
福井大学Web

学内合同企業
研究会 参加企業・官公庁 ４００社

日時

2021

会場

申込

※ １月４日（月）から申込み開始
問い合わせ：キャリア支援課（0776-27-9904）

２/８（月）～２/２２（月） ※土・日・祝日を除く

オンライン開催
（Zoomミーティング)

・①～④の時間帯で企業が入れ替わって

開催します。(１時間帯で10社が説明）

・１ターン（企業説明25分＋質問5分）

・入れ替わり時間での参加・退出が可能。

・オンライン開催のため自宅から気軽に

参加できます。

① 9：30～11：10

③ 13：50～15：30 ④ 16：00～17：40

② 11：40～13：20

キャリアサポートシステムより
｢福井大学Web学内合同企業研究会｣にて申込み

申込みはこちらから

※参加企業・官公庁一覧はキャリアサポートシステム
の申込み画面から確認できます



2⽉8⽇(⽉) 09:30〜11:10
No 企業名 本社所在地 業種

1 東海染⼯株式会社 愛知県 素材・化学
2 株式会社ＧＳユアサ 京都府 電⼦・電機
3 ファナック株式会社 ⼭梨県 電⼦・電機
4 シロキ⼯業株式会社 神奈川県 機械・プラントエンジニアリング
5 株式会社ＰＦＵ ⽯川県 通信関連
6 菱機⼯業株式会社 ⽯川県 建設・住宅・不動産
7 勝⼭市役所 福井県 官公庁・団体
8 株式会社福邦銀⾏ 福井県 銀⾏
9 村中建設株式会社 福井県 建設・住宅・不動産

10 ユニフォームネクスト株式会社 福井県 その他商社

2⽉8⽇(⽉) 11:40〜13:20
No 企業名 本社所在地 業種

1 津⽥⼯業株式会社 愛知県 ⾃動⾞・輸送⽤機器
2 株式会社デンソーウェーブ 愛知県 電⼦・電機
3 ＥＩＺＯ株式会社 ⽯川県 素材・化学
4 綜合警備保障株式会社 東京都 その他サービス
5 株式会社ＮＴＴドコモ 東京都 通信関連
6 須賀⼯業株式会社 東京都 建設・住宅・不動産
7 福井鋲螺株式会社 福井県 鉄鋼・⾮鉄・⾦属製品
8 株式会社タッセイ 福井県 建設・住宅・不動産
9 株式会社ビジュアルソフト 福井県 情報処理・ソフトウエア

10 株式会社ワイエムシィ 京都府 繊維・化学製造

2⽉8⽇(⽉) 13:50〜15:30
No 企業名 本社所在地 業種

1 株式会社⽇⽴パワーソリューションズ 茨⽊県 電⼦・電機
2 株式会社トーケン ⽯川県 建設・住宅・不動産
3 株式会社⾣島製作所 ⼤阪府 機械・プラントエンジニアリング
4 パナソニックライティングシステムズ株式会社 ⼤阪府 電⼦・電機
5 株式会社丹⻘社 東京都 建設・住宅・不動産
6 株式会社不⼆越 東京都 機械・プラントエンジニアリング
7 ⽇本プロセス株式会社 東京都 情報処理・ソフトウエア
8 税理⼠法⼈上坂会計 福井県 その他サービス
9 ウラセ株式会社 福井県 素材・化学

10 敦賀市役所 福井県 官公庁・団体

2⽉8⽇(⽉) 16:00〜17:40
No 企業名 本社所在地 業種

1 株式会社マキタ 愛知県 電⼦・電機
2 中⽇本⾼速道路株式会社 愛知県 官公庁・団体
3 ＪＲ東海建設株式会社 愛知県 建設・住宅・不動産
4 株式会社モビテック 愛知県 専⾨・技術サービス業
5 名古屋製酪株式会社（スジャータめいらくグループ） 愛知県 商社（⽔産・⾷品）
6 加和太建設株式会社 静岡県 建設・住宅・不動産
7 株式会社富⼠通北陸システムズ ⽯川県 通信関連
8 ⽯友ホームグループ 富⼭県 建設・住宅・不動産
9 ポリマー化成株式会社 福井県 OA機器・家具・スポーツ・玩具・その他

10 共同コンピュータ株式会社 福井県 情報処理・ソフトウエア
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2⽉9⽇(⽕) 09:30〜11:10
No 企業名 本社所在地 業種

