地元就職のための合同企業説明会
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13:30〜16:30

【受付 12:30〜】

きらめきみなと館（住所 : 福井県敦賀市桜町 1−1）

参加無料

※運行表については、HP を確認してください。

４社以上回った方に

敦賀駅と会場間を往復する
無料シャトルバスを運行します。

QUO カード進呈

・2021 年 3 月新規大学・短大・高専・専修学校卒業予定者
・既卒者、若年 U・I ターン希望者、保護者 等
・今後就職活動を控える学生の方全般

参加
対象者

「ふるさとジョブフェア
in ふくい嶺南」で検索

プログラム
13:00〜13:30

地元就職サポートガイダンス

地元就職を行うにあたってのポイントや、支援情報を説明します。

13:30〜16:30

事前予約 不要

または

シャトルバスの運行表や
参加企業等の最新情報は
こちらから➡

福井県外に
在住の
学生の方へ

交通費補助

を受けることができます。
詳しくは QR コードからご確認ください。
●金ケ崎緑地
●赤レンガ倉庫

企業説明ブース

企業の人事担当者が企業の魅力や採用等に関する最新情報を説明
します。

就職サポートコーナー

北 陸自 動車道

●ジョブステーション

●

きらめきみなと館

仕事、就職に関する不安や疑問についてお答えします。

郵便局

●U・I ターン相談コーナー

氣比神宮

福井 U ターンセンターの職員が U・I ターンについての相談に応

職業相談コーナー

ハローワーク敦賀・小浜の職員が職業相談に応じます。

笙の川

●ハローワーク

敦賀病院

●公務員相談コーナー

嶺南 6 市町や消防組合採用情報などに関する情報提供を行います。

お問合せ先

大学生等企業説明会実行委員会事務局（小浜市商工観光課内）

主催／大学生等企業説明会実行委員会

国道８号線

じます。

● 敦賀駅

敦賀 I.C

TEL：0770-53-9705（直通）
Mail：koyo@city.obama.fukui.jp

共催／敦賀市、小浜市、美浜町、若狭町、おおい町、高浜町、ハローワーク敦賀、ハローワーク小浜

後援／福井県

「2020 ふるさとジョブフェアin ふくい嶺南」参加事業所一覧
（50音順）

1

株式会社 アイケープラスト

47 敦賀電機工業株式会社

2

株式会社アイビックス若狭支店

48 株式会社テクノツルガ

3

株式会社あめりか屋

49 デンヨー株式会社

4

株式会社イワタ

50 株式会社時岡組

5

株式会社エイコー技術コンサルタント

51 トヨタカローラ福井株式会社

6

永大産業株式会社敦賀事業所

52 ニチコンワカサ株式会社

7

AGC 若狭化学株式会社

53 日産プリンス福井販売株式会社

8

株式会社オーイング

54 株式会社日新メンテナンス

9

株式会社大西商事（大西グループ）

55 日東電気株式会社

10 岡本エンジニアリング株式会社

56 日本原子力防護システム株式会社

11 株式会社奥井海生堂

57 日本建設工業株式会社

12 小浜海産物株式会社

58 日本電産テクノモータ株式会社

13 小浜信用金庫

59 株式会社日本ピーエス

14 株式会社オプテス北陸工場敦賀製造所

60 ネッツトヨタ福井株式会社

15 株式会社環境総合テクノス

61 有限会社平田木材店

16 株式会社関電パワーテック

62 株式会社福井銀行

17 関電プラント株式会社

63 福井県民生活協同組合

18 株式会社木内計測若狭事業部

64 福井トヨタ自動車株式会社

19 株式会社協立技術工業

65 福井日産自動車株式会社

20 株式会社クリンテック

66 社会福祉法人ふくいの福祉家

21 社会福祉法人敬仁会

67 株式会社福邦銀行

22 京福コンサルタント株式会社

68 フクムラ仮設株式会社

23 株式会社ケーブルテレビ若狭小浜

69 富士興産株式会社

24 ゲンキー株式会社

70 株式会社ほくつう

25 原電エンジニアリング株式会社

71 株式会社北陸近畿クボタ

26 有限会社耕雲商事

72 株式会社北陸サーマル

27 株式会社光陽

73 株式会社北陸レジャー（大西グループ）

28 株式会社光洋－ディスパース若さ工場

74 株式会社ほっとリハビリシステムズ

29 JA 敦賀美方（敦賀美方農業協同組合）

75 Honda Cars 小浜 小浜店

30 株式会社塩浜工業

76 岬工業株式会社若狭支店

31 株式会社システムラン／富士測量設計株式会社

77 三津井証券株式会社

32 株式会社下畑組

78 有限会社瑞穂栄商事（ミホエ）

33 株式会社ジャクエツ

79 株式会社メガネのハラダ

34 若越印刷株式会社

80 山口工業グループ株式会社山口工業

35 株式会社スズキ自販北陸

81 山惣工業株式会社

36 生晃栄養薬品株式会社若狭工場

82 山惣ホーム株式会社

37 せくみ屋グループ

83 社会福祉法人友愛会

38 株式会社武笠

84 理研産業株式会社（理研産業補聴器センター）

39 株式会社 TAS

85 株式会社若狭開発技術センター

40 谷口電気株式会社

86 独立行政法人地域医療機能推進機構若狭高浜病院

41 つじ会計事務所

87 社会福祉法人若狭町社会福祉協議会

42 敦賀海陸運輸株式会社

88 株式会社若狭塗センター

43 社会福祉法人敦賀市社会福祉協議会

89 株式会社若狭物流

44 敦賀市立やまびこ園・ワークサポート陽だまり、他

90 株式会社ワカサマツバ

45 敦賀信用金庫

91 ワコー電機株式会社

46 敦賀セメント株式会社

