
■企業概要 株式会社シティーライン

企業名 所属団体

郵便番号 ８１１－２２３３ 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） 2,500万円 売上高（万円） 15億円

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

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 ¥145,000 ¥145,000 ¥145,000

諸手当 ¥50,000 ¥50,000 ¥50,000

合計 ¥195,000 ¥195,000 ¥195,000 ¥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

田浦　通 非上場

求　　人　　票（２０１５年３月卒対象説明会）

株式会社　シティーライン

福岡県糟屋郡志免町別府北２－１－１

http://city-line.co.jp

所在地
同上 ０９２－６１２－０１６１

nishida@city-line.co.jp

1983年10月3日 23名　　（男：19名　女：4名）

流通商品の保管から配送、在庫管理に至る迄、物流全てを代行する、総合物流提案企業

九州島内全域をカバーする物流インフラを持ち、高齢化社会を見据え医療物流へ特化したサービスを展開しております。

担　当
部　署 氏　名

企画開発部 西田　健司

物流サービス

※本社住所と異なる場合のみ記入 ０９２－６１２－００８９

2014年3月卒（実績） 2015年3月卒（計画）

4名 4名

福岡県糟屋郡志免町別府北２－１－１

配送・倉庫の管理全般

4名

休日休暇

☑日曜　・　☑祝日　・　☑土曜　（　　隔週　　　）　／　年間　　　日

□夏季休暇　　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

　　　:　　　～　　　:　　　　（休憩　　分） 教育制度
資格補助☑有　（40～45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 (　諸手当に含む )　・　□無

応募方法

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

　＊随時、応募受付致します。

株式会社シティーライン　本社　福岡県糟屋郡志免町別府北２－１－１

年１回　　　　０円～　１０，０００円　 年２回　　経常利益の１０％を分配する

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

普通自動車免許

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。

株式会社シティーライン　本社

□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://city-line.co.jp/
mailto:nishida@city-line.co.jp


■企業概要 株式会社ジャパンネットワークグループ

企業名 所属団体

郵便番号 ８２０－００３１ 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） ５９億

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

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

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 専修学校

月額基本給 ¥169,200 ¥169,200 ¥154,160

諸手当

合計 ¥169,200 ¥169,200 ¥154,160 ¥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

代表取締役　齊藤一真 非公開

求　　人　　票（２０１５年３月卒対象）

株式会社ジャパンネットワークグループ

福岡県飯塚市西徳前１４－７２

http://www.japannetworkgroup.com/

所在地
0948-25-6674

t-kawakami@japannetwork.co.jp

1996年1月8日 　　　　170名　　（男：　　　105名　女：　　　65名）

携帯電話販売代理店事業（Ｓｏｆｔｂａｎｋ・ａｕ・ｗｉｌｌｃｏｍ）・ショップ展開事業・モバイルアクセサリー製造販売・卸など

「スタッフは家族だ」と言い切るダンディな社長が弊社の自慢です。事業計画や自分の夢をいつもスタッフに熱く語ってくれます。しかもその夢や事業計画はいつも
実現し、業界でなんと全４位の実績を誇っています。さらに、全国で初めてソフトバンクホークスとのパートナーズ契約を締結したり、九州で初のコンシェルジュがい
る店舗を作ったり。常に業界でＴＯＰを走っています。それだけではなく、弊社はスタッフの評価もしっかりします。顧客満足同様、社員満足にも力を入れています。