1 ヤマザキマザック株式会社 愛知県 機械・プラントエンジニアリング
2 ⼤⽇本⼟⽊株式会社 岐⾩県 建設・住宅・不動産
3 ＴＯＷＡ株式会社 京都府 精密機器・医療⽤機器
4 ⽇産⾞体株式会社 神奈川県 ⾃動⾞・輸送⽤機器
5 栗本建設⼯業株式会社 ⼤阪府 建設・住宅・不動産
6 全国健康保険協会 東京都 官公庁・団体
7 東京海上⽇動⽕災保険株式会社 東京都 保険
8 東レエンジニアリング株式会社 東京都 エネルギー
9 敦賀海陸運輸株式会社 福井県 運輸

10 株式会社永和システムマネジメント 福井県 情報処理・ソフトウエア

2⽉9⽇(⽕)11:40〜13:20
No 企業名 本社所在地 業種

1 ＣＫＤ株式会社 愛知県 機械・プラントエンジニアリング
2 共和レザー株式会社 静岡県 素材・化学
3 ⾦沢市役所 ⽯川県 官公庁・団体
4 ⼩松マテーレ株式会社 ⽯川県 素材・化学
5 野村建設⼯業株式会社 ⼤阪府 建設・住宅・不動産
6 ⾶島建設株式会社 東京都 建設・住宅・不動産
7 株式会社ネスティ 福井県 情報処理・ソフトウエア
8 ⽇産プリンス福井販売株式会社 福井県 商社（⾃動⾞・輸送⽤機器）
9 ⽇本システムバンク株式会社 福井県 その他サービス

10 セーレン株式会社 福井県 素材・化学

2⽉9⽇(⽕) 13:50〜15:30
No 企業名 本社所在地 業種

1 ⽇東⼯業株式会社 愛知県 電⼦・電機
2 丸⽂通商株式会社 ⽯川県 医薬品・医療関連・化粧品
3 東京電⼒ホールディングス株式会社 東京都 商社（エネルギー）
4 前⽥⼯繊株式会社 福井県 素材・化学
5 クラシス株式会社 福井県 建設・住宅・不動産
6 福井地⽅・家庭裁判所 福井県 官公庁・団体
7 株式会社⼋⽊熊 福井県 機械・プラントエンジニアリング
8 福井キヤノンマテリアル株式会社 福井県 素材・化学
9 ⼭九株式会社 福岡県 建設・住宅・不動産

10 ＭＨＩ ＮＳエンジニアリング株式会社 兵庫県 専⾨・技術サービス業

2⽉9⽇(⽕)16:00〜17:40
No 企業名 本社所在地 業種

1 東海興業株式会社 愛知県 ⾃動⾞・輸送⽤機器
2 倉敷紡績株式会社 岡⼭県 医薬品・医療関連・化粧品
3 アピ株式会社 岐⾩県 医薬品・医療関連・化粧品
4 岐セン株式会社 岐⾩県 素材・化学
5 ニチコン株式会社 京都府 電⼦・電機
6 株式会社⻑府製作所 ⼭⼝県 機械・プラントエンジニアリング
7 アイレムソフトウェアエンジニアリング株式会社 ⽯川県 情報処理・ソフトウエア
8 株式会社かんぽ⽣命保険 東京都 保険
9 三⾕コンピュータ株式会社 福井県 情報処理・ソフトウエア

10 株式会社熊⾕組 福井県 建設・住宅・不動産
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2⽉10⽇(⽔) 09:30〜11:10
No 企業名 本社所在地 業種

1 愛三⼯業株式会社 愛知県 ⾃動⾞・輸送⽤機器
2 株式会社コーワメックス 愛知県 専⾨・技術サービス業
3 ジェイアール東海情報システム株式会社 愛知県 情報処理・ソフトウエア
4 浜松ホトニクス株式会社 静岡県 電⼦・電機
5 ⼭⼀精⼯株式会社 ⽯川県 鉄鋼・⾮鉄・⾦属製品
6 ⼩松ウオール⼯業株式会社 ⽯川県 素材・化学
7 アクサ損害保険株式会社 東京都 保険
8 ⼾⽥建設株式会社 東京都 建設・住宅・不動産
9 北陸電気⼯事株式会社 富⼭県 建設・住宅・不動産

10 株式会社福井村⽥製作所 福井県 電⼦・電機

2⽉10⽇(⽔) 11:40〜13:20
No 企業名 本社所在地 業種

1 シヤチハタ株式会社 愛知県 OA機器・家具・スポーツ・玩具・その他
2 美濃窯業株式会社 岐⾩県 機械・プラントエンジニアリング
3 塩野フィネス株式会社 ⼤阪府 医薬品・医療関連・化粧品
4 ⽇本航空電⼦⼯業株式会社 東京都 電⼦・電機
5 三菱電機エンジニアリング株式会社 東京都 機械・プラントエンジニアリング
6 ⽇本政策⾦融公庫 東京都 保険
7 ⽇本ソフテック株式会社 富⼭県 情報処理・ソフトウエア
8 株式会社リッチェル 富⼭県 OA機器・家具・スポーツ・玩具・その他
9 株式会社⽩崎コーポレーション 福井県 専⾨・技術サービス業

