
担当者名 電話番号 メール

大学卒 製造・品質管理・業務事務 若干名 192,000 東條・渡辺

短大・高専・専
修学校卒

製造・品質管理・業務事務 若干名 177,000 東條・渡辺

株式会社アイビックス若狭支
店

小浜市遠敷7丁目112番地
お客様に安全で安心、そして快適に暮らせる環境を確
かな品質で提供いたします。

0770-56-0266 wakasa@aivix.co.jp

営業

設計

施工管理

営業

設計

施工管理

大学 181,950

短大・高専 170,450

株式会社エイコー技術コンサ
ルタント

敦賀市中央町2丁目11ー
36

公共測量、土木構造物の調査・設計から詳細設計を
行うコンサルタント

0770-25-1222 c.kishimoto@eiko-gc.co.jp

永大産業株式会社　敦賀事業
所

敦賀市永大町
フローリング、室内階段、室内ドア、パーティクルボー
ドなどの住宅資材の製造販売

0770-23-2331 r-watanabe@eidai-sangyo.co.jp

高専卒 195,000

大卒 215,000

修士卒 235,000

博士卒 255,000

大卒
事務系総合職（IT関係[文
理不問]）

1-2名 8:45～17:15 215,000

大学卒 210,000

短大卒 180,000

高専卒 180,000

専修学校卒 180,000

大学院

大学

短大

専門学校

高専

大学 1名 195,500

高専 1名 177,500

短大 1名 177,500

1名 要相談

大学 総合職（営業、製造、企
画）

2名 敦賀市 8:30～17:30 190,000（通勤、皆勤手
当を含む）

高卒 製造職 3名 敦賀市 8:30～17:30 160,000（通勤、皆勤手
当を含む）

敦賀市 8:00～17:00 0770-24-2281 ikp-info@ikplast.co.jp
敦賀市莇生野62号56番地
の２

プラスチック容器製造

※今後公開予定

大学 210,000

株式会社奥井海生堂

株式会社イワタ

敦賀市津内67-3-5(布田
町）

各種産業機器の製造、設置、機械メンテナンス。機械
付属の配管。製缶。設計。

株式会社 アイケープラスト

株式会社あめりか屋

株式会社オーイング

岡本エンジニアリング株式会
社

既卒者

人材開発課 0770-21-0240　 kawasaki@okamoto-g.co.jp

株式会社大西商事（大西グ
ループ）

福井市開発5丁目1011番
地

アミューズメントホール「USA」の企画・運営・管理

敦賀市長沢13-13-1 建築業

AGC若狭化学株式会社 小浜市飯盛24-26-1
有機化学合成による医薬品・農薬の中間体及び原体
を受託製造開発しています

0776-52-3200 jinji@usa.jp

総合職：210,000
他：172,000

2021.3卒
総合職（役職候補）
一般事務
デザイナー

30名
（事務・デ
ザインは
若干名）

福井県内

総合職
8:30-17:00
16:30-1:00
事務・デザイン
8:30-17:15

総合職：230,000
他：182,000

2021.3卒

人事課
森本・村田
五十嵐

施工管理・技術職
敦賀、福井、犬山、堅田（希望する営業
所）

8：15～17：30（営業所に
より多少異なる）

製造系技術職
(製造[文理不問]・プロセ
ス開発・品質保証・施設管
理)

20名

小浜市又は若狭町

8:45～17:15
（製造職：3交替勤務[手当
別途支給有]）

2021.3卒 施設警備員 5名
高浜町
おおい町
美浜町

原則として
２交代または３交代

事業所名 所在地 卒業予定年 学校区分 募集職種
採用予定

数
勤務地 初任給

0770-72-5006大飯郡高浜町東三松9-9-
13

警備保障業務、ビル総合管理、指定管理、人材派
遣、一般建設業

※今後公開予定

※今後公開予定

連絡先

企業概要

2021.3卒
既卒

2021.3卒

⼤学院

2名

勤務時間

敦賀市 7:45～17:00

230,000

2021.3卒
総務課採用
担当

高畠（竹中） 0770-22-0493 k-takabatake@konbu.co.jp敦賀市神楽町1-4-10
高級昆布製品の加工・卸・小売販売業で、大本山永
平寺、大本山総持寺の御用商。

0770-62-0200 saiyou.wakasa@agc.com

求人対策本
部

o-ing.086@sage.ocn.ne.jp

製造系技術職
(製造[文理不問]・品質保
証・施設管理)

