［福島県委託］
平成30年度合同企業説明会開催等事業
平成3
平成30年度合同企業説明会開催等

魅力充実!!ふるさとUターン!!

ふくしま大卒等就職ガイダンス
日時
会場

2019 年 3月2日（土）10:00〜17:00
池袋サンシャインシティ

参加無料

●第1部／ 5Ｆコンファレンスルーム
●第2部／4Ｆ展示ホールA

ワールドインポートマートビル
参加対象

福島県の
成長企業

事前予約不要

●2020年3月に大学院・大学・短期大学・高等専門学校・専修学校等卒業(修了)予定の方

135社
企業一覧は裏面です!!

●2017年3月以降に大学院・大学・短期大学・高等専門学校・専修学校等卒業(修了)した方

「人事担当者はココを見ている!」
面接攻略塾 ①10:00〜10:55 ②11:05〜12:00

これもK

CHEC

福島県内でも開催!!

第1部 「ふくしまで働く先輩社員に聞いてみよう!」Uターン就活攻略塾 ①10:00〜10:55 ②11:05〜12:00

日時

（金）10:00
2019 年 3月8日
〜16:00

10:00

会場

ビッグパレットふくしま

学ぶ

12:00

面接で見るポイントなど、
実践で活かせる内容を企業の採用担当者がアドバイスします。

福島で働いている先輩たちが「リアルな体験談」
「Uターン就活法」
をお話しします。

就活応援!! 就活メイク講座（女性のみ）10:00〜（1回限定開催）
大手化粧品メーカーの講師から就活に適したメイクを学びます。あなたの魅力を高めて企業にアピール。

第1部参加
スペシャル
特典

出会う
第2部

第2部開始5分前に先行入場できるファストパスを配布。他の

10:15 〜11:40

就職活動支援イベント 10:00〜11:40

第2部 合同企業 説明 会

2 スタンプ1つ贈呈 第2部で開催するスタンプラリーを有利に進められます。

合同企業説明会 250社（参加予定）

13:00〜16:00

※詳しくは福島労働局ホームページをご覧ください。

合同企業説明会
福島の企業を何社知っていますか？あなたの知らない魅力あふれる企業がたくさんあります。採用担当者から
直接説明を聞いて、
生きた情報をたくさん仕入れよう！

福が満開!!就活福袋

スタンプラリーで5社以上訪問の方に参加企業協賛の
ノベルティが詰まった福袋進呈。

キャリア支援機構の
も
ぜひチェックしてください!!
福島の就職情報を
LINE@で配信中!!

キャリア支援機構のLINEをともだち登録して就活に役立つ情報をゲットしよう!!

今すぐ
友だち
追加!

参加企業の詳しい情報は、
2019年1月に下記キャリア支援機構WEBサイトで公開します!!
各企業のセールスポイントや若手社員のインタビューをわかりやすく掲載しています。
ぜひ、
事前にチェックしてください!!

お問合せ

事 業 所PRタイム

1 ファストパス配布
学生よりも早く希望するブースを訪問できます。

13:00
17:00

第1部

一般社団法人キャリア支援機構

●主
●後

〒963-8811 郡山市方八町一丁目2番10号 郡中東口ビル6F

ID:＠tab8428c

催 福島県／厚生労働省福島労働局(新卒応援ハローワーク、
ハローワーク)
援 東京労働局／アカデミア・コンソーシアムふくしま／福島県中小企業団体中央会
福島県商工会議所連合会／福島県商工会連合会