担　当
部　署 氏　名

店舗管理コンプライアンス研修教育課 川上　友美

携帯電話接客販売及び営業

※本社住所と異なる場合のみ記入 0948-25-6263

2013年3月卒（実績） 2015年3月卒（計画）

10人 20人

弊社グループ店舗内(福岡県・佐賀県・熊本県・山口県・東京都・埼玉県・千葉県）

新規受付や機種変更などの店内業務を
主に、店内装飾なども行う。

１０名

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

☑正社員

ａ）１０：００～１９：００　ｂ）１０：００～２０：００　ｃ）９：００～２１：００全実働８ｈ 教育制度
資格補助☑有　（　　５～　　１０時間/月　）　　・　　□無

但し、栄転を伴う場合のみ

休日休暇

完全シフト制　月８回休み　年間　１０５　日

□夏季休暇　　日　・　□年末年始　　日

☑有（　　ヶ月）賃金　　％　・　□無 □有給休暇初年度　　日　・　☑その他（　　入社６ヶ月超～１０日　　　）

普通自動車免許（ＡＴ限定可）　　高卒以上（全日制過程に限る）

賃金

□有 (　　　　　　)　・　☑無 ☑有 (　　　　　　)　・　□無

アドバイザー手当・達成手当・役職手当・勤続年数手当など

年　１　回　　　　３０００　　　円～　　　１６０００　　　円　 年　　２回　　　　達成率により異なる

福利厚生

□全額支給　・　☑定額支給（　　　　　　）　・　□無

社会保険

□有　　定年（　　歳）　・　□再雇用（　　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）

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（　　　　　　　　　　　）

平成　　25年　　4月　1　日（　　）～平成　　26年　　12月　28　日（　　）

〒820-0031 福岡県飯塚市西徳前１４－７２　担当　川上宛

　採用試験

随時

詳細はお電話にて伝えます。

☑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.japannetworkgroup.com/
mailto:t-kawakami@japannetwork.co.jp


■企業概要 株式会社ゾーン

企業名 所属団体

郵便番号 807-0815 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） 3,400万円 売上高（万円） 510万

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 ¥160,000 ¥160,000 ¥145,000

諸手当 ¥70,000 ¥70,000 ¥70,000

合計 ¥230,000 ¥230,000 ¥215,000 ¥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

代表取締役　　金村　浩二 非上場

求　　人　　票（２０１５年３月卒対象説明会）

株式会社　ゾーン

北九州市八幡西区本城東５丁目２番３３号

http://zonegroup.co.jp

所在地
093-693-1178

kunisaki@zonegroup.co.jp

1988年7月 　127名　　（男：100名　女：　27名）

既存の事業展開と共に新規事業も視野に入れてサードプレイス事業に取り組んでます。

「heart&dream」の企業理念のもと「目指すべき未来の実現」に向けて現実と真摯に向き合ってまいりました。今後はパチンコ事業を基幹事業として不動産事業、飲食
事業を次の収益の柱として育てています。また、地域の第３の居場所「サードプレイス」づくりとしてのホールづくりを進めてまいります。

担　当
部　署 氏　名

総務課 國﨑　俊夫

総合職

※本社住所と異なる場合のみ記入 093-693-1177

2014年3月卒（実績） 2015年3月卒（計画）

14人 10人

北九州市、行橋市、宗像市、太宰府市、京都郡苅田町

ホール接客、企画、マーケティ
ング

10人

休日休暇

□日曜　・　□祝日　・　□土曜　（　　　　　）　／　年間　84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

　8:55　～　0:15　（シフト制：実働７．５時間、休憩45分） 教育制度
資格補助☑有　（　0～5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 (　　　　　　)　・　☑無 ☑有 (            　　 )　・　□無

応募方法

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

＊随時の応募受付しております。

選考開始後総務課にて受付

年　2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　　　　　　２万まで支給）　・　□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ご連絡致します。

アクロス福岡503 市営地下鉄天神駅から徒歩１０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://zonegroup.co.jp/
mailto:kunisaki@zonegroup.co.jp


■企業概要 株式会社ツバメガスフロンティア

企業名 所属団体

郵便番号 ８１０－０００４ 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 42才 資本金（万円） 5,000万円 売上高（万円） 125億円