中川清一

会社説明会
を
3/17に開催し
ます。
詳しくはHPを
ご覧下さい。

0770-22-0577 admin@amerikaya-arc.com

2021.3卒
2020.3卒
既卒者

0770-52-1778 co-iwata@angel.ocn.ne.jp2021.3卒小浜市小浜多賀98-3 建設業、海運業
施工管理技術者・現場監
督者

若干名 本社（小浜市） 8:00～17:00 総務部採用
担当：岩田

mailto:k-takabatake@konbu.co.jp


担当者名 電話番号 メール

事業所名 所在地 卒業予定年 学校区分 募集職種
採用予定

数
勤務地 初任給

連絡先

企業概要 勤務時間

営業 3名 小浜市・敦賀・東京

生産管理 1名 小浜市

事務 1名 小浜市

大学院卒 190,900

大学卒 184,900

短大卒 172,900

大学院

大学

大学院

大学

高専

大学院 230,000

大学 215,000

高専 191,000

2021.3卒 大学卒 技術総合職 7名程度 当社事業所 8:30～17:20 202,000

既卒 高卒以上 技術総合職 15名程度 当社原子力事業所 8:30～17:20 当社規定による

関電プラント株式会社
大阪府大阪市北区本庄東
2丁目9番18号

発電プラントの建設・機器据付・メンテナンス業務の施
工管理他

大学 技術職
210,000(その他状況によ
り諸手当有り)

短大 技術職
190,000(その他状況によ
り諸手当有り)

高専 技術職
190,000(その他状況によ
り諸手当有り)

専門 技術職
190,000(その他状況によ
り諸手当有り)

既卒 技術職
190,000～(その他年齢
経験等による)

株式会社協立技術工業
敦賀市中央町2丁目10番
22号

原子力プラント計装制御装置に係わる試験、調整、計
装業務等のメンテナンス業務

0770-25-3526 info@kyoritsu-gk.co.jp

株式会社クリンテック 敦賀市木崎2号4番地
施設保全事業、清掃管理事業、警備保安事業、環境
衛生事業、委託運営事業

0770-23-1091 info@clintec.jp

社会福祉法人敬仁会 敦賀市開町3-35
介護サービス事業（敦賀市内：特別養護老人ホーム/
グループホーム/歯科診療所等）

0770-21-2850 info@fukui-keijinkai.jp

大学卒 技術職(土木設計) 2名
220,000　※学部卒以外
は初任給200,000円

大学卒 技術職(地質調査) 1名
220,000　※学部卒以外
は初任給200,000円

大学卒 営業職 1名 190,000

専修・高専・短
大卒

技術職(土木設計・地質調
査)

2名 200,000

株式会社ケーブルテレビ若狭
小浜

小浜市小浜津島76-1 有線テレビジョン放送・インターネットサービス 0770-52-7200 info@channel-oh.jp

ゲンキー株式会社
坂井市丸岡町下久米田
38-33

ドラッグストアのチェーンストア経営をしています。 0776-67-5240 saiyo@genky.co.jp

原電エンジニアリング株式会
社

東京都台東区上野5-2-1
原子力発電関連の総合エンジニアリング会社で、付
帯設備の保守・運営に係る事業

03-6371-4820 saiyo@gnesc.co.jp

京福コンサルタント株式会社 小浜市多田11-2-1
測量・建設コンサル・地質調査・補償調査・点検調査・
建築設計等の業務委託

大阪府大阪市中央区備後
町３丁目６番２号ＫＦセン
タービル６階

火力・原子力発電所設備の運営・保守管理

株式会社木内計測若狭事業
部

小浜市和久里３１－８－１
発電所や大型施設等における工業計測機器等のメン
テナンスサービス他

小浜市川崎2丁目1-1 水産食品加工製造、卸売、小売

株式会社環境総合テクノス
大阪府大阪市中央区安土
町1-3-5

関西電力グループの会社で環境・土木・建築事業を
提供

小浜信用金庫 小浜市大手町9-20 信用金庫法に基づく金融業

2021.3卒

株式会社オプテス北陸工場敦
賀製造所

株式会社関電パワーテック
小林、藤島、
高橋

06-4705-8670

敦賀市莇生野３５
液晶テレビやスマートフォン・タブレットPCなどに使わ
れる光学フィルムを製造

小浜海産物株式会社

※今後公開予定

※今後公開予定

saiyou@kanden-pt.co.jp

嶺南地区及び全国(希望等考慮し相談
の上、決定)

若干名
8：30～17：20
(休憩12：00～13：00)

業務課　古谷 0770-56-2255 ki38148@kiuchi-ins.co.jp

本社(小浜市)

