
ふくしま大卒等就職ガイダンス（３月１５日（火）開催）

ブース番号順　参加事業所一覧表
ブース

No.
若者応援
宣言企業 事 業 所 名 業  種 事 業 内 容

1 ☆ 社会福祉法人湖星会 医療・福祉 第1種・2種社会福祉事業

2 ☆ 医療法人医和生会 医療・福祉 診療所・各種介護サービス

3 ☆ 医療法人社団平成会 医療・福祉
介護老人保健施設、デイサービスセンター、グ
ループホーム等の施設運営

4 ☆ 社会福祉法人北信福祉会 医療・福祉 高齢者・児童福祉施設の運営

5 ☆ 株式会社リブレ　リブレ松川 医療・福祉 福祉・介護事業所

6 ☆ 医療法人松尾会　松尾病院 医療・福祉
地域に不可欠な医療を提供する事業、病院・
通所リハビリテーション・グループホーム

7 一般財団法人温知会　会津中央病院 医療・福祉 病院の運営及び医療の提供

8 ☆ 一般財団法人太田綜合病院 医療・福祉
病院、介護老人保健施設、介護サービス事業
所の運営

9
一般財団法人脳神経疾患研究所
附属総合南東北病院

医療・福祉 病院

10 ☆
社会福祉法人容雅会
特別養護老人ホームサニーポート小名
浜

医療・福祉 特別養護老人ホームの経営

11 ☆ 社団医療法人容雅会　中村病院 医療・福祉 病院

12 ☆ 医療法人栄心会 医療・福祉 診療所、介護施設の運営

13 ☆ 医療法人むつき会 医療・福祉 クリニック2か所、介護施設等15ヶ所の運営

14 ☆ 株式会社あいの里 医療・福祉
認知症高齢者グループホーム、小規模多機能
型居宅介護

15 医療法人昨雲会　飯塚病院・有隣病院 医療・福祉
病院・診療所・就労支援B型事業所・グループ
ホーム

16
メディカル・ケア・サービス株式会社
（愛の家グループホーム）

医療・福祉
「愛の家グループホーム」等介護施設の運営・
管理

17 ☆ 社会福祉法人心愛会 医療・福祉 高齢福祉、障がい福祉

18 社会福祉法人郡山福祉会 医療・福祉 介護老人福祉施設

19 ☆
社会福祉法人篤心会
特別養護老人ホームファミーユ

医療・福祉 介護事業

20 ☆
社会福祉法人篤心会
特別養護老人ホーム孝の郷

医療・福祉 介護事業

21 ☆
社会福祉法人篤心会
特別養護老人ホームエルピス

医療・福祉 介護老人福祉施設の運営

22 ☆ 特別養護老人ホーム小峰苑 医療・福祉 福祉施設の運営

23 ☆ 社会福祉法人福島愛育園 医療・福祉 児童養護施設、保育所

24 ☆
株式会社創世
聖ハートフルケア福島「十字の園」

医療・福祉 有料老人ホーム

25 ☆ 社会福祉法人創世福祉事業団 医療・福祉 保育園、高齢者サービス全般

26 ☆
株式会社創世　福島イングリッシュセン
ター

教育・学習支援業 英会話学校

27 ☆ 学校法人三育学園 教育・学習支援業 幼稚園、保育園
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28 ☆ 株式会社東日本学院 教育・学習支援業 小学生から高校生の学習・進路指導