10 福井県⺠⽣活協同組合 福井県 官公庁・団体

2⽉10⽇(⽔)13:50〜15:30
No 企業名 本社所在地 業種

1 株式会社メイテック 愛知県 ⼈材紹介・⼈材派遣
2 株式会社三五 愛知県 ⾃動⾞・輸送⽤機器
3 イビデンエンジニアリング株式会社 岐⾩県 建設・住宅・不動産
4 加賀東芝エレクトロニクス株式会社 ⽯川県 電⼦・電機
5 株式会社エイチアンドエフ 福井県 機械・プラントエンジニアリング
6 株式会社ルネッサ 福井県 機械・プラントエンジニアリング
7 酒井化学⼯業株式会社 福井県 素材・化学
8 福井労働局 福井県 官公庁・団体
9 三⾕セキサン株式会社 福井県 建設・住宅・不動産

10 三⾕商事株式会社 福井県 情報処理・ソフトウエア

2⽉10⽇(⽔)16:00〜17:40
No 企業名 本社所在地 業種

1 リンナイ株式会社 愛知県 機械・プラントエンジニアリング
2 萩原電気ホールディングス株式会社 愛知県 電⼦・電機
3 澁⾕⼯業株式会社 ⽯川県 機械・プラントエンジニアリング
4 ニプロ株式会社 ⼤阪府 医薬品・医療関連・化粧品
5 株式会社⽵中⼟⽊ 東京都 建設・住宅・不動産
6 ＳＣＳＫニアショアシステムズ株式会社 東京都 情報処理・ソフトウエア
7 岡本株式会社 奈良県 素材・化学
8 ゲンキー株式会社 福井県 専⾨店（ドラッグストア・調剤薬局）
9 ⽇東シンコー株式会社 福井県 電⼦・電機

10 株式会社ジャクエツ 福井県 OA機器・家具・スポーツ・玩具・その他
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2⽉12⽇(⾦)09:30〜11:10
No 企業名 本社所在地 業種

1 株式会社ＦＴＳ 愛知県 機械・プラントエンジニアリング
2 株式会社パロマ 愛知県 機械・プラントエンジニアリング
3 ⽵⽥設計⼯業株式会社 愛知県 専⾨・技術サービス業
4 中部電⼒株式会社 愛知県 エネルギー
5 東振グループ ⽯川県 専⾨・技術サービス業
6 損害保険ジャパン株式会社 福井⽀店 東京都 保険
7 ⽇鉄テックスエンジ株式会社 東京都 建設・住宅・不動産
8 坂井市役所 福井県 官公庁・団体
9 アイテック株式会社 福井県 鉄鋼・⾮鉄・⾦属製品

10 株式会社サカイエルコム 福井県 電⼦・電機

2⽉12⽇(⾦) 11:40〜13:20
No 企業名 本社所在地 業種

1 愛知電機株式会社 愛知県 電⼦・電機
2 佐久間特殊鋼株式会社 愛知県 鉄鋼・⾮鉄・⾦属製品
3 三恵⼯業株式会社 滋賀県 ⾃動⾞・輸送⽤機器
4 パーソルＡＶＣテクノロジー株式会社 ⼤阪府 情報処理・ソフトウエア
5 ⻄⽇本旅客鉄道株式会社 ⼤阪府 その他サービス
6 ⽇通システム株式会社 東京都 情報処理・ソフトウエア
7 ⽥中建設株式会社 福井県 建設・住宅・不動産
8 松⽂産業株式会社 福井県 素材・化学
9 株式会社⽇本ピーエス 福井県 建設・住宅・不動産

10 株式会社カズマ 福井県 商社（ファッション関連）

2⽉12⽇(⾦) 13:50〜15:30
No 企業名 本社所在地 業種

1 アビームシステムズ株式会社 愛知県 情報処理・ソフトウエア
2 林テレンプ株式会社 愛知県 ⾃動⾞・輸送⽤機器
3 ヤマハ発動機株式会社 静岡県 機械・プラントエンジニアリング
4 ⼤同⼯業株式会社 ⽯川県 ⾃動⾞・輸送⽤機器
5 野⾥電気⼯業株式会社 ⼤阪府 電⼦・電機
6 セイコーエプソン株式会社 東京都 機械・プラントエンジニアリング
7 中越合⾦鋳⼯株式会社 富⼭県 鉄鋼・⾮鉄・⾦属製品
8 東洋染⼯株式会社 福井県 素材・化学
9 株式会社伊藤電機 福井県 建設・住宅・不動産