※今後公開予定

※今後公開予定

※今後公開予定

06-6263-7329

2021.3卒
・技術職
・設備エンジニア職

人事研修課
田邉・下仲

0770-53-2123

2021.3卒
既卒者（卒
業後3年以
内）

初級職 若干名
小浜市、高浜町、おおい町、若狭町内の
各店舗

2021.3卒
環境、土木、水力、建築部
門
における技術系社員

全社で10
名程度

福井、富山、名古屋、大阪、京都、奈良、
滋賀、和歌山、兵庫など

フレックスタイム勤務
（1日 標準8時間 コアタイ
ム 10時～15時）

学部卒:215,000
修士了:232,350
博士了:268,000

企画総務部
人事労務グ
ループ
宮井 孝

8:15～17:25

※今後公開予定

1～5名
敦賀市・富山県高岡市・富山県氷見市
（全国転勤の可能性あり）

8:00～17:00
フレックス制あり

8:40～17:00を基本とした
1ヶ月単位の変形労働時
間制

2021.3卒

2021.3卒 大学 部門により異なる 183,000 菅原祥二 0770-52-1600 s-sugahara@wakasa-marukai.co.jp

岡本　明人 0766-32-1590 A.Okamoto＠zeon.co.jp

miyai_takashi@kanso.co.jp

jinji@obama.shinkin.jp

sohmu@keifuku-consul.co.jp0770-56-2345

※今後公開予定

総務部
上窪・鳥羽



担当者名 電話番号 メール

事業所名 所在地 卒業予定年 学校区分 募集職種
採用予定

数
勤務地 初任給

連絡先

企業概要 勤務時間

大学 205,000

短大 190,000

高専 190,000

専修学校 185,000

大学 205,000

短大 190,000

高専 190,000

専修学校 185,000

大学院 230,000

大学 210,000

短大 200,000

高専 200,000

専修学校 190,000

株式会社光陽 小浜市遠敷9-403
土木工事業、鋼構造物工事業、塗装工事業、とび・土
工工事業

0770-56-6210 k-kouyou@kore.mitene.or.jp

株式会社光洋－ディスパース
若さ工場

若狭町若狭テクノバレー１
号堤３－２

お客様一人ひとりの快適を追求。お客様の声を製品
開発に。

0770-62-1877 wakasa@koyo.jp

JA敦賀美方（敦賀美方農業協
同組合）

敦賀市三島町２丁目１１
－１１

地域密着の総合農協としてみなさへの営農指や財産
の運用相談等を行っています。

0770-22-2500 info@ja-tsurugamikata.or.jp

株式会社塩浜工業 敦賀市観音町12番1
総合建設業（建築、土木、特殊構造）大型建造物や商
業施設、 トンネルなど実績あり！

0770-24-4692 kyujin@shiohama.co.jp

株式会社システムラン
IT分野に関わるコンサルティング、システム・インテグ
レーション、IT機器仕入販売、パソコン救急隊

富士測量設計株式会社 建設コンサルタント会社

大学院 施工管理 3名 260,000

学部 施工管理 3名 240,000

大学院 総合職（営業・事務） 3名 250,000

学部 総合職（営業・事務） 3名 230,000

株式会社ジャクエツ 敦賀市若葉町2丁目1770 保育教材教具・総合遊具等の企画、製造、販売 0770-25-1111 saiyou@jakuets.co.jp

大学卒 営業部 1名 185,000

高校卒以上 企画部 1名 162,000

四年生大学卒 186000

短大・専門卒 164000

一級過程卒 186000

二級過程卒 164000

※今後公開予定

※今後公開予定

建設業（土木、建築等）また繊維製造関連事業を行っ
ています。

敦賀市野神２４－１６－１株式会社下畑組 川端浩

※今後公開予定

※今後公開予定

あらゆる印刷物の企画制作を行い『付加価値の高い
ものづくり』で社会貢献します

若越印刷株式会社

株式会社スズキ自販北陸 石川県金沢市柳橋町甲3
スズキ四輪車の販売/中古車の販売/電動車いすの
販売/自動車整備など

敦賀市道口63-10-1

整備職 10名 9：50～18：30

本社（敦賀） 7時間45分 中山昌彦 0770-22-5600 m.nakayama@jakuetsu-print.com

0770-22-1897 kumi.info@shimohata.jp2021.3卒

nakamura.kenichi@j-hokuriku.sdr.suzuki2021.3卒

営業職 10名

福井県内4拠点

直販営業9：50～18：30
業販営業8：50～17：30

中村健一 076-258-2311

敦賀市 8:00～17:00

