹原駅より徒歩１５分

☑書類選考　・　☑筆記試験（☑一般常識　・　□SPI　・　□論作文　・　☑適性検査　・　□語学）　・
☑面接　・　□その他（　　　　　　　　）

☑自由応募　・　□学校推薦　・　□その他（　　　　　　　　　　　　　）

http://www.pizzacooc.com/
mailto:akagi@pizzacooc.co.jp


■企業概要 株式会社　キシヤ

企業名 所属団体

郵便番号 812-0062 所在地

企業URL

代表者名 株式公開

設立年月日（西暦） 社員数

平均年齢 34.4歳 資本金（万円） 5，000万円 売上高（万円） 4,850,000万円

事業概要
（40字以内）

■企業PRや先輩からのメッセージ（150字以内）

■担当窓口

役　職

課長

郵便番号 TEL

FAX

E-mail

■新卒者採用実績／計画

年度

採用人数

■求人内容・勤務条件

勤務地

求人職種

仕事の内容
（30字以内）

求人数

採用対象

雇用形態 ☑正社員

就業時間

残業

転勤 ☑有　・　□無

フレックス □有　・　☑無

試用期間

営業職 物流管理職 事務職 高専・能開校 専修学校

月額基本給 ¥175,000 ¥175,000 ¥160,000

諸手当 ¥46,500 ¥15,000 ¥15,000

合計 ¥221,500 ¥190,000 ¥175,000 ¥0 ¥0

住居手当 残業手当

その他手当

昇給 賞与

通勤手当

健康保険 ☑有　・　□無 厚生年金 ☑有　・　□無

雇用保険 ☑有　・　□無 労災保険 ☑有　・　□無

退職金 ☑有　・　□無 寮社宅 □有　・　☑無

定年制

必要な免許資格

備考

■応募・選考要領等

日　時

場　所

提出書類

提出期間

提出先

日　時

場　所 最寄駅

内　容

応募方法

福岡県中小企業団体中央会

   　　　楠田　幸次郎 　　　非上場

求　　人　　票（２０１５年３月卒対象説明会）

　　　　　株式会社キシヤ

　福岡県福岡市東区松島1丁目41番21号

http://www.kishiya.co.jp

所在地
　　092-624-8008

　　mdoi@kishiya.co.jp

1968年6月1日 　　　　460名　　（男：　368名　女：　92名）

医療機器の提案・販売、病院内物品管理システムの導入・運用のアウトソーシング

キシヤに応募される方の中で、「医療に興味はあるけれど知識がないのが不安」という声を耳にします。医療知識が全くなくても、入社後に医療知識習得研修・勉強
会を実施し、医療機器のプロフェッショナルを目指していただけます。

担　当
部　署 氏　名

人材開発課 　土井　元昭

営業職 物流管理職 事務職

※本社住所と異なる場合のみ記入 　　092-622-8000

2014年3月卒（実績） 2015年3月卒（計画）

18名 15名

福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、鹿児島、宮崎

医療機器・福祉機器の提案・
販売

物流を安定的、効率的に管理
する仕事

営業スタッフをサポートする仕
事

10名 数名 数名

休日休暇

☑日曜　・　☑祝日　・　☑土曜　年間約114日　年間行事予定表により数日間土・日曜日出勤有

☑夏季休暇　　・　☑年末年始　

☑大学院卒（☑理系・☑文系）　・　☑大学卒（☑理系・☑文系）　・　□短大　・　□高専・能開校　・　□専修学校

　9:00　～　18:00　　　　（休憩　　60分） 教育制度
資格補助

新入社員研修・医療機器知識習得研修・階層別研修
☑有　（　　　　時間/月　）　　・　　□無

☑有（　1ケ月）賃金　100％　・　□無 ☑有給休暇初年度　　10日　・　□その他（　　　　　　　　）

賃金

大学・大学院同額

□有 (　　　　　　)　・　☑無 ☑有 (            　　 )　・　□無

応募方法

☑履歴書　・　☑成績証明書　・　☑卒業見込証　・　☑その他（写真付エントリーシート）　　*自筆履歴書は内定後に提出

エントリーシートは一次選考開催までに提出　　　その他は一次選考時にご持参ください

*一次選考(グループワーク)　二次選考(筆記・作文・適性)　三次選考(グループ面接)　四次選考(会長面談)　最終選考(個人面接)