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

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　・　

フレックス ☑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 ¥168,000

諸手当 ¥35,000

合計 ¥0 ¥203,000 ¥0 ¥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

代表取締役社長　寺田光一郎 非公開

求　　人　　票（２０１５年３月卒対象説明会）

株式会社ﾂﾊﾞﾒｶﾞｽﾌﾛﾝﾃｨｱ

福岡市中央区渡辺通１－１－１

www．Tsubamegas-f.co.jp

1955年3月15日 ８６名　　（男：　６２名　女：　２４名）

液化石油ｶﾞｽ販売・関連商品の販売・住宅設備機器の販売

CO2排出量の少ない環境に優しいクリーンなｴﾈﾙｷﾞｰであるLPｶﾞｽとお客様に安全・安心・快適性を提供し続けて60年と言う長い歴史のある会社です。

担　当
部　署 氏　名

総務経理部 山口みさ子

※本社住所と異なる場合のみ記入 ０９２－７６１－０３６３

所在地
０９２－７５１－２７６０

yamaguchi@tsubamegas-f.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）

4人 4人

九州一円及び山口

営業職

新規住宅の開拓並びに依存のお客様のコンロ、給湯器等の提案営業、器具修理・取付

4人

　８　:　３０　～　１７　:　３０　　（休憩６０　分） 教育制度
資格補助☑有　（10時間/月　）　　・　　□無

休日休暇

☑日曜　・　☑祝日　・　☑土曜　（第２，３，４）　／　年間107日

☑夏季休暇　２日　・　☑年末年始　４日

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

賃金

☑無 ☑有 (            　　 )　・　□無

外勤手当・日直手当

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。

福岡市中央区渡辺通１－１－１　サンセルコビル８階　総務経理部　山口宛

年　１　回　　２，０００円～　４，０００円　 年　２　回　　　４ケ月又は　　　　　　　　　円

福利厚生

□全額支給　・　☑定額支給（上限月３万円まで）　・　□無

社会保険

☑有　　定年（60歳）　・　☑再雇用（65歳）　・　□無

普通自動車第1種免許

①３年以内既卒者（新卒扱い）の応募　　☑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。

同上

☑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（　ﾏｲﾅﾋﾞにてｴﾝﾄﾘｰをお願いします。）

http://www.tsubamegas-f.co.jp/
mailto:yamaguchi@tsubamegas-f.co.jp


■企業概要 株式会社ディーエステック

企業名 所属団体

郵便番号 812-0004 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 40.7才 資本金（万円） 5,000万円 売上高（万円） 808,500万円

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

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 ¥180,000

諸手当

合計 ¥0 ¥190,000 ¥0 ¥180,000 ¥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 ☑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

安冨　法影 非上場

求　　人　　票（２０１５年３月卒対象説明会）

福岡県福岡市博多区榎田２丁目１番１８号

http://www.daikin.co.jp/group/DST/

所在地
092-481-0747

osamu.wakabayashi@grp.daikin.co.jp

1998年11月20日 　125名　　（男：　93名　女：　32名）

空調冷凍機器・装置の販売及び設計・施工、アフターサービス・メンテナンス

ダイキン工業㈱１００％出資のグループ企業として、空調機器はもちろん、ボイラー等の熱源や衛生機器、中央監視システムにいたるまで多くの製品を取り揃え、
九州一円で営業展開しています。
オフィスビル、商業施設、教育施設、医療福祉施設、工場から個人宅まであらゆる施設に対応します。

担　当
部　署 氏　名

企画業務部 若林　治

営業職 技術職

※本社住所と異なる場合のみ記入 092-411-9241

2014年3月卒（実績） 2015年3月卒（計画）

－ 3～5名

本社

空調をはじめとする各種機
器・装置の販売

アフターサービス・メンテナン
ス

1～2名 2～3名

営業所（九州一円・沖縄）

休日休暇

☑日曜　・　☑祝日　・　☑土曜　（年間10日程度土曜出勤有）／年間115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

　　8:45　～　17:30　　（休憩 60分） 教育制度
資格補助

有り
☑有　（　　　　時間/月　）　　・　　□無

☑有（　5ケ月）賃金　100％　・　□無 ☑有給休暇初年度15日　・　□その他（　　　　　　　　）

賃金

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

応募方法

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

平成26年　4月 以降随時

福岡県福岡市博多区榎田２丁目１番１８号　株式会社ディー・エス・テック　企画業務部

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

社会保険

☑有　　定年（60歳）　・　☑再雇用（65歳）　・　□無

業務上必要な免許･資格等をお持ちでない方は、入社後に取得していただきます
①求める人材像は　◇仕事への強い参画意識を持てる人
　　　　　　　　　　　◇弛まぬ向上心を持ち続け、自ら成長しようとし続ける人
　　　　　　　　　　　◇“誰にも負けない得意分野”を持ち、進んで未知の領域に挑戦し、変革する人
②３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いたします