※今後公開予定

※今後公開予定

※今後公開予定

総務課
：金森

2021.3卒

2021.3卒

クレーンオペレーター 2 若狭地域 8:30～17:30

機械工 2 若狭地域 8:30～17:30

小浜市多田1-5-31 0770-56-3777 info@systemrun.co.jp

050-3565-5835 y.kanamori@koun1980.co.jp

営業 1 美浜町を拠点とする若狭地域 8:30～17:30

有限会社耕雲商事 美浜町久々子17-7
発電所の建設工事、保守・点検・改造工事、および廃
棄物の処理・運搬業務。

mailto:y.kanamori@koun1980.co.jp


担当者名 電話番号 メール

事業所名 所在地 卒業予定年 学校区分 募集職種
採用予定

数
勤務地 初任給

連絡先

企業概要 勤務時間

大学院 213,000

大学 207,500

大学院 213,000

大学 207,500

大卒 182,000

短大卒 162,000

専門卒 158,000

大卒 182,000

短大卒 162,000

専門卒 158,000

大卒 195,500

短大卒 174,000

専門卒 169,500

株式会社武笠 若狭町気山290-10 建設業、製材業 0770-45-2800 takegasa@angel.ocn.ne.jp

大学院 200,500

大学 191,300

高専 181,300

専修 171,300

大学 電気工事技術者 200,000

短大・専門・高
専

電気工事技術者 170,000

つじ会計事務所
敦賀市中央町2丁目8番22
号

税理士業務 0770-21-1355 tsuji@tkcnf.or.jp

敦賀海陸運輸株式会社 敦賀市桜町２番１０号
敦賀港に出入りする船舶や貨物の輸送・保管管理、
その他陸上輸送サービスなど

2021.3卒 4年制大学 総合職 2～5名 敦賀市 08:30～16:30 193,000 村中 0770-24-5551 h-muranaka@tsurugakairiku.co.jp

社会福祉法人敦賀市社会福
祉協議会

敦賀市東洋町東洋町４番
１号

地域福祉事業、相談支援事業、在宅サービス事業 0770-22-3133 t-shakyo@iris.ocn.ne.jp

敦賀市立やまびこ園・ワークサ
ポート陽だまり、他

敦賀市長谷47-21
知的障害者の生活介護、入所支援、就労支援、相談
事業所の運営。保育所の運営

0770-21-1190 yamabiko-11@rm.rcn.ne.jp

大学 総合職 201,000

大学 事務職 156,600

短大 事務職 153,000

事務管理

生産管理

事務管理

生産管理

谷口電気株式会社
敦賀市市野々町１丁目３
５０番地

電気工事業
2021.3卒
（既卒者可）

2名 敦賀 8：00～17：30
実働　8時間

加藤　支朗

株式会社TAS
敦賀市昭和町２丁目２-２
２

IT、エンジニアリング、商事の三本柱で、多岐に渡る
事業を展開しております。

生晃栄養薬品株式会社　若狭
工場

※今後公開予定

※今後公開予定

※今後公開予定

若干名

若狭町

敦賀市

honsya@taniden.co.jp0770-22-1810

0770-22-9430 soumu@tsurushin.co.jp

敦賀セメント株式会社 敦賀市泉2-6-1
各種セメント・地盤改良材・タンカル・珪石粉等の製造
販売と石灰石の採掘販売。

敦賀信用金庫 敦賀市本町1丁目11番7号 地元に根ざした地域金融機関です。

若狭町若狭テクノバレー1
号堤4-7

医療用医薬品、一般用医薬品を中心に、内服固形剤
の受注製造、開発を行う会社です。

※今後公開予定

0770-62-2135 yoshimura@seiko-eiyo.co.jp

総務部
人事研修課
川端、小島

2021.3卒

大学卒

敦賀市

大学院卒

2021.3卒 1～3名
敦賀市・三方郡美浜町、三方上中郡(旧
三方町)

8：45～17：00

総務部　吉村

8:30～17:30

業務部人事G
吉田

0770-22-9703 saiyou-jinji@tsuruga-cement.co.jp

202,000

8:30～17:10

192,000

2021.3卒

製剤技術 5名
8:30～17:30　一部シフト
勤務

品質管理 3名

管理課　池田 0770-24-3501 saiyou-tas@tasnet.co.jp2021.3卒
総合職
（事務系、情報系、営業
系、電気・機械系）

7名 8:20～17:00

0770-52-0020

セクションにより異なる
6：30～15：30
7：00～16：00
9：00～18：00　　　　　11：
00～20：00
12：00～21：00
13：00～22：00