29 ☆ 株式会社名城塾 教育・学習支援業 教務

30 ☆ 株式会社大川荘 飲食店・宿泊業 温泉旅館

31 ☆ 株式会社八幡屋 飲食店・宿泊業 旅館

32 ☆ 郡山ビューホテル株式会社 飲食店・宿泊業 宿泊・宴会・婚礼

33 ☆ 会津東山温泉向瀧　株式会社向瀧 飲食店・宿泊業 旅館業

34 株式会社ポラリス 飲食店・宿泊業 フランチャイズを主とした飲食店の運営

35 ☆ エターナルブライダル株式会社 飲食店・宿泊業 飲食店、カラオケ店、商業ビル運営

36 ハマツ観光株式会社 飲食店・宿泊業
宿泊施設。飲食・パーティー・結婚披露宴の提
供

37 株式会社幸楽苑ホールディングス 飲食店・宿泊業 らーめん店「幸楽苑」のチェーン店経営

38
長治観光株式会社ホテルリステル猪苗
代

飲食店・宿泊業 ホテル、スキー場、ハーブ園

39 穴原温泉　吉川屋 飲食店・宿泊業 宿泊・会議・婚礼・法要等

40
グランベルホテルグループ
株式会社フレンドステージ

飲食店・宿泊業 リゾートホテルの運営、及びホテル業務全般

41 ☆ 株式会社山水荘 飲食店・宿泊業 旅館

42 新常磐交通株式会社 運輸業 乗合バス、貸切バス事業

43 有限会社ゼスト 運輸業
輸送業を中心として他分野へチャレンジする事
業所

44 福島交通株式会社 運輸業 自動車運送事業、鉄道事業　他

45 会津乗合自動車株式会社 運輸業
会津地域を中心にバス・タクシーの運行とバ
ス・タクシー・自家用車の整備を行っています。

46 ☆
コメリ流通管理センター　北星産業株式
会社

運輸業
コメリグループの取扱商品の仕分業務、商品
管理、コメリ各店舗への配送

47 ☆ 株式会社サカイ引越センター 運輸業 引越専門

48 ☆ 郡山観光交通株式会社 運輸業 旅客自動車運輸業

49 ☆ 株式会社ニノテック 卸売・小売業
制御計装通信防災各機器のシステム構築及び
販売

50 ☆ 北日本石油株式会社 卸売・小売業
SS事業、陸上・海上用石油製品販売、新エネ
ルギー事業

51 ☆ 株式会社エヌ・エス・シー 卸売・小売業 携帯電話ショップスタッフ

52 株式会社ユニフォームネット 卸売・小売業 ユニフォームの（企業制服）企画・提案・販売

53 ☆ トヨタエルアンドエフ福島株式会社 卸売・小売業
物流システム・フォークリフト等、物流機器の販
売及びメンテナンス

54 ☆ サンセイ医機株式会社 卸売・小売業 医療機器、診療用材料の販売

55 株式会社日産サティオ福島 卸売・小売業 自動車の販売並び修理他
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56 ☆ 株式会社エスビー商会 卸売・小売業

自動車部品卸売・イエローハット運営・自動車
解体

57 ☆ 株式会社パルネット福島 卸売・小売業 携帯電話（au）の商品販売サービス

58 ☆ 福島トヨペット株式会社 卸売・小売業
新車（トヨタ、レクサス、フォルクスワーゲン販
売、保険代理店業）

59 ☆ 大久自動車販売株式会社 卸売・小売業
軽自動車の未使用者、新車販売、車検整備、
板金塗装

60 ☆ 福島スバル自動車株式会社 卸売・小売業 自動車販売、整備、損害保険代理店

61 株式会社おゝみ 卸売・小売業 呉服販売

62 東亜通商株式会社 卸売・小売業 鋼材卸売業、一次加工

63 ☆ 株式会社シンセイ 卸売・小売業 農業資材の輸入卸販売

64 ☆ 株式会社福島マツダ 卸売・小売業 自動車販売

65 東日本三菱自動車販売株式会社 卸売・小売業 自動車小売業

66 ☆ グラントマト株式会社 卸売・小売業 農業関連商品、生活必需品を扱う

67 株式会社いちい 卸売・小売業 スーパーマーケットの経営

68 株式会社リオン・ドールコーポレーション 卸売・小売業 スーパーマーケットの経営

69 株式会社おおつか 卸売・小売業
冠婚葬祭などのライフイベントギフトを取り扱う
専門店

70 ☆ ネッツトヨタ福島株式会社 卸売・小売業 トヨタ製新車販売、自動車点検整備

71 福島トヨタ自動車株式会社 卸売・小売業 トヨタ系自動車の販売及びメンテナンス業務等

72 トヨタ部品福島共販株式会社 卸売・小売業 自動車部品の販売

73 いわき魚類株式会社 卸売・小売業 水産物全般の販売

74 株式会社京王ズコミュニケーション 卸売・小売業 携帯電話販売代理事業

75 福島県南酒販株式会社 卸売・小売業 全酒類、食品の卸売

76 ☆
ホンダカーズいわき中央㈱小野モーター
ス

卸売・小売業 自動車販売・整備

77 渡辺パイプ株式会社 卸売・小売業 管工機材、住宅設備機器、建材の販売

78 ☆ 株式会社三條屋 卸売・小売業
インテリア工事のプロの方々にインテリア商材
を販売する専門商社

79 株式会社南東北クボタ 卸売・小売業 農業機械の販売、修理

80 ☆ 生活協同組合コープあいづ 卸売・小売業 店舗事業及び共同購入事業

81 株式会社小泉 卸売・小売業 住宅設備機器総合商社＆関連事業

82 ☆ 株式会社福島ビルテック 卸売・小売業 建築資材の卸売（小売）業

83 ハンナンフーズ東北株式会社 卸売・小売業 食肉販売、食肉加工品の製造・販売
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84 ☆ ネッツトヨタ郡山株式会社 卸売・小売業 自動車販売