10 興和江守株式会社 福井県 商社（化学・医薬品・化粧品）

2⽉12⽇(⾦) 16:00〜17:40
No 企業名 本社所在地 業種

1 ⼤豊⼯業株式会社 愛知県 機械・プラントエンジニアリング
2 株式会社トーエネック 愛知県 建設・住宅・不動産
3 フジテック株式会社 滋賀県 機械・プラントエンジニアリング
4 ⽇産⾃動⾞株式会社 神奈川県 ⾃動⾞・輸送⽤機器
5 ⽇機装株式会社 東京都 電⼦・電機
6 清⽔建設株式会社 東京都 建設・住宅・不動産
7 福井システムズ株式会社 福井県 情報処理・ソフトウエア
8 株式会社アスピカ 福井県 その他サービス
9 株式会社デンソーテン 兵庫県 電⼦・電機

10 明治安⽥⽣命保険相互会社 東京都 ⾦融・保険
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2⽉15⽇(⽉)09:30〜11:10
No 企業名 本社所在地 業種

1 株式会社不動産ＳＨＯＰナカジツ 愛知県 建設・住宅・不動産
2 メイラ株式会社 愛知県 精密機器・医療⽤機器
3 宝ホールディングス株式会社 京都府 OA機器・家具・スポーツ・玩具・その他
4 古河ＡＳ株式会社 滋賀県 ⾃動⾞・輸送⽤機器
5 株式会社ニフコ 神奈川県 素材・化学
6 三井住友信託銀⾏株式会社 東京都 銀⾏
7 株式会社ジークス 東京都 情報処理・ソフトウエア
8 全国共済農業協同組合連合会 福井県本部 東京都 官公庁・団体
9 株式会社ホーコーズ 福井県 印刷・パッケージ

10 チャンスメーカー株式会社 福井県 通信関連

2⽉15⽇(⽉)11:40〜13:20
No 企業名 本社所在地 業種

1 トヨタテクニカルディベロップメント株式会社 愛知県 専⾨・技術サービス業
2 ⾦沢国税局 ⽯川県 官公庁・団体
3 ⽇⽴造船株式会社 ⼤阪府 機械・プラントエンジニアリング
4 ⽣和コーポレーション株式会社 ⼤阪府 建設・住宅・不動産
5 合同製鐵株式会社 ⼤阪府 OA機器・家具・スポーツ・玩具・その他
6 株式会社オーディオテクニカフクイ 福井県 電⼦・電機
7 森永北陸乳業株式会社 福井県 商社（⽔産・⾷品）
8 株式会社武⽥機械 福井県 機械・プラントエンジニアリング
9 ⼭崎⾦属株式会社 福井県 鉄鋼・⾮鉄・⾦属製品

10 吉岡幸株式会社 福井県 鉄鋼・⾮鉄・⾦属製品

2⽉15⽇(⽉) 13:50〜15:30
No 企業名 本社所在地 業種

1 アイシン⾼丘株式会社 愛知県 ⾃動⾞・輸送⽤機器
2 東⼭フイルム株式会社 愛知県 素材・化学
3 株式会社アテック 愛知県 情報処理・ソフトウエア
4 株式会社ヒップ 神奈川県 専⾨・技術サービス業
5 北菱電興株式会社 ⽯川県 電⼦・電機
6 株式会社⾦沢村⽥製作所 ⽯川県 通信関連
7 ＮＥＣ航空宇宙システム 東京都 通信関連
8 株式会社ふじや⾷品 福井県 ⽔産・⾷品
9 株式会社江守情報 福井県 情報処理・ソフトウエア

10 特殊電極株式会社 兵庫県 鉄鋼・⾮鉄・⾦属製品

2⽉15⽇(⽉) 16:00〜17:40
No 企業名 本社所在地 業種

1 名古屋電機⼯業株式会社 愛知県 電⼦・電機
2 株式会社システムリサーチ 愛知県 情報処理・ソフトウエア
3 鈴秀⼯業株式会社 愛知県 機械・プラントエンジニアリング
4 関電プラント株式会社 ⼤阪府 専⾨・技術サービス業
5 三菱電機プラントエンジニアリング株式会社 東京都 建設・住宅・不動産
6 エネックス株式会社 東京都 エネルギー
7 ⼩野⾕機⼯株式会社 福井県 ⾃動⾞・輸送⽤機器
8 株式会社鯖江村⽥製作所 福井県 鉄鋼・⾮鉄・⾦属製品
9 井上商事株式会社 福井県 鉄鋼・⾮鉄・⾦属製品