6：00～16：00
8：00～19：00
9：00～20：00

2021.3卒 keiri@sekumiya.jpせくみ屋グループ 小浜市小浜白鬚113番地 ホテル・旅館・レストランを5施設運営しています

総務経理事務 1名 小浜市

総務部
丸山

フロント・サービス 4名
小浜市
若狭町
高浜町

調理 4名
小浜市
若狭町
高浜町

9：00～18：00



担当者名 電話番号 メール

事業所名 所在地 卒業予定年 学校区分 募集職種
採用予定

数
勤務地 初任給

連絡先

企業概要 勤務時間

大学 190,000

短大 185,000

高専 185,000

専修 185,000

大学 190,000

短大 185,000

高専 185,000

専修 185,000

大学 190,000

短大 180,000

高専 180,000

専修 180,000

株式会社テクノツルガ 敦賀市泉２号６番地
1996年（平成8年）に敦賀セメントグループの一員とし
て発足した会社です。

2021.3卒 大学卒
プラントエンジニア（機械
系）

１名 敦賀市 8:30～17:10 192,000 房崎　雅行 0770(24)4371  saiyou-info@techno-tsuruga.com

営業職 5～10名

技術職 5～10名

事務職 若干名

大学 1名 220,000～

専門学校／短
大

1名 200,000～

大学 1名 220,000～

専門学校／短
大

1名 200,000～

大学 営業・整備 8名 195,200

短大・専門 営業・整備 5名 180,100

高校 整備 3名 166,100

ニチコンワカサ株式会社 小浜市多田35号1番地の1
「家庭用蓄電システム」および「スイッチング電源」の
製造

0770-56-2111 matsutani.hiroaki@nichicon.com

日産プリンス福井販売株式会
社

福井市今市町54-1
日産車の新車販売、各種中古車販売、自動車整備、
自動車損害保険代理店業務

0776-38-3732 SFI001678@nissan-p-fukui.co.jp

株式会社日新メンテナンス
敦賀市東洋町10-24東洋
紡構内

メンテナンス・エンジニアリング・工事施工・調達の４つ
の部門がございます。

0770-24-0137 t_hasegawa@nichime.co.jp

日東電気株式会社
敦賀市呉竹町1丁目３８番
５号

電気設備工事、電気通信工事、消防施設工事の設
計、施工

0770-22-3000 nitto@rm.rcn.ne.jp

大学院 213,800

大学 194,000

高専 178,100

大学 情報系総合職 1名 東京本社 9:00～18:00 194,000

大学 175,600

専門学校 166,000

原子力関連施設専門のセキュリティ（機械・人）

建設業

※今後公開予定

※今後公開予定

※今後公開予定

※今後公開予定

福井県内 9:00～17:45 畑山　幸平 k.hatayama@c-fukui.co.jp

03-6372-0370 bougo-saiyou@jnss.co.jp

福井市志比口1丁目８－１

日本原子力防護システム株式
会社

トヨタカローラ福井株式会社

東京都港区虎ノ門2-10-1

１新車販売２中古車販売３自動車整備４部品、用品販
売５自動車保険６au7GS

2020.3卒
2021.3卒
既卒

営業・販売
ドコモショップ敦賀店スタッ
フ

全体で2
～4名

総務課
営業・販売
ドコモショップ小浜店スタッ
フ

全体で2
～4名

2020.3卒
2021.3卒
既卒

技術・保守
電装サービス
基地局整備保守

全体で2
名

ドコモショップ２店舗運営／自動車電装品販売・取付メ
ンテナンス／携帯電話基地局保守

敦賀市長沢２７－１－１

株式会社時岡組
大飯郡おおい町本郷117-
21-1

敦賀電機工業株式会社

敦賀市 09:40～19:00

小浜市 09:40～19:00

敦賀市 08:30～17:30

0776-53-6000

soumu@tsurugadenki.co.jp
2020.3卒
2021.3卒
既卒

2021.3卒

土木技術員

本社(福井県) 8:00～17:00 総務部　冨田 0770-77-0008

2021.3卒

tokiokag@kore.mitene.or.jp

建築技術員

0770-23-1441

2021.3卒

技術系総合職 5名
全国
（福井県内5か所、東京、青森、宮城、新
潟、福島、茨城、静岡）

8:30～17:30
（事務所によって前後）

総務部　西 03-6372-0382 saiyou@jnss.co.jp

防護要員 5名 全国 3交替シフト制
安全防護事
業部
永坂

デンヨー株式会社
東京都中央区日本橋堀留
町２－８－５

エンジン発電機、エンジン溶接機、エンジンコンプレッ
サ等の製造・販売

2021.3卒 全国の事業所 8:45～17：30
事業所により多少異なる

210,000
※大学院修了者は
2万円加算
※その他諸手当有

人事部
採用担当

0120-318-818大学院
大学

jinji@denyo.co.jp

mailto:jinji@denyo.co.jp


担当者名 電話番号 メール

事業所名 所在地 卒業予定年 学校区分 募集職種
採用予定

数
勤務地 初任給

連絡先

企業概要 勤務時間

日本建設工業株式会社
東京都中央区月島4-12-
5

火力・原子力発電プラントの建設とメンテナンス 03-3532-7151 recruit@nikkenko.co.jp

日本電産テクノモータ株式会
社

小浜市遠敷36-1-1
空調用・家電用・産業用各種、中・小型モータ、モータ
用の製品開発、製造、販売

0770-60-2111 new-recruit@nidec-tecnom.co.jp

大学院 228,500

大学 220,500

高専 203,500

大学 営業職 2名
九州支店、中日本本部（大阪、愛知、福
井）

220,500

営業職 5名 福井県内各店舗 8:40～18:00 196,700