株式会社ディー・エス・テック　本社 福岡市営地下鉄　東比恵駅から徒歩10分

一次選考　☑面談（45分程度、グループ形式）　☑筆記試験（基礎能力60分＋パーソナリティ35分）
二次選考　☑役員面接（60分程度）

☑自由応募　・　□学校推薦　・　□その他（　　　　　　　　　　　　　）

http://www.daikin.co.jp/group/DST/
mailto:osamu.wakabayashi@grp.daikin.co.jp


■企業概要 株式会社　西井塗料産業

企業名 所属団体

郵便番号 812-0007 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） ４,８００万円 売上高（万円） ２１０億円

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

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 ¥208,870 ¥204,170

諸手当

合計 ¥208,870 ¥204,170 ¥0 ¥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

 西井　一史 　非上場

求　　人　　票（２０１５年３月卒対象説明会）

株式会社　西井塗料産業

　福岡市博多区東比恵３丁目４番６号

http://www.nishii.co.jp

所在地
　092-415-4510

　k-fukumaki@nishii.co.jp

1947年12月1日 　　２８０名　　（男：　２２０名　女：　６０名）

　　塗料全般・塗装機器、塗装設備、その他関連資材 

当社は ロケットからビル・スマホ・家具・ペンにいたるまで、塗料と塗装が必要とされるあらゆるシーンで、塗装エンジニアリング提案で存在価値をアピールする専門
商社です。
取扱商品の法人への営業が主な仕事です。塗料・塗装の分野で企画提案力や営業力を磨いて、お客様の多様化するニーズに応えます。

担　当
部　署 氏　名

総務グループ 服巻　清美

営業職

※本社住所と異なる場合のみ記入 　092-415-0241

2014年3月卒（実績） 2015年3月卒（計画）

１１人 １５人

　九州各地を中心にした各営業所

主に法人へのルート営業

１５人

休日休暇

☑日曜　・　☑祝日　・　☑土曜　（隔週）　／　年間１０５日

☑夏季休暇　４日　・　☑年末年始　５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

有り
☑有　（　　　　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

通勤手当、家族手当

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。

〒　812-0007　福岡市博多区東比恵3-4-6　　総務グループ　

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

　普通自動車免許

①３年以内既卒者（新卒扱い）(の応募　　□可　・　☑不可
②会社説明会は、数回/年行います。日程はホームページ（http://www.nishii.co.jp）でご確認ください。

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致します。

福岡市博多区東比恵3-4-6　本社　２階会議室 　地下鉄　東比恵駅

☑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.nishii.co.jp/


■企業概要 株式会社パイオニアソフト

企業名 所属団体

郵便番号 815-0031 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） 6,100万円 売上高（万円） 133,200万円

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

ｻﾌﾞﾏﾈｰｼﾞｬｰ

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 ¥197,000 ¥193,000 ¥177,000 ¥185,000 ¥185,000

諸手当

合計 ¥197,000 ¥193,000 ¥177,000 ¥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　森永　守房 非上場

求　　人　　票（２０１５年３月卒対象説明会）

株式会社パイオニア・ソフト

福岡市南区清水4-22-16　PSビル

http://www.psnet.co.jp

所在地
092-512-0042

goto40@psnet.co.jp

1976年10月9日 137名　　（男：117名　女：20名）

システムコンサルティング、システム構築（設計、開発）、業種・業務パッケージの開発及びカスタマイズ、情報処理サービス

学部・学科　不問！（文理問わず）
九州・首都圏で30年以上にわたり担い続けてきた最先端のIT開発技術力があなたのチャレンジスピリットを後押しします！

担　当
部　署 氏　名

管理統括部 菅原　公雄

システムエンジニア・プログラ
マー

事務職

※本社住所と異なる場合のみ記入 092-512-0005

2014年3月卒（実績） 2015年3月卒（計画）

6人 10人

福岡、東京

システム開発 経理・購買

10人 1人

休日休暇

☑日曜　・　☑祝日　・　☑土曜　（第1土曜以外）　／　年間　113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

　9　:　30　～　18　:　00　　（休憩60分） 教育制度
資格補助

新人技術研修、フォローアップ研修、資格報奨金制度など
☑有　（30　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

職位手当、家族手当、通勤手当

応募方法

□履歴書　・　☑成績証明書　・　☑卒業見込証　・　☑その他（リクナビOpen ES）

　　　年　　月　　日（　　）～　　　　2014年4月25日（金）＊随時、応募受付致します。

福岡市南区清水4-22-16　㈱パイオニア・ソフト　採用事務局　宛

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35,000円まで支給）　・　□無

社会保険

☑有　　定年（60歳）　・　□再雇用（65歳）　・　□無

なし

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。

㈱パイオニア・ソフト　本社 西鉄　大橋駅

□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（　　　　　　　　　　　　　）



■企業概要 株式会社ハウジング・カフェ

企業名 所属団体

郵便番号 830-0055 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） 98,747万円

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 849-0111 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 専修学校

