
ふくしま大卒等就職ガイダンス（３月３日（木）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 ☆ タニコー株式会社 製造業 業務用厨房機器製造

2 ☆
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

3 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）

4 ☆ 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

5 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

6 株式会社ライフフーズ 製造業 SM内（㈱ヨークベニマル）での惣菜の製造及び販売

7 ☆ 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

8 ☆ 株式会社北斗型枠製作所 製造業 鋼製型枠製造メーカー

9 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

10 福島ＳｉＣ応用技研株式会社 製造業
最先端半導体技術であるSiC（シリコンカーバ
イト）素子を応用した製品を製造販売

11 クリナップ株式会社 製造業 住宅機器製造販売

12 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

13 ☆ 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

14 福島製鋼株式会社 製造業 輸送用機械機器製造

15 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

16 富士通アイソテック株式会社 製造業
パソコン、サーバーの製造、業務用プリンタ
の設計・製造・販売

17 ☆ 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

18 株式会社サンブライト 製造業 精密部品製造業

19 冨士ダイス株式会社 製造業 超硬耐摩耗工具製造販売

20 株式会社菅野漬物食品 製造業 漬物の製造販売

21 ☆ 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

22 ホーコス株式会社　郡山事業所 製造業
工作機械、環境改善機器、建築設備機器の
製造

23 トキワ印刷株式会社 製造業 葉書印刷、一般商業印刷

24 ☆ 株式会社ＴＢＫ 製造業
自動車、建設機械用ブレーキ設計、製造、販
売

25 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

26 三進金属工業株式会社　福島工場 製造業
金属製品製造業（スチール製ラック等製造販
売）
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27 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

28 ☆ 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

29 エムシー・ファーティコム株式会社 製造業 肥料の製造、開発、販売

30 ☆ 株式会社光陽社 製造業 研磨最良の製造、販売

31 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

32 株式会社清水製作所 製造業 産業機器の部品製作

33 ソニーエナジー・デバイス株式会社 製造業 一次電池・二次電池の開発、設計、製造

34 NECネットワークプロダクツ株式会社 製造業 通信機器の開発・製造

35 丸栄コンクリート工業株式会社 製造業 ガラス、土石製品

36 会津天宝醸造株式会社 製造業 味噌、漬物製造

37 日本化成株式会社 製造業 各種化学品の製造及び販売

38 三甲株式会社 製造業 プラスチック製品製造業

39 株式会社いわきユアサ 製造業 電源装置の製造

40 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

41 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

42 ☆ 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

43 ☆ 株式会社シンエイ サービス業 仮設足場リース、介護福祉用品販売リース

44 ☆ いわきビジネスサポート事業協同組合 サービス業
経理事務代行、共同購買、共同宣言、教育・
情報提供、福利厚生事業

45 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

46 ☆ 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

47 ☆
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

48
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

49 ☆
東洋ワークセキュリティ株式会社
いわき営業所

サービス業 警備業

50 ソシオあすか（有限会社あすか） サービス業 葬祭業

51 株式会社いわや サービス業 結婚式場

52 公益財団法人星総合病院 医療・福祉 医療業

53
社会福祉法人飛鳥
特別養護老人ホームはなまる共和国

医療・福祉 特別養護老人ホーム
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54 株式会社江東微生物研究所 医療・福祉 臨床検査、水質検査、食品検査等

55 ☆ 医療法人医和生会 医療・福祉 診療所・各種介護サービス

56 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

57
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

58 ☆ 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

59 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

60
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

61 ☆
社会福祉法人清峰会
特別養護老人ホーム小峰苑

医療・福祉 福祉施設の運営

62 社団医療法人呉羽会　呉羽総合病院 医療・福祉 病院

63 ☆ 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

64
コスモファーマグループ
株式会社コスモファーマ

医療・福祉 調剤薬局経営、介護事業

65 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

66 ☆
穴原温泉　吉川屋
（有限会社吉川屋）

飲食店・宿泊業 宿泊・会議・婚礼・法要等

67 ☆ 株式会社八幡屋 飲食店・宿泊業 旅館

68 ☆ 郡山ビューホテル株式会社 飲食店・宿泊業 宿泊・宴会・婚礼

69 ☆ 会津東山温泉向瀧　（株式会社向瀧） 飲食店・宿泊業 旅館業

70 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

71
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

72 ☆ 株式会社栄楽館　ホテル華の湯 飲食店・宿泊業 旅館業

73 株式会社シンクラン 運輸業 コカ・コーラ製品の配送

74 ☆ 郡山観光交通株式会社 運輸業 旅客自動車運輸業

75 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

76 福島交通株式会社 運輸業 自動車運送事業、鉄道事業　他

77 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

78 ☆ 株式会社シンク 情報通信業
ソフトウェア開発、ネットワークソリューショ
ン、研究開発

79 ☆ 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

80 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
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81 ☆ 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

82 福島コンピューターシステム株式会社 情報通信業 ソフトウェアの開発、情報機器の販売

83 福島民友新聞株式会社 情報通信業 日刊紙の発行

84 須賀川市役所 公務 行政

85 福島県庁 公務
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

86 全国農業協同組合連合会福島県本部 農業・林業 卸売

87 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

88 ☆ 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

89 ☆ 関場建設株式会社 建設業 土木工事業　建築工事業

90 株式会社石井工務店 建設業 住宅設計、施工、商品開発

91 ☆ 三金興業株式会社 建設業 建築、土木、不動産

92 堀江工業株式会社 建設業 総合建設業

93 ☆ 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

94 株式会社クレハエンジニアリング 建設業 プラント施工管理

95 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

96 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

97 ハギハラ株式会社 建設業 建設

98 福島信用金庫 金融・保険業 預金業務、融資業務、為替業務　他

99 ☆ 二本松信用金庫 金融・保険業 協同組織金融機関

100 ☆ 株式会社福島銀行 金融・保険業 普通銀行

101 第一生命保険株式会社 金融・保険業 生命保険業務

102 常磐共同火力株式会社　勿来発電所
電気・ガス・熱供給・
水道業

電気の卸供給

103 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

104 富士ゼロックス福島株式会社 卸売・小売業 ＩＴを中心としたソリューション＆サービス事業

105 ☆ 株式会社顕幸 卸売・小売業 乳製品宅配業

106 ☆ 株式会社シンセイ 卸売・小売業 農業資材の輸入卸販売

107 ☆ 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）
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108 ☆ 株式会社国井産業（パーティリコ） 卸売・小売業 バラエティ雑貨販売

109 ☆ 株式会社福島マツダ 卸売・小売業 自動車販売

110 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

111 株式会社いちい 卸売・小売業 スーパーマーケットの経営

112 ☆ 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

113 ☆ 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

114 株式会社清水 卸売・小売業
プリント事業部、スタジオ事業部、環境事業
部

115 福島建機株式会社 卸売・小売業
ＨＩＴＡＣＨＩ建設機械の販売・修理・レンタルを
取り扱うディーラー

116 株式会社平果 卸売・小売業 野菜、果実及びその加工品の卸売

117 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

118 ☆ 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

119 ☆ 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

120 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

121 ☆ 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

122 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

123 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

124 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

125 ☆ 高田産商株式会社 卸売・小売業
建築資材の卸売・土木及び鉄骨建築の設
計・施工等

126 ☆ 根本石油株式会社 卸売・小売業 石油・ガス製品卸売・小売

127 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

128 株式会社ヨークベニマル 卸売・小売業 生鮮食品を中心としたスーパーマーケット

129 ☆ 株式会社リンペイ 卸売・小売業 化学製品卸売業