フロアアテンダント職 3名 福井県内各店舗 8:40～18:00 196,700

技術職 5名 福井県内各店舗 8:40～18:00 196,700

営業職 5名 福井県内各店舗 8:40～18:00 176,000

フロアアテンダント職 2名 福井県内各店舗 8:40～18:00 176,000

技術職 5名 福井県内各店舗 8:40～18:00 176,000

大卒・大学院
卒

製材 2名 207,700

短大・専修学
高専卒

製材 2名 187,700

大卒・大学院
卒

建築設計施工 2名 207,700

大学院卒・大卒 総合職 205,000

大卒 エリア職 180,000

短大卒 エリア職 162,000

高卒 エリア職 150,000

大卒
総合職（宅配事業・店舗事
業）

8：45～17：45 192,500

大卒
総合職（宅配事業・店舗事
業）

シフト制（店舗の営業時間
による）

192,500

大卒 福祉職（高齢者介護事業）
シフト制（施設のサービス
内容による）

189,000

株式会社福井銀行 福井市順化1-3-3 金融

有限会社　平田木材店

※今後公開予定

※今後公開予定

2021.3卒 本部および営業店
人財開発
チーム
神崎・鈴木

8：40～17：00
（特定日8：40～17：40）

高浜町 8：00～17：00 平田順子 0770-72-3456 junko@hirata-wood.co.jp

0776-38-2211 t.yoshikawa@netzfukui.co.jp

大飯郡高浜町和田１ー２８
製材業　建設業（建築、土木）建材販売業　不動産取
引業

トヨタ系新車・各種中古車の販売、整備全般、板金・塗
装、損害保険代理業、情報通信業

福井県民生活協同組合
福井市開発5丁目1603番
地

宅配事業・店舗事業・高齢者介護事業・子育て支援事
業・生活支援事業・共済事業

福井市今市町58-12ネッツトヨタ福井株式会社 吉川　拓哉

株式会社日本ピーエス 敦賀市若泉町3番地
当社は、プレストレスト・コンクリート(PC)の橋梁メー
カーです。

2021.3卒

技術職

2021.3卒

大学卒

専門・短大卒

2021.3卒
※既卒者・
2020年卒も
同様

0776-52-8452

0776-25-8002 fbk00106@fukuibank.jp合わせて
45名

2021.3卒 10名程度 福井県内の各事業所 takeda-00915@fukuicoop.or.jp

管理部
人財教育・採
用グループ
武田　一徹

15名
全国
(宮城、東京、愛知、大阪、福井、広島、
福岡　他) 本社：8：30～17：10

支店：9：00～17：30

人財開発グ
ループ
グループ長
月東　宏之
(がっとう　ひ
ろゆき)

0770-22-6300 jinzai@nipponps.co.jp

mailto:fbk00106@fukuibank.jp


担当者名 電話番号 メール

事業所名 所在地 卒業予定年 学校区分 募集職種
採用予定

数
勤務地 初任給

連絡先

企業概要 勤務時間

営業職

技術職

営業職

技術職

営業職

技術職

営業職

技術職

営業職

技術職

営業職

技術職

大卒
営業：189,000、その他：
176,000

短大

専修

大学 150,000

高校 145,000

大学 155,000

高校 150,000

４年制大学・
大学院卒

205,000

短大・
専門学校卒

180,000

４年制大学・
大学院卒

180,000

短大・
専門学校卒

160,000

大学卒 210,000

高校卒 180,000

大学院 217,250

大学 207,100

短大・高専・専
門

185,000

大学院 217,250

大学 207,100

短大・高専・専
門

185,000

おおい町
（大飯発電所）

8:00～17:00
14:00～23:00
2交代勤務もあり

萩原　裕記 0770-77-1400 hongo128@fujiko-san.co.jp富士興産株式会社
大飯郡おおい町本郷128-
33-2

原子力保守点検、常駐警備・交通誘導警備、清掃、会
場設営、イベント企画

9:00～18:00
10:00～19:00
12:00～21:00
21:00～9:30

大卒

sati@fukushika.com

木田 0776-38-3393 k-kida@fukui-nissan.co.jp
営業：180,000、その他：
167,000

177,000～
（年齢・経験により処遇）

8:15～17:15
9:00～18:00

西野幸治

株式会社福邦銀行 福井市順化1丁目6番9号

株式会社ほくつう
石川県金沢市問屋町一丁
目65番地

地域密着の徹底により金融面からお客さまの生活・本
業を支援します。

敦賀市の松原地区で、高齢者福祉サービスを６事業
所運営しています。

日産自動車の新車販売、自動車整備、鈑金塗装、他

情報通信システムなどの設計、施工、メンテナンス、
システム開発

2021.3卒
既卒

(技術職)
①焼却設備の運転補助業
務
②雑固体固型化処理業務
③放射線測定業務

①3名
②3名
③2名

社会福祉法人ふくいの福祉家

福井トヨタ自動車株式会社

福井日産自動車株式会社

2021.3卒 介護職 2名 グループホーム幸

トヨタの新車・レクサス車・Ｕ－Ｃａｒの販売、点検・整
備、リース、通信・保険代理業

技術職

営業職

敦賀市平和町17-4

福井市下荒井町19字50番
地

福井市下荒井町21-3 2021.3卒
営業（3名）
事務（1名）
整備（1名）

福井県内
各店舗

営業
（9:15～18:30）
その他
（9:15～18:00）

9:00～17:45

学校区分
に係わら
ず
営業職　5
名
技術職　5
名

県内各店舗

3名

2021.3卒

総合職

合計１５
名
程度

・本店
・各支店
（福井、石川、京都、大阪）

8:45～17:30 小竹原　正朋

2021.3卒 生活相談員 1名 デイサービスセンター幸

（０７７６）
２５－５１１０

2020.3卒

既卒

0770-20-0295

2021.3卒

3名

福井県、滋賀県
(応相談)