年　1　回　　　　　　　円～　　　　　　円　 年　2　回　　　　　　ケ月又は　　　　　　　　　円

福利厚生

□全額支給　・　☑定額支給（上限月　40，000円まで支給）　・　□無

社会保険

☑有　　定年（　　60歳）　・　☑再雇用（　　65歳）　・　□無

営業職・物流管理職：要普通自動車運転免許(ＭＴ車)

①３年以内既卒者（新卒扱い）の応募　　□可　・　☑不可

会社説明会
２０１４年１月２４日（金）１３時００分～　１６時３０分　（福岡県中小企業団体中央会主催合同会社説明会）

アクロス福岡イベントホール (福岡市中央区天神１－１－１地下２階)

　採用試験

一次選考　　1回目：平成26年3月12日・13日　　　　2回目：平成26年5月28日・29日

アクロス福岡 天神

□書類選考　・　☑筆記試験（☑一般常識　・　□SPI　・　☑論作文　・　☑適性検査　・　□語学）　・
☑面接　・　☑その他（グループワーク　）

☑自由応募　・　□学校推薦　・　□その他（　　　　　　　　　　　　　）



■企業概要 株式会社コスモ

企業名 所属団体

郵便番号 815-0075 所在地

企業URL

代表者名 株式公開

設立年月日（西暦） 社員数

平均年齢 35歳 資本金（万円） 3,000万円 売上高（万円） 250,000万円

事業概要
（40字以内）

■企業PRや先輩からのメッセージ（150字以内）

■担当窓口

役　職

部長・次長

郵便番号 TEL

FAX

E-mail

■新卒者採用実績／計画

年度

採用人数

■求人内容・勤務条件

勤務地

求人職種

仕事の内容
（30字以内）

求人数

採用対象

雇用形態 ☑正社員

就業時間

残業

転勤 ☑有　・　□無

フレックス □有　・　☑無

試用期間

大学院 大学 短大 高専・能開校 専修学校

月額基本給 ¥190,000 ¥190,000

諸手当 ¥40,000 ¥40,000

合計 ¥0 ¥230,000 ¥0 ¥0 ¥230,000

住居手当 残業手当

その他手当

昇給 賞与

通勤手当

健康保険 ☑」有　・　□無 厚生年金 ☑有　・　□無

雇用保険 ☑有　・　□無 労災保険 ☑有　・　□無

退職金 ☑有　・　□無 寮社宅 □有　・　☑無

定年制

必要な免許資格

備考

■応募・選考要領等

日　時

場　所

提出書類

提出期間

提出先

日　時

場　所 最寄駅

内　容

応募方法

福岡県中小企業団体中央会

代表取締役　貝塚　和敏 非上場

求　　人　　票（２０１５年３月卒対象説明会）

株式会社コスモ

福岡市南区長丘3-23-33

http://www.cosmo-group.net

所在地
092-551-7811

recruit@cosmo-group.net

1973年9月1日 　　　　85名　　（男：　72名　女：　13名）

全国の美容室にサロンの繁栄をコンサルしながら商材を販売。クレイツとしてメーカー業も行う。

当社は九州を中心に全国の美容室にサロンの問題解決を図りながら商材販売を行う創造的な仕事です。また「クレイツ」ブランドでヘアードライヤー・ヘアーアイロン
の製造販売を行い香港、韓国、米国にも現地法人があります。新人教育に力を注ぎ、研修プログラムでしっかりと教育を行います。