10 川⽥⼯業株式会社 富⼭県 建築系
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2⽉16⽇(⽕)09:30〜11:10
No 企業名 本社所在地 業種

1 株式会社ＮＳソリューションズ中部 愛知県 調査・コンサルタント
2 東邦ガスエンジニアリング株式会社 愛知県 エネルギー
3 中央コンピューター株式会社 ⼤阪府 情報処理・ソフトウエア
4 パナソニック株式会社 ⼤阪府 電⼦・電機
5 株式会社⽇本⼊試センター 東京都 教育機関
6 佐藤⼯業株式会社 富⼭県 建設・住宅・不動産
7 ⽇信化学⼯業株式会社 福井県 素材・化学
8 株式会社ホプニック研究所 福井県 OA機器・家具・スポーツ・玩具・その他
9 越前信⽤⾦庫 福井県 信⽤⾦庫・労働⾦庫

10 法務省 福井保護観察所 福井県 官公庁・団体

2⽉16⽇(⽕)11:40〜13:20
No 企業名 本社所在地 業種

1 株式会社ニッセイ 愛知県 機械・プラントエンジニアリング
2 ⽇東精⼯株式会社 京都府 鉄鋼・⾮鉄・⾦属製品
3 キヤノンマシナリー株式会社 滋賀県 機械・プラントエンジニアリング
4 株式会社アルファシステムズ 神奈川県 通信関連
5 スズキ株式会社 静岡県 ⾃動⾞・輸送⽤機器
6 シンフォニアテクノロジー株式会社 東京都 電⼦・電機
7 農林⽔産省 東京都 官公庁・団体
8 ⽇本原⼦⼒発電株式会社 東京都 専⾨・技術サービス業
9 永森建設株式会社 福井県 建設・住宅・不動産

10 福井経編興業株式会社 福井県 素材・化学

2⽉16⽇(⽕)13:50〜15:30
No 企業名 本社所在地 業種

1 株式会社ＦＵＪＩ 愛知県 電⼦・電機
2 株式会社アイセロ 愛知県 素材・化学
3 株式会社協豊製作所 愛知県 ⾃動⾞・輸送⽤機器
4 豊⽥鉄⼯株式会社 愛知県 鉄鋼・⾮鉄・⾦属製品
5 株式会社ミエデンシステムソリューション 三重県 通信関連
6 根上⼯業株式会社 ⽯川県 素材・化学
7 株式会社原⼦⼒エンジニアリング ⼤阪府 専⾨・技術サービス業
8 株式会社ＮＴＴファシリティーズグループ 東京都 建設・住宅・不動産
9 株式会社シャルマン 福井県 商社（ファッション関連）

10 ⼭⾦⼯業株式会社 福井県 鉄鋼・⾮鉄・⾦属製品

2⽉16⽇(⽕) 16:00〜17:40
No 企業名 本社所在地 業種

1 アイコクアルファ株式会社 愛知県 ⾃動⾞・輸送⽤機器
2 愛知時計電機株式会社 愛知県 その他商社
3 株式会社オンダ製作所 岐⾩県 機械・プラントエンジニアリング
4 ⽇新電機株式会社 京都府 電⼦・電機
5 サイレックス・テクノロジー株式会社 京都府 情報処理・ソフトウエア
6 株式会社⽵中⼯務店 ⼤阪府 建設・住宅・不動産
7 ⽇本原⼦⼒防護システム株式会社 東京都 その他サービス
8 ｄＳＰＡＣＥ Ｊａｐａｎ株式会社 東京都 専⾨・技術サービス業
9 京福コンサルタント株式会社 福井県 建設・住宅・不動産

10 株式会社⾒⾕組 福井県 建設・住宅・不動産
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2⽉17⽇(⽔)09:30〜11:10
No 企業名 本社所在地 業種

1 株式会社アドヴィックス 愛知県 ⾃動⾞・輸送⽤機器
2 デンソーテクノ株式会社 愛知県 情報処理・ソフトウエア
3 中部資材株式会社 愛知県 建設・住宅・不動産
4 ⽇本⾞輌製造株式会社 愛知県 機械・プラントエンジニアリング
5 株式会社アムコー・テクノロジー・ジャパン ⼤分県 電⼦・電機
6 凸版印刷株式会社 東京都 印刷・パッケージ
7 株式会社天晴データネット 福井県 情報処理・ソフトウエア
8 福井信⽤⾦庫 福井県 信⽤⾦庫・労働⾦庫
9 福井交通株式会社（京福電鉄グループ） 福井県 官公庁・団体