8：30～17：20
福井支社
管理部
熊谷 宣行

0776-24-1340 kumagai2129@hokutsu.co.jp

192,000

総務部
人事課
宮川 道洋
中山 直恵

0776-38-8123

f.personnel.m
@fukuho.co.jp

エリア総合職

・本店
・各支店
（福井、石川、京都、大阪）
※原則、転居を伴わない転勤のみ

0770-20-0294

recruit@t-fukui.co.jp

177,000

学校区分
に係わら
ず
営業職　2
名
技術職　2
名

県内各店舗
（原則最寄り店舗）

192,000

177,000

短大・専門卒

短大・専門卒

大卒

短大・専門卒

2021.3卒

大卒 学校区分
に係わら
ず
営業職　2
名
技術職　2
名

県内各店舗
（原則最寄り店舗）

192,000～
（年齢・経験により処遇）



担当者名 電話番号 メール

事業所名 所在地 卒業予定年 学校区分 募集職種
採用予定

数
勤務地 初任給

連絡先

企業概要 勤務時間

大学 193,000

大学院 200,000

株式会社北陸サーマル
敦賀市若葉町1丁目705番
地

設備工事（ユーティリティー・空調・給排水・衛生設備）
設計施工、金属加工設計製作

2021.3卒 大学 技術職 2名 敦賀市 8:00～17:00 232,880
企画営業部
畑

0770-22-2122 office@hokuriku-thermal.com

大学院

大学

短大

専門学校

高専

理学療法士 5名 213,000

作業療法士 5名 213,000

看護師 5名 213,000

介護士 5名 4交代勤務 188,000

Honda Cars 小浜　小浜店 小浜市遠敷24-23
自動車の販売（新車・中古車）、車の整備・修理・板金
塗装、自動車保険の代理店業務

0770-56-1345 ykatou.pfk06@honda-auto.ne.jp

岬工業株式会社　若狭支店 大飯郡高浜町高森2-10
発電所設備機械のメンテナンス工事における現場管
理（施工管理）

2021.3卒 大卒 技術職（施工管理） 3名 福井県嶺南の発電所
（他府県への出張もあり得ます）

203,000 総務課　松見 0770-72-3200 m-590@misaki-kogyo.co.jp

院卒 202,200

大卒 200,000

短大卒 169,400

高専卒 169,400

有限会社瑞穂栄商事
敦賀市中央町2-6-10ヴァ
ンシエル2F

アミューズメントホールのトータルプロデュース事業
（パチンコ・スロット店舗運営）

0770-21-0914 horikawa@mihoeshoji.com

株式会社メガネのハラダ
富山県富山市総曲輪３－
２－２９（本社）

メガネ・補聴器・時計・ジュエリーの販売 076-413-3010 recruit@meganenoharada.com

山口工業グループ株式会社山
口工業

敦賀市津内８５－５－１
（布田町）

ボイラー・タービン発電設備の点検及び定期保全、製
造プラントの整備他

0770-23-3320 k-azuma@yamaguchi-kg.jp

製造職 5名

事務職 2名

営業職 1名

設備技術職 2名

商品開発職 1名

総務職 1名

山惣ホーム株式会社
大飯郡高浜町中山50-
22-5

建築事業をはじめとする多種多様な事業 0770-72-5677 miyuki@yamasohome.co.jp

※今後公開予定

株式会社ほっとリハビリシステ
ムズ

株式会社北陸近畿クボタ 福井市西開発2-304

株式会社北陸レジャー（大西グ
ループ）

福井市開発5丁目1011番
地

山惣工業株式会社

三津井証券株式会社 福井市順化1丁目21-1
金融商品取引業（金融商品の販売、証券投資に関す
る運用アドバイス）

農業機械のクボタグループの販売会社として、農業機
械の販売・修理を担っています。

ゲームセンター「JOYLAND」を主としたアミューズメント
施設の運営・管理

2021.3卒

院卒
大卒
短大卒
専修卒
高専卒

2021.3卒 営業職

老人福祉事業（デイサービス・ショートステイなど）
越前市高木町55-11-11
（本社）

大学 敦賀、越前、福井、大野

8:30～17:30

大飯郡高浜町宮崎86-9-
1

木製品の製造販売。ネットショップ運営。

廣田 0776-54-1255 saiyou@hk.gr.kubota.co.jp

※今後公開予定

※今後公開予定

※今後公開予定

※今後公開予定

2021.3卒 総合職（プランナー） 15名
福井・滋賀・京都・富山のうち
自宅から通える範囲の営業所

8:30～17:30
(冬季は9:00～17:00)