担　当
部　署 氏　名

総務部 野原潤也・今林孝

営業

※本社住所と異なる場合のみ記入 092-551-1387

2014年3月卒（実績） 2015年3月卒（計画）

2名 4名

福岡市南区長丘3-23-33（本社）を始めコスモ営業所所在地

得意先への美容材料販売、
管理業務、その他新規顧客開
拓

4人

休日休暇

☑日曜　・　□祝日　・　☑土曜　（　　　　　）　／　年間　102　　日

☑夏季休暇　5　日　・　☑年末年始　6　日　・GW　4　日

□大学院卒（□理系・□文系）　・　☑大学卒（☑理系・☑文系）　・　□短大　・　□高専・能開校　・　☑専修学校

　　8　:　30　　～　17　　:　00　　　（休憩　60　分） 教育制度
資格補助☑有　（　　　20　時間/月　）　　・　　□無

☑有（　3　ケ月）賃金　100　　％　・　□無 ☑有給休暇初年度　10　日　・　□その他（　　　　　　　　）

賃金

☑有 (手当に含む　)　・　□無 □有 ( 営業手当に包含　 )　・　□無

応募方法

☑履歴書　・　☑成績証明書　・　☑卒業見込証　・　□その他（　　　　　　　　　　　）

随時応募受付しております

福岡市南区長丘3-23-33　株式会社コスモ　総務部宛

年　1　回　　　　　　　円～　　　　　　円　 年　3　回　　　　　　ケ月又は　　　　　　　　　円　（本人の業績連動給）

福利厚生

□全額支給　・　□定額支給（上限月　　　　　　　まで支給）　・　☑無（　営業車貸与による通勤）

社会保険

☑有　　定年（　60　歳）　・　☑再雇用（　65　歳）　・　□無

①３年以内既卒者（新卒扱い）の応募　　　☑可
②文系・理系を問いません。やる気人物重視で選考いたします。　応募希望の方は、下記の応募要領を参照の上、お申し込みください。

会社説明会
２０１４年１月２４日（金）１３時００分～　１６時３０分　　（福岡県中小企業団体中央会主催合同会社説明会）

　アクロス福岡地下２階イベントホール　　（福岡市中央区天神１－１－１）

　採用試験

応募された方に、直接ご連絡いたします。（選考会場が本社ではありませんのでご注意ください。）

福岡市中央区大名2-9-35　トウセン天神ビル５F 地下鉄天神駅・赤坂駅より徒歩５分

☑書類選考　・　☑筆記試験（☑一般常識　・　□SPI　・　□論作文　・　□適性検査　・　□語学）　＊SPI・適正検査は２次
面接にて。
☑面接　・　□その他（　　　　　　　　）