10 丸尾カルシウム株式会社 兵庫県 素材・化学

2⽉17⽇(⽔)11:40〜13:20
No 企業名 本社所在地 業種

1 中部鋼鈑株式会社 愛知県 鉄鋼・⾮鉄・⾦属製品
2 株式会社ゴーシュー 滋賀県 鉄鋼・⾮鉄・⾦属製品
3 株式会社柿本商会 ⽯川県 建設・住宅・不動産
4 旭電設株式会社 ⼤阪府 電⼦・電機
5 中外炉⼯業株式会社 ⼤阪府 機械・プラントエンジニアリング
6 アトラス情報サービス株式会社 ⼤阪府 情報・インターネットサービス
7 ⽇本カーバイド⼯業株式会社 東京都 素材・化学
8 ⽮崎総業株式会社 東京都 ⾃動⾞・輸送⽤機器
9 技建⼯業株式会社 福井県 建設・住宅・不動産

10 株式会社福井銀⾏ 福井県 銀⾏

2⽉17⽇(⽔)13:50〜15:30
No 企業名 本社所在地 業種

1 ユケン⼯業株式会社 愛知県 素材・化学
2 住友理⼯株式会社 愛知県 ⾃動⾞・輸送⽤機器
3 豊⽥合成株式会社 愛知県 機械・プラントエンジニアリング
4 半⽥重⼯業株式会社 愛知県 ⾃動⾞・輸送⽤機器
5 株式会社バッファロー 愛知県 電⼦・電機
6 株式会社ほくつう ⽯川県 情報・インターネットサービス
7 ＮＴＮ株式会社 ⼤阪府 機械・プラントエンジニアリング
8 三宝電機株式会社 ⼤阪府 建設・住宅・不動産
9 ⼤和ハウス⼯業株式会社 ⼤阪府 建設・住宅・不動産

10 株式会社プログラミングファスト 福井県 情報処理・ソフトウエア

2⽉17⽇(⽔)16:00〜17:40
No 企業名 本社所在地 業種

1 フタバ産業株式会社 愛知県 ⾃動⾞・輸送⽤機器
2 東レ建設株式会社 ⼤阪府 建設・住宅・不動産
3 ＪＳＲ株式会社 東京都 ゴム・ガラス・セメント・セラミックス
4 株式会社伊藤園 東京都 茶製品・清涼飲料⽔メーカー
5 株式会社⼤気社 東京都 建設・住宅・不動産
6 株式会社ヒューマンインタラクティブテクノロジー 東京都 情報処理・ソフトウエア
7 ＳＭＫ株式会社 東京都 電⼦・電機
8 株式会社ＳＨＩＮＤＯ 福井県 素材・化学
9 福井ネット株式会社（福井銀⾏グループ） 福井県 通信関連

10 国⽴⼤学法⼈福井⼤学 福井県 その他サービス
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2⽉18⽇(⽊)09:30〜11:10
No 企業名 本社所在地 業種

1 ⼩原建設株式会社 愛知県 建設・住宅・不動産
2 ⽇本⽣命保険相互株式会社 ⼤阪府 保険
3 寺崎電気産業株式会社 ⼤阪府 電⼦・電機
4 株式会社エネゲート ⼤阪府 電⼦・電機
5 ダイハツ⼯業株式会社 ⼤阪府 ⾃動⾞・輸送⽤機器
6 株式会社⽇本デジタル研究所 東京都 情報処理・ソフトウエア
7 ⼤東建託グループ 東京都 建設・住宅・不動産
8 ＴＰＲ株式会社 東京都 ⾃動⾞・輸送⽤機器
9 パワーシステム株式会社 福井県 情報処理・ソフトウエア

10 ユニチカ株式会社 兵庫県 素材・化学

2⽉18⽇(⽊)11:40〜13:20
No 企業名 本社所在地 業種

1 株式会社豊⽥⾃動織機ＩＴソリューションズ 愛知県 情報処理・ソフトウエア
2 エヌティー精密株式会社 愛知県 精密機器・医療⽤機器
3 ⼤同メタル⼯業株式会社 愛知県 ⾃動⾞・輸送⽤機器
4 株式会社槌屋 愛知県 ⾃動⾞・輸送⽤機器
5 岐建株式会社 岐⾩県 建設・住宅・不動産
6 ⽇本電気硝⼦株式会社 滋賀県 ゴム・ガラス・セメント・セラミックス
7 住江織物株式会社 ⼤阪府 素材・化学
8 国⼟防災技術株式会社 東京都 建設・住宅・不動産
9 合同会社ＤＭＭ．ｃｏｍ 東京都 情報処理・ソフトウエア