85 ☆ 株式会社マルト 卸売・小売業 生鮮食品・加工食品・雑貨の販売

86 会津三菱自動車販売株式会社 卸売・小売業 新車・中古車販売・修理・保険の販売

87 トヨタカローラ福島株式会社 卸売・小売業 自動車の販売、修理、点検等

88 シンコール株式会社 卸売・小売業
カーテン、カーペット、クロス、家具インテリア資
材の企画開発及び販売

89 ☆ 株式会社キクチ 卸売・小売業 食品スーパー

90 ☆ 株式会社リンペイ 卸売・小売業 化学製品卸売業

91 シオヤ産業株式会社 卸売・小売業 鋼材、管工機材、土木資材、住宅設備の卸

92 ☆ セコムエンジニアリング株式会社 建設業
空調、給排水衛生、電気等の建築設備の新築や増
設、リニューアル工事の提案・設計・施工及びメンテ
ナンス

93 東日本ダイワ株式会社 建設業
建築設計及び施工、土地利用開発の総合コン
サルティング

94 ☆ クレハ錦建設株式会社 建設業 建築物の設計・施工管理請負

95 ☆ 株式会社郡山塗装 建設業
塗装工事を中核に建物のリニューアルに特化
した総合仕上事業

96 ☆ 株式会社ふたば 建設業 建設コンサルタント

97 ☆ 株式会社ジェット 建設業 建築設備のメンテナンス・リフォーム・工事等

98 株式会社内藤工業所 建設業 空調衛生設備工事、ダクト工事、現場管理

99 株式会社石井工務店 建設業 住宅設計、施工、商品開発

100 ☆ 庄司建設工業株式会社 建設業 土木、建築、建築設計

101 ☆ 大政興業株式会社 建設業 公共土木工事、建築

102 ☆ コバックス株式会社 建設業 設備業

103 ☆ 矢田工業株式会社 建設業
橋梁、水門、水管橋等鋼構造物の調査、設計、
制作、現場施工

104 株式会社日本ハウスホールディングス 建設業 注文住宅、不動産

105 アイワビルド株式会社 建設業 建設業、不動産業

106 地質基礎工業株式会社 建設業
地質調査、建設コンサルタント、橋梁点検、特
殊土木工事等

107 ☆ 東開クレテック株式会社 建設業 建設業、建設資材の販売

108 ☆
常磐興産株式会社
スパリゾートハワイアンズ

サービス業
レジャー施設、ホテル等の経営、輸入石灰・石
油等の販売

109 ☆ 有限会社測地測量 サービス業 行政書士、土地家屋調査士、測量、開発設計

110 株式会社郡司総合会計事務所 サービス業 会計・税理士業務

111 富士ゼロックス福島株式会社 サービス業 ＩＴを中心としたソリューション＆サービス事業
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112 ソシオあすか（有限会社あすか） サービス業 葬祭業