3～5名

藤﨑 0770-72-0575 soumu@e-yamaso.co.jp高浜町

8:00～17:10
繁忙期
8:00～17:40(平日)
8:00～12:10(土曜日)

院卒:210,000
大卒:200,000
短大卒:190,000
専修卒:190,000
高専卒:190,000

0776-52-0055 jinji@usa.jp

172,000

2021.3卒 総合職（役職候補） 5名 福井県内

総合職
8:30-17:00
16:30-1:00
その他店舗により変動あ
り

182,000

人事課
森本・村田
五十嵐

福井市
越前市
小浜市

8：20～17：20
総務部
森下

0776-22-2680 h-kanrigyoumu@mitsui-sc.co.jp

2021.3卒 小林政一 0778-21-5208 webmaster@hotreha.com



担当者名 電話番号 メール

事業所名 所在地 卒業予定年 学校区分 募集職種
採用予定

数
勤務地 初任給

連絡先

企業概要 勤務時間

大学 227,940

短大 214,500

高専 214,500

専修学校 214,500

2020.3卒
大,短,高専,専
修

214,500

既卒
大,短,高専,専
修

214,500

大学院卒 218,800

大学卒 202,000

高専 182,000

 大学 215,000

 高専 200,000

 専修学校 185,000

 大学 215,000

 高専 200,000

 専修学校 185,000

大学院 227,500

大学 204,800

独立行政法人地域医療機能
推進機構若狭高浜病院

大飯郡高浜町宮崎87-
14-2

☆地域で必要とされる医療の提供を行っています☆ 0770-72-0880 main@takahama.jcho.go.jp

社会福祉法人若狭町社会福
祉協議会

若狭町市場１８－１８
地域福祉事業をはじめ介護保険事業や障害福祉
サービスなどの福祉事業全般

0770-62-9005 honbu@w-shakyo.or.jp

大学 2名 8時間 200,000

高専 2名 8時間 185,000

株式会社若狭物流 敦賀市桜町６番２６号
我社経営方針は「組織の結束を重んじ一人一人が未
来を創る」社会の発展に貢献します。

2021.3卒 大卒 物流業務 1名 敦賀市中18-8-1 7:30～16:30 180,000 河合 0770-23-1261 kawai@nakamura.co.jp

株式会社ワカサマツバ 若狭町能登野15-1-1 板金製造業（発電機用ボンネット等） 0770-45-1105

営業 3名

セールスプランナー 1名

※今後公開予定

※今後公開予定

8：15～17：15 174,700

株式会社若狭開発技術セン
ター

株式会社ワカサコンサル

理研産業株式会社（理研産業
補聴器センター）

社会福祉法人友愛会

中島剛

2021.3卒

5名

技術職（地質調査）

2021.3卒

技術職（土木設計）

介護職 おおい町・小浜市 9時～18時 山口小浜市深谷10-1-1 0770-58-0870 honbu@yu-aikai.or.jp

小浜市府中１５号２１番地
１

測量、建設コンサル（土木設計）、地質調査、補償コン
サル、その他（各種点検・調査）

小浜市和久里33-21
測量業、建設コンサルタント、補償コンサルタント、地
質調査業、建築士事務所

愛知県名古屋市中区大須
四丁目10番20号

社会福祉事業(特養・障害・児童等)

●補聴器及び関連商品の販売●補聴器の製造及び
修理●医用検査機器の販売及び修理

077-523-1264 junichi-orikono@shigatokki.com福井市問屋町1-246

株式会社若狭塗センター 宮田 0770-52-1223 w-center@kore.mitene.or.jp2021.3卒 技術開発 小浜市

2021.3卒

小浜市雲浜2丁目1-28

大学 8：30～17：15
206,000
別途営業になると43,000
円営業手当支給

福井、敦賀、小浜、武生 総務課
総合卸商社 創立来５５期間黒字経営の安定企業、地
元採用で優先配属しております。

ワコー電機　株式会社

※今後公開予定

若狭塗箸製造

2021.3卒 補聴器の販売 20名
福井市
鯖江市
敦賀市

9:00-17:30

総務部　高木
伸幸

0770－53－2883 soumu@wkgc.co.jp

1名

1名

本 社 8：15 ～ 17：25

052-261-3511 master@rikensangyo.co.jp

2021.3卒

設計技師 2名 本社 8：15～17：15

総務部　奥 0770-56-1175 info@wakasa-c.co.jp

高専
短大

設計技師 2名 本社