10 株式会社ＳＲＡ 東京都 情報通信

2⽉18⽇(⽊)13:50〜15:30
No 企業名 本社所在地 業種

1 ＭＨＩエアロスペースシステムズ株式会社 愛知県 情報処理・ソフトウエア
2 ＮＮＰ株式会社 愛知県 電⼦・電機
3 株式会社ＮＥＳＩ 茨城県 情報・インターネットサービス
4 京セラコミュニケーションシステム株式会社 京都府 調査・コンサルタント
5 クレスコ北陸株式会社 ⽯川県 情報処理・ソフトウエア
6 株式会社錢⾼組 ⼤阪府 建設・住宅・不動産
7 株式会社フジキン ⼤阪府 機械・プラントエンジニアリング
8 株式会社フジタ 東京都 建設・住宅・不動産
9 ＹＫＫグループ 東京都 鉄鋼・⾮鉄・⾦属製品

10 株式会社⽇本エー・エム・シー 福井県 OA機器・家具・スポーツ・玩具・その他

2⽉18⽇(⽊)16:00〜17:40
No 企業名 本社所在地 業種

1 国⽴研究開発法⼈⽇本原⼦⼒研究開発機構 茨城県 専⾨・技術サービス業
2 株式会社⽇産オートモーティブテクノロジー 神奈川県 ⾃動⾞・輸送⽤機器
3 三⾕産業株式会社 ⽯川県 建設・住宅・不動産
4 三菱⾃動⾞⼯業株式会社 東京都 機械・プラントエンジニアリング
5 株式会社バーズ情報科学研究所 東京都 情報処理・ソフトウエア
6 三菱電機株式会社 東京都 電⼦・電機
7 鉄建建設株式会社 東京都 建設・住宅・不動産
8 株式会社ピーエス三菱 東京都 建設・住宅・不動産
9 マルチコンピューティング株式会社 福井県 情報処理・ソフトウエア

10 盟友技研株式会社 福井県 機械・プラントエンジニアリング
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2⽉19⽇(⾦)09:30〜11:10
No 企業名 本社所在地 業種

1 トーテックアメニティ株式会社 愛知県 情報処理・ソフトウエア
2 名⼯建設株式会社 愛知県 建設・住宅・不動産
3 ⽮作建設⼯業株式会社 愛知県 建設・住宅・不動産
4 独⽴⾏政法⼈地域医療機能推進機構 東海北陸地区事務所 愛知県 官公庁・団体
5 鍋屋バイテック株式会社 岐⾩県 機械・プラントエンジニアリング
6 住友電装株式会社 三重県 ⾃動⾞・輸送⽤機器
7 株式会社東芝 東京都 電⼦・電機
8 株式会社テクノプロ テクノプロ・デザイン社 東京都 専⾨・技術サービス業
9 ＫＢセーレン株式会社 福井県 素材・化学

10 ⽯⿊建設株式会社 福井県 建設・住宅・不動産

2⽉19⽇(⾦)11:40〜13:20
No 企業名 本社所在地 業種

1 シミズ⼯業株式会社 愛知県 ⾃動⾞・輸送⽤機器
2 岐⾩プラスチック⼯業株式会社 岐⾩県 素材・化学
3 株式会社セイノー情報サービス 岐⾩県 情報処理・ソフトウエア
4 JAPAN  TESTING LABORATORIES株式会社 岐⾩県 調査・コンサルタント
5 株式会社鴻池組 ⼤阪府 建設・住宅・不動産
6 ⽇本コンピューターサイエンス株式会社 ⼤阪府 通信関連
7 アイシン・エイ・ダブリュ⼯業株式会社 福井県 ⾃動⾞・輸送⽤機器
8 株式会社明和⼯務店 兵庫県 建設・住宅・不動産
9 オムロンソフトウェア株式会社 京都府 情報通信

10 原電エンジニアリング㈱ 東京都 学術研究・専⾨・技術サービス

2⽉19⽇(⾦)13:50〜15:30
No 企業名 本社所在地 業種

1 株式会社名張製作所 愛知県 機械・プラントエンジニアリング
2 アイシン化⼯株式会社 愛知県 ⾃動⾞・輸送⽤機器

3
パーソルパナソニックＨＲパートナーズ株式会社
エクセルテクノロジーカンパニー

⼤阪府 ⼈材紹介・⼈材派遣

4 東洋紡株式会社 ⼤阪府 素材・化学
5 ⿅島建設株式会社 東京都 建設・住宅・不動産
6 株式会社⼤林組 東京都 建設・住宅・不動産
7 株式会社メトロ 東京都 情報処理・ソフトウエア
8 税理⼠法⼈合同経営会計事務所 福井県 その他サービス
9 株式会社福井新聞社 福井県 通信関連