113
株式会社会津ゼネラルホールディングス
（ゼネラルフィットネス㈱）

サービス業 スポーツクラブジョイフィット

114 ベストファーム株式会社 サービス業
司法書士、行政書士、土地家屋調査士等の多
資格者事務所

115 シダックス株式会社 サービス業
学校、企業、医療施設等の給食施設の受託運
営

116
シダックス
ビューティケアマネジメント株式会社

サービス業
エステティックサロン、リラクゼーションサロンの
運営

117 ☆ 株式会社つばめマネジメント サービス業 つばねパチンコ店の運営・管理

118 ☆ 株式会社中央会計センター サービス業
会計業務、関与先企業の監査・決算業務、経
営助言

119 ☆
東洋ワークセキュリティ株式会社　福島
営業所

サービス業 警備業

120 ☆
東洋ワークセキュリティ株式会社会津営
業所

サービス業 警備業

121 ☆
東洋ワークセキュリティ株式会社白河営
業所

サービス業 各種警備業務

122 ☆
東洋ワークセキュリティ株式会社郡山営
業所

サービス業 警備、建物サービス、防犯機器販売

123 株式会社ウェディングエルティ サービス業 結構式場及び宴会場の経営

124
株式会社東急リゾートサービス
グランデコリゾート

サービス業
会員制ホテル東急ハーヴェストクラブ運営、グ
ランデコスノーリゾート運営

125 ☆ 株式会社フローラ サービス業 結構式場、葬祭会館の運営

126 ☆ 株式会社顕幸 サービス業 乳製品宅配業

127
株式会社マツキ
マツキドライビングスクール福島飯坂校

サービス業 自動車学校

128 日本原子力防護システム株式会社 サービス業 原子力発電所の警備

129 ☆ 株式会社シムックス サービス業
警備業、ビルメンテナンス業、人材派遣業、鳥
獣対策事業

130 株式会社ル・プロジェ サービス業 総合広告会社

131 株式会社いわや サービス業 結婚式場

132 株式会社新和調査設計 サービス業 測量業、地質調査業、建設コンサルタント業

133 ☆ シリウスグループ㈱シリウス サービス業 遊技場、書店、飲食店の運営・管理

134 ☆ 株式会社シマ商会 サービス業
自動車のリユース、自動車部品のリユースを行
い、循環型社会づくりに貢献

135
株式会社東日本技術研究所　いわき事
業所

情報通信業 ソフトウェア受託開発事業

136 株式会社アプリネット 情報通信業 ソフトウェア開発

137 株式会社エムティーアンドエス 情報通信業
ＷＥＢ.ＮＥＴの業務系アプリケーションソフトの
開発、組込系ソフト開発

138 株式会社マクロウェア 情報通信業 コンピュータソフト、スマートフォンアプリ開発

139 株式会社日本アドシス 情報通信業 ソフトウェア・システム開発
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140 ☆ 株式会社東日本計算センター 情報通信業 情報処理サービス、ソフトウェア設計・開発

141 株式会社クラフト 情報通信業
業務系、制御系ソフトウェアの開発、システムコ
ンサルティング

142 株式会社エフコム 情報通信業
システム企画・販売、ＩＤＣサービス、システム機
器販売等

143 株式会社福島民報社 情報通信業 日刊新聞印刷発行

144 ☆ 株式会社システムアート 情報通信業
スマートフォン向けアプリ開発、WEBシステム開
発、ITアウトソーシング

145 ☆ ハイテクシステム株式会社　（郡山支店） 情報通信業
ソフトウェアの設計・開発、システムインフラの
設計・構築

146 テクノメタル株式会社 製造業 輸送羽陽機械器具製造

147 ☆ 株式会社三栄精機製作所 製造業
エアモータ・エアホイスト他エア機器の設計・製
造・販売

148 ☆ 北部通信工業株式会社 製造業
電子機器等の製造、開発、太陽光発電施工販
売

149 ☆ 株式会社エイクラ通信 製造業
各種電線加工、各種情報機器設計・製造・販
売

150 ☆ 大内新興化学工業株式会社 製造業
有機ゴム薬品、医薬品原薬、中間体他化学薬
品の製造

151 株式会社三万石 製造業
和・洋菓子の製造・販売、パン、イタリアンレス
トラン

152 株式会社ライフフーズ 製造業 SM内での惣菜の製造及び販売

153 株式会社日ピス福島製造所 製造業 陸船用内燃機関部品の製造、販売

154 ☆ 株式会社北斗型枠製作所 製造業 鋼製型枠製造メーカー

155 株式会社大和三光製作所 製造業 工業用乾燥機、焼却炉製造

156 ☆ 笠原工業株式会社 製造業 発泡スチロール製造、総合建設業

157
クラリオンマニュファクチャリングアンド
サービス株式会社

製造業
車載用音響、映像機器の製造及びアフター
サービス

158 株式会社光陽社 製造業 研磨最良の製造、販売

159 株式会社ＣＫＦ 製造業
自動車用什器・機器製造（スピードメーター、セ
ンサーなど）

160 ☆ 株式会社東京理化工業所 製造業 アルミダイカスト及び機械加工

161 郡山ヒロセ電機株式会社 製造業
自動車用、リボンケーブル用、インターフェイス
用コネクタの製造

162 株式会社アサカ理研 製造業 環境リサイクルビジネス（非鉄金属）

163 株式会社サンフレックス永谷園 製造業 食品製造、生産管理、品質管理、商品開発

164 ☆ アルファ電子株式会社 製造業
電気機器組立・検査、医療用機器完成品の組
立

165 株式会社国見メディアデバイス 製造業 ＳＤカード、通信関連部品、半導体観戦製品

166 株式会社菅野漬物食品 製造業 漬物の製造販売

167 クリナップ株式会社 製造業 住宅機器製造販売
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168