TEL 024-941-1711 Mail f-turn@f-shien.net

●受託運営 一般社団法人キャリア支援機構

月曜日〜金曜日（祝日・年末年始を除く）9:00〜17:30

●協

※メールで問合せの方は事務局からのメールを受信できるようにしてください。

力 オリンピック・パラリンピック等 経 済界協議 会
福島大学ＣＯＣ+推進室

ふくしま大卒等就職ガイダンス 東京会場出展企業135社一覧
日時

2019 年3 月2日（土） 会場 池袋サンシャインシティ ワールドインポートマートビル 4F
製造業

金融業・保険業

学術研究・専門技術サービス業

会津オリンパス株式会社

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

日栄地質測量設計株式会社

株式会社朝日ラバー

株式会社大東銀行

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

アネスト岩田株式会社

株式会社東邦銀行

株式会社プランニングA

永大小名浜株式会社

二本松信用金庫

ベストファーム株式会社

北芝電機株式会社

野村證券株式会社

株式会社み・らいとコンサルティング

株式会社北日本金型工業

ひまわり信用金庫

株式会社ル・プロジェ

株式会社クォーツリード

福島信用金庫

堺化学工業株式会社 小名浜事業所

株式会社三井住友銀行

生活関連サービス業・娯楽業
医療・福祉

株式会社サクラテック

シリウスグループ
（株式会社シリウス）

サービス業
（他に分類されないもの）

株式会社三栄精機製作所

社会福祉法人育成会

会津若松商工会議所

株式会社山王 東北工場

社会福祉法人桜寿会

いわきビジネスサポート事業協同組合 株式会社シンエイ

株式会社サンブライト

一般財団法人温知会 会津中央病院

株式会社クレハ環境

シオヤ産業株式会社

社団医療法人呉羽会 呉羽総合病院

株式会社ジェット

株式会社常磐製作所

社会福祉法人湖星会

常磐興産株式会社 スパリゾートハワイアンズ

白河オリンパス株式会社

創世グループ

全国農業協同組合連合会福島県本部
東洋ワークセキュリティ株式会社

住友ゴム工業株式会社 白河工場

社会福祉法人福島愛育園

大同信号株式会社

社会福祉法人福島県福祉事業協会

伊達物産株式会社

公益財団法人福島県保健衛生協会

会津ガス株式会社

タニコー株式会社

医療法人社団平成会 社会福祉法人平成会

常磐共同ガス株式会社

株式会社ディ・エム・シー

社会福祉法人南東北福祉事業団

常磐共同火力株式会社

情報通信業

テクノメタル株式会社

電気・ガス・熱供給・水道業

若松ガス株式会社

株式会社デンソー福島

株式会社ウェブレッジ

東新工業株式会社 いわき工場

NECプラットフォームズ株式会社 福島事業所

株式会社アポロガス

東洋システム株式会社

株式会社エヌシステム

株式会社いちい

トキワ印刷株式会社

株式会社FSK

MXモバイリング株式会社

トヨタ部品福島共販株式会社

株式会社エフコム

共力株式会社

株式会社日進堂印刷所

株式会社テレビユー福島

生活協同組合コープあいづ

日本オートマチックマシン株式会社

株式会社日本アドシス

株式会社ジョイント

卸売・小売業

パーフェクトン株式会社

株式会社東日本計算センター

株式会社シンセイ

パナソニックエコソリューションズアモルトン株式会社

福島コンピューターシステム株式会社

株式会社ダイユーエイト

林精器製造株式会社

株式会社福島中央テレビ

株式会社ハニーズホールディングス

株式会社ファルテック

株式会社福島民報社

福島建機株式会社

福島サンケン株式会社

株式会社マクロウェア

建設業

株式会社福島芝浦電子

福島トヨペット株式会社
株式会社福島マツダ

株式会社福島製作所

安積電気通信興業株式会社

株式会社マルト

福島太陽誘電株式会社

岡本工業株式会社

株式会社ユニフォームネット

株式会社福島ニチアス

株式会社金堀重機

株式会社ヨークベニマル

株式会社フジ機工

株式会社クレハエンジニアリング

プランツラボラトリー株式会社

クレハ錦建設株式会社

株式会社栄楽館 ホテル華の湯

宿泊業・飲食サービス業

本田金属技術株式会社

常磐開発株式会社

一般財団法人休暇村協会 休暇村裏磐梯

前澤給装工業株式会社

田村建材株式会社

長治観光株式会社 ホテルリステル猪苗代

丸三製紙株式会社

八光建設株式会社

株式会社東急リゾートサービスグランデコリゾート

株式会社MARUWA QUARTZ

堀江工業株式会社

株式会社東横イン

株式会社武蔵野

矢田工業株式会社

株式会社ムラコシ精工 ファインコンポーネンツ事業部 勿来工場

運輸・郵便業

教育・学習支援業
公立大学法人福島県立医科大学

株式会社大和三光製作所

会津乗合自動車株式会社

酪王乳業株式会社

伊達貨物運送株式会社

会津若松市

東日本旅客鉄道株式会社

郡山市

福島交通株式会社

福島県庁

不動産業・物品賃貸業
TOHOピクス株式会社

公 務

※上記企業は2018年11月1日時点において、
決定している企業であり、
今後変更になる可能性があります。
予めご了承ください。

参加企業の詳しい情報は2019年1月にキャリア支援機構Webサイトで公開します。 http://career-shienkikou.com/