10 神⼾天然物化学株式会社 兵庫県 素材・化学

2⽉19⽇(⾦)16:00〜17:40
No 企業名 本社所在地 業種

1 株式会社エィ・ダブリュ・エンジニアリング 愛知県 専⾨・技術サービス業
2 兼房株式会社 愛知県 機械・プラントエンジニアリング
3 神鋼造機株式会社 岐⾩県 機械・プラントエンジニアリング
4 アサヒフォージ株式会社 岐⾩県 ⾃動⾞・輸送⽤機器
5 株式会社ＳＣＲＥＥＮホールディングス 京都府 電⼦・電機
6 中⽇本ハイウェイ・エンジニアリング東京株式会社 東京都 建設・住宅・不動産
7 新⽇本空調株式会社 東京都 建設・住宅・不動産
8 福井県庁 福井県 官公庁・団体
9 株式会社ユー・エス・イー 福岡県 情報処理・ソフトウエア

10 株式会社神⼾製鋼所 兵庫県 鉄鋼・⾮鉄・⾦属製品
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2⽉22⽇(⽉)09:30〜11:10
No 企業名 本社所在地 業種

1 村⽥機械株式会社 京都府 機械・プラントエンジニアリング
2 株式会社ミツバ 群⾺県 ⾃動⾞・輸送⽤機器
3 ⽇本原燃株式会社 ⻘森県 エネルギー
4 北陸財務局 ⽯川県 官公庁・団体
5 エスケー化研株式会社 ⼤阪府 素材・化学
6 株式会社レールテック ⼤阪府 専⾨・技術サービス業
7 アドソル⽇進株式会社 東京都 情報処理・ソフトウエア
8 新⽇本コンピュータマネジメント株式会社 東京都 情報処理・ソフトウエア
9 ⻘⽊あすなろ建設株式会社 東京都 建設・住宅・不動産

10 三機⼯業株式会社 東京都 建設・住宅・不動産

2⽉22⽇(⽉)11:40〜13:20
No 企業名 本社所在地 業種

1 株式会社富⼠通ソフトウェアテクノロジーズ 神奈川県 通信関連
2 アマノ株式会社 神奈川県 専⾨・技術サービス業
3 コマツ産機株式会社 ⽯川県 機械・プラントエンジニアリング
4 コマニー株式会社 ⽯川県 OA機器・家具・スポーツ・玩具・その他
5 株式会社栗本鐵⼯所 ⼤阪府 機械・プラントエンジニアリング
6 ⽣晃栄養薬品株式会社 若狭⼯場 ⼤阪府 OA機器・家具・スポーツ・玩具・その他
7 株式会社テクノ菱和 東京都 建設・住宅・不動産
8 前⽥道路株式会社 東京都 建設・住宅・不動産
9 裕幸計装株式会社 東京都 建設・住宅・不動産

10 福井市 福井県 官公庁・団体

2⽉22⽇(⽉)13:50〜15:30
No 企業名 本社所在地 業種

1 株式会社東海理化電機製作所 愛知県 機械・プラントエンジニアリング
2 ＪＲ東海 愛知県 運輸
3 総務省北陸総合通信局 東京都 官公庁・団体
4 ⼀般財団法⼈⽇本品質保証機構 東京都 調査・コンサルタント
5 三菱電機ビルテクノサービス株式会社 東京都 専⾨・技術サービス業
6 あわら市 福井県 官公庁・団体
7 株式会社ウエキグミ 福井県 建設・住宅・不動産
8 株式会社ＴＯＫＯ 福井県 建設・住宅・不動産
9 株式会社塩浜⼯業 福井県 建設・住宅・不動産

10 清川メッキ⼯業株式会社 福井県 鉄鋼・⾮鉄・⾦属製品

2⽉22⽇(⽉)16:00〜17:40
No 企業名 本社所在地 業種

1 中部東芝エンジニアリング株式会社 愛知県 情報処理・ソフトウエア
2 株式会社ソディック ⽯川県 機械・プラントエンジニアリング
3 ＮＴＴ⻄⽇本株式会社 ⼤阪府 通信関連
4 株式会社明電エンジニアリング 東京都 その他サービス
5 ＢＢＳジャパン株式会社 富⼭県 ⾃動⾞・輸送⽤機器
6 株式会社⻄村組 福井県 建設・住宅・不動産
7 サカイオーベックス株式会社 福井県 専⾨店（ファッション関連）
8 株式会社サンワコン 福井県 建設・住宅・不動産
9 株式会社ミツヤ 福井県 素材・化学

10 株式会社東陽機械製作所 愛知県 機械・プラントエンジニアリング
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