会津富士通セミコンダクター
マニュファクチャリング株式会社

製造業 ウェハーファウンドリサービス事業

169 アルパイン株式会社 製造業
カーナビ、オーディオ等モービルメディアの企画
開発、生産、販売、ドライブアシストの研究・開
発

170 冨士ダイス株式会社 製造業 超硬耐摩耗工具製造販売

171 ☆ 協和木材株式会社 製造業 国産材製材加工､丸太購入、製品販売

172 ☆ 株式会社フジ機工 製造業 機械加工、板金加工、３Dレーザー加工

173 福島製鋼株式会社 製造業 輸送用機械機器製造

174 ☆ タニコー株式会社 製造業 業務用厨房機器製造

175 ☆
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

製造業
アモルファスシリコン太陽電池の製造・開発・販
売

176 株式会社ＭＡＲＵＷＡ　ＱＵＡＲＴＺ 製造業 石英ガラス製品の製造・販売

177 株式会社常磐エンジニアリング 製造業 産業機械設備の設計・製造・据付迄施工

178 株式会社武蔵野 製造業
セブン-イレブン向けのお弁当、おにぎり・サン
ドイッチ等の製造・販売・企画提案

179 株式会社サクラテック 製造業 金属の切削加工、ＦＡ機器等の設計、制作

180 ☆ 株式会社保志 製造業 仏壇、仏具、その他精密木工品の製造、販売

181 ホーコス株式会社 製造業
工作機械、環境改善機器、建築設備機器の製
造

182 ＪＵＫＩ会津株式会社 製造業
ロストワックス（ＬＷ）精密鋳造部品、ＭＩＭ（金
属射出成形）部品の製造販売

183 株式会社清水製作所 製造業 産業機器の部品製作

184 和田装備株式会社 製造業
特注製作金物、免震エキスパートジョイントイン
ト、鋼製建具等の設計・製作・施工

185 東新工業株式会社　いわき工場 製造業
スマートフォン、タブレット端末、電子部品への
貴金属めっき加工

186 ☆ アサヒ通信株式会社 製造業 電子機器部品製造（ワイヤーハーネス）加工

187 ☆ 竹内精工株式会社 製造業 精密機械部品の製造・販売

188 株式会社会津タムラ製作所 製造業 情報通信機製造

189 三菱製鋼株式会社　広田製作所 製造業
特殊鉄鋼材、ばね、素形材製品などの製造・加
工・販売

190 ☆ アサヒ電子株式会社 製造業 電子機器の開発、設計

191 株式会社福島製作所 製造業 船舶用甲板機械、グラブバケット、製造販売

192 株式会社アポロガス 電気・ガス・熱供給・水道業 ＬＰガス供給・販売等

193 常磐共同火力株式会社 電気・ガス・熱供給・水道業 電気の卸供給

194 ☆ 株式会社小林 電気・ガス・熱供給・水道業
LPガスの供給に関する契約、保安活動・太陽
光発電、リフォーム、省エネ等の提案

195 会津ガス株式会社 電気・ガス・熱供給・水道業 LPガス、高圧ガス販売、給排水・空調設備工事
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196 大東建物管理株式会社 不動産業 賃貸アパート・マンションの管理・運営

197 株式会社東邦銀行 金融・保険業 地方銀行

198 第一生命保険株式会社 金融・保険業 生命保険業務

199 ☆ 株式会社福島銀行 金融・保険業 普通銀行

200 福島信用保証協会 金融・保険業 中小企業に対する信用保証業務

201 防衛省自衛隊
公務(他に分類されないも
の)

特別職国家公務員

202 須賀川市役所
公務(他に分類されないも
の)

行政

203 福島県庁
公務(他に分類されないも
の)

福島県の地域振興、生活環境、保健福祉、商
工労働、農林水産などに関する業務