月額基本給 ¥167,700 ¥167,700 ¥158,000

諸手当 ¥2,300 ¥2,300

合計 ¥170,000 ¥170,000 ¥158,000 ¥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 　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）

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

提出期間 ＊随時、応募受付致します。

提出先 〒849-0111　佐賀県三養基郡みやき町大字白壁1978

日　時 ＊応募された方に直接ご連絡致します。

場　所 ＊応募された方に直接連絡致します。 最寄駅

内　容

応募方法 ☑自由応募　・　□学校推薦　・　□その他（　　　　　　　　　　　　　）

福岡県中小企業団体中央会

陣内　孝広 未上場

求　　人　　票（２０１５年３月卒対象説明会）

株式会社ハウジング・カフェ

福岡県久留米市上津1-5-26

http://housing-cafe.net/

所在地
佐賀県三養基郡みやき町大字白壁1978 0942-89-6801

nishiyama@marusan.group.net

1997年11月25日 　　21名　　（男：　14名　女：　　7名）

●注文住宅の設計、施工、販売●不動産売買・リフォーム事業　●輸入家具・雑貨販売等

「こだわりぬいた自然素材を使い、日本一安く売る」をモットーに、久留米エリア中心に注文住宅事業を展開中。
家は一生で一番大きなお買い物。だからこそ、何度も打ち合わせを重ねます。お客様の相談に親身になって応えるには、嘘をつかない誠実さと何事にも精一杯取り
組む意欲ある方を希望します。

担　当
部　署 氏　名

グループ統括本部 西山　覚治

営業 施工管理・積算 事務 保育士

※本社住所と異なる場合のみ記入 0942-89-6807

2014年3月卒（実績） 2015年3月卒（計画）

6人 7人

福岡県久留米市、筑紫野市、佐賀県佐賀市

住宅デザインや土地探しなど
の総合的な提案

木造住宅の施工管理業務又
は積算業務

総務・経理・人事や、来店された
方への接客・応対電話取り次ぎ

来店頂いたお客様のお子様の対応

3人 1人 2人 1人

休日休暇

☑日曜　・　☑祝日　・　☑土曜　（月2回）　／　年間　90日　※営業を除く

☑夏季休暇　　3日　・　☑年末年始　4日　※営業を除く

☑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　～　18:00　　（休憩　60分） 教育制度
資格補助

資格取得のための受験料や教材代等を補助する事がある
☑有　（　　30　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 (\20,000　　)　・　□無 ☑有 (            　　 )　・　□無

家族手当、表彰金、報奨金（営業職）、車輛手当（営業職）

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　\20,000　まで支給）　・　□無

社会保険

☑有　　定年（60歳）　・　☑再雇用（65歳）　・　□無

　採用試験 □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（　　　　　　　　）

普通自動車免許（営業職）

①３年以内既卒者（新卒扱い）の応募　　営業のみ　☑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）

応募方法

http://housing-cafe.net/
mailto:nishiyama@marusan.group.net


■企業概要 株式会社不動産中央情報センター

企業名 所属団体

郵便番号 802-0072 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 37歳 資本金（万円） 1億8,000万円 売上高（万円） 23億3,000万円

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

大学院 大学 短大 高専・能開校 専修学校

月額基本給 ¥178,650 ¥178,650

諸手当 ¥21,170 ¥21,170

合計 ¥199,820 ¥199,820 ¥0 ¥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

濱村　美和 非上場

求　　人　　票（２０１５年３月卒対象説明会）

株式会社　不動産中央情報センター

北九州市小倉北区東篠崎一丁目5番1号

http://www.demand.co.jp/

所在地
093-923-2001

saiyou@demand.co.jp

1974年7月2日 　166　名　　（男：　85　　名　女：　81　　名）

アパマンショップにおける賃貸斡旋、不動産管理、資産活用、売買仲介、生・損保事業

地元北九州市で創業40年！管理物件戸数・賃貸仲介件数ともに市内No.1の実績です。店舗では若手スタッフが店長、リーダー、サブリーダーとして活躍中！入社後
3ヵ月間の研修後も、階層別・課題別など3年間の定期的な研修プログラムがあります。不動産について幅広く学べますので、是非一度弊社の説明を聞いて下さい。