☑自由応募　・　□学校推薦　・　□その他（　　　　　　　　　　　　　）

http://www.cosmo-group.net/
mailto:recruit@cosmo-group.net


■企業概要 株式会社サン電工社

企業名 所属団体

郵便番号 ８１０－００５３ 所在地

企業URL

代表者名 株式公開

設立年月日（西暦） 社員数

平均年齢 ３９歳 資本金（万円） 1憶1500万円 売上高（万円） 16億

事業概要
（40字以内）

■企業PRや先輩からのメッセージ（150字以内）

■担当窓口

役　職

チーフ

郵便番号 TEL

FAX

E-mail

■新卒者採用実績／計画

年度

採用人数

■求人内容・勤務条件

勤務地

求人職種

仕事の内容
（30字以内）

求人数

採用対象

雇用形態 ☑正社員

就業時間

残業

転勤 ☑有　・　□無

フレックス □有　・　☑無

試用期間

大学院 大学 短大 高専・能開校 専修学校

月額基本給 ¥220,000 ¥200,000 ¥192,000 ¥192,000

諸手当

合計 ¥220,000 ¥200,000 ¥192,000 ¥192,000

住居手当 残業手当

その他手当

昇給 賞与

通勤手当

健康保険 ☑有　・　□無 厚生年金 ☑有　・　□無

雇用保険 ☑有　・　□無 労災保険 ☑有　・　□無

退職金 ☑有　・　□無 寮社宅 ☑有　・　□無

定年制

必要な免許資格

備考

■応募・選考要領等

日　時

場　所

提出書類

提出期間

提出先

日　時

場　所 最寄駅

内　容

応募方法

福岡県中小企業団体中央会

土井　美弥子 未公開

求　　人　　票（２０１５年３月卒対象説明会）

株式会社　サン電工社 福岡商工会議所、福岡中央優良法人会、全日本電気工事業組合連合会、等

福岡市中央鳥飼2丁目6番51号

http://www.sandenko.co.jp

昭和38年 　８０　名　　（男：　６８　名　　　女：１２　名）

通信、屋内電気、信号、移動体無線、遠隔監視装置製造・設置、建築等工事の設計、施工

当社は「企業は人なり」をモットーに人材育成に力を入れています。
能力主義の比重を多く取り入れており、頑張る人は年齢を超えて登用されるため、若い社員も躍動できる環境がここにはあります。
昨年は創業５０周年を迎え、これからは次のステージ、１００年企業を目指します！

担　当
部　署 氏　名

営業部 　中神　有規

※本社住所と異なる場合のみ記入 ０９２－７７１－７６４１

所在地
０９２－７４１－２４３２

nakagami@sandenko.co.jp

☑大学院卒（☑理系・□文系）　・　☑大学卒（☑理系・□文系）　・　☑短大　・　☑高専・能開校　・　□専修学校

2014年3月卒（実績） 2015年3月卒（計画）

８名 ５名

福岡市、熊本市、大分市

技術管理職

通信工事、電気工事などの設計、施工管理。将来の管理職候補。

５名

　８　:　００　～　　１７　:　３０　　　（休憩　９０分） 教育制度
資格補助

・入社後１年間は研修生として入寮制度有り　※寮費￥34,000-（平
日朝夕食事、光熱費込み）
・資格取得助成金制度有り　※社内規定による☑有　（　　　３７　時間/月　）　　・　　□無

休日休暇

☑日曜　・　☑祝日　・　☑土曜　（当社カレンダー）　／　年間１０５日

☑夏季休暇　３日　・　☑年末年始　５～６日

☑有（３ケ月）賃金１００％　・　□無 ☑有給休暇初年度　６ヶ月経過後１０日　・　□その他（　　　　　　　　）

賃金

□有 (　　　　　　)　．　☑無 ☑有 (            　　 )　・　□無

管理職手当、チーフ手当、ブラザー手当、扶養手当、児童手当、学生手当、単身赴任手当

応募方法

☑履歴書　・　☑成績証明書　・　☑卒業見込証　・　□その他（　　　　　　　　　　　）

消印有効日　　第１回目＝平成２６年４月１２日、第２回目＝平成２６年５月３日、第３回目＝平成２６年５月３１日

〒810-0053　福岡市中央区鳥飼２丁目６番５１号　株式会社サン電工社　採用担当　中神有規

年　１　回　　　２０００　円～　６０００　円　 年　２　回　　　ヶ月

福利厚生

☑全額支給　・　□定額支給（上限月　　　　　　　まで支給）　・　□無

社会保険

☑有　　定年（　６５歳）　・　☑再雇用（１年ごとの契約）　・　□無

　普通自動車運転免許

①３年以内既卒者（新卒扱い）の応募　　☑可　・　□不可

会社説明会
２０１４年１月２４日（金）１３時００分～１６時３０分　（福岡県中小企業団体中央会主催合同会社説明会）

アクロス福岡地下２階イベントホール　（福岡市中央区天神１－１－１　）

　採用試験

第１回目＝平成２６年４月１９日（土）、第２回目＝平成２６年５月１０日（土）、第３回目＝平成２６年６月７日（土）

福岡市中央区鳥飼２丁目６番５１号 鳥飼バス停　徒歩１分

☑書類選考　・　☑筆記試験（☑一般常識　・　□SPI　・　☑論作文　・　☑適性検査　・　□語学）　・
☑面接　・　☑その他（専門学科筆記試験　　　　　　　）

☑自由応募　・　☑学校推薦　・　□その他（　　　　　　　　　　　　　）

mailto:nakagami@sandenko.co.jp