担　当
部　署 氏　名

総務人事課 楠　大助

賃貸営業 管理営業

※本社住所と異なる場合のみ記入 093-931-1000

2014年3月卒（実績） 2015年3月卒（計画）

9名 5～7名

北九州市及び近郊の各アパマンショップ

お部屋探しのお手伝い
賃貸物件の紹介、提案、契約業務

家主業代行。家主様訪問、入居促
進・リフォーム提案、入居者対応

5～7名

休日休暇

□日曜　・　□祝日　・　□土曜　（　　　　　）　／　年間　105　日

■夏季休暇　5　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

　　9　:　00　～　18　:　00　（休憩　60　分） 教育制度
資格補助

入社後研修、階層別・課題別など研修随時（外部研修含）
資格手当・各種資格受験料返金制度（合格時）■有　（　20～40　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 (15,000円条件有)　・　□無 ■有 (            　　 )　・　□無

宅地建物取引主任者手当20,000円／月　その他資格手当

応募方法

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

応募時随時

〒802-0072　北九州市小倉北区東篠崎一丁目５番１号　株式会社　不動産中央情報センター　総務人事課　楠・栫　

業績に応じる 年　2　回　　1　　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

普通自動車免許

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　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

随時　マイナビ2015にて公開・予約受付

不動産中央情報センター　本社2階研修室 モノレール片野駅徒歩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（グループワーク）

■自由応募　・　□学校推薦　・　■その他（マイナビ2015よりエントリー）

http://www.demand.co.jp/
mailto:saiyou@demand.co.jp


■企業概要 株式会社マツイシ

企業名 所属団体

郵便番号 832-0812 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） 5,000万円 売上高（万円） 42億円

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 835-0025 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 専修学校

月額基本給 ¥175,000 ¥175,000 ¥175,000 ¥175,000

諸手当 ¥51,000 ¥51,000 ¥51,000 ¥51,000

合計 ¥226,000 ¥226,000 ¥226,000 ¥0 ¥226,000

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

松石　博文 非上場

求　　人　　票（２０１５年３月卒対象説明会）

株式会社マツイシ

福岡県柳川市三橋町五拾町366番地

http://www.matsuishi.com

所在地
福岡県みやま市瀬高町上庄741-1 0944-63-7213

t_nakanishi@matsuishi.com

1970年3月1日 　　　69　名　　（男：　63名　女：　　6名）

◆お好み焼きレストランチェーン「どんどん亭」の経営　◆大型ショッピングセンター内フードコートでのファーストフード店の経営　◆串焼
き居酒屋博多一番どりのフランチャイズ経営

当社は九州でお好み焼レストラン「どんどん亭」など数多くの飲食店舗を展開している、業界内で歴史のある会社です。今後の出店計画による人員確保のため社員
を募集します。入社後は研修店舗で一から接客と調理の勉強をしていただき、そして店舗を運営できる能力を身に付けていただきます。

担　当
部　署 氏　名

総務課 中西　聡明

総合職

※本社住所と異なる場合のみ記入 0944-63-7211

2014年3月卒（実績） 2015年3月卒（計画）

3人 5人

福岡県、佐賀県、熊本県、長崎県、大分県

店舗管理・運営業務

5人

休日休暇

当社年間休日カレンダーによる月6～9日　／　年間　95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　・　☑専修学校

店舗営業時間内での8時間のシフト勤務 教育制度
資格補助☑有　（　　　　30時間/月　）　　・　　□無

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

賃金

☑有 (　　　　　　)　・　□無 ☑有 (諸手当に含む )　・　□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(電話連絡の上履歴書を送付してください)

福岡県みやま市瀬高町上庄741-1

年　1回　　　5,000円～9,000円　 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　　　21,000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

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

随時、応募された方に直接ご連絡致します。

福岡県みやま市瀬高町上庄741-1 西鉄大牟田線柳川駅もしくはJR鹿児島本線瀬高駅

☑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.matsuishi.com/
mailto:t_nakanishi@matsuishi.com

