
■■対面式■■

事業所名 業種 事業所名 業種
常磐興産株式会社 サービス 株式会社UNコンピューターテクノロジー サービス
株式会社SAWATA サービス ＡＬＳＯＫ福島株式会社 サービス
常光サービス株式会社 サービス 有限会社ＡＢＣいわき その他
社会福祉法人いわきの里 医療・福祉 社会福祉法人育成会 医療・福祉
医療法人医和生会 医療・福祉 株式会社江東微生物研究所 医療・福祉
社会福祉法人五彩会 医療・福祉 株式会社スズキ自販福島 卸売・小売
株式会社マルト 卸売・小売 株式会社ダイユーエイト 卸売・小売
株式会社小名浜包装資材 卸売・小売 サンセイ医機株式会社 卸売・小売
シオヤ産業株式会社 卸売・小売 ネッツトヨタ郡山株式会社 卸売・小売
株式会社平果 卸売・小売 江戸川木材工業株式会社 卸売・小売
株式会社ジョイント 卸売・小売 ひまわり信用金庫 金融・保険
株式会社福島銀行 金融・保険 クレハ建設株式会社 建設
株式会社渡辺組 建設 株式会社日本ハウスホールディングス 建設
株式会社久工業所 建設 株式会社加地和組 建設
株式会社不二代建設 建設 福島県警察 公務
いわき市役所 公務 いわき商工会議所 公務
バックス情報システム株式会社 情報通信 株式会社ＧＭクリエーション（カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋ＦＣ） 宿泊・飲食サービス
株式会社ＮＥＳＩ 情報通信 株式会社東日本技術研究所 情報通信
丸一株式会社 製造 滲透工業株式会社いわき工場 製造
いわき大王製紙株式会社 製造 東新工業株式会社 製造
株式会社永谷園フーズサンフレックス工場 製造 メルクパフォーマンスマテリアルズ合同会社 製造
古藤工業株式会社 製造 アルプスアルパイン株式会社 製造
松阪興産株式会社 製造 鶴見鋼管株式会社 製造
共力株式会社 製造 株式会社勿来製作所 製造

事業所名 業種 事業所名 業種
フタバコンサルタント株式会社 サービス 税理士法人常陽経営 サービス
株式会社シンエイ・いわきビジネスサポート事業協同組合 サービス 株式会社クレハ環境 サービス
株式会社いわきプリント学習社　村田進学塾 サービス 水ing株式会社 その他

(水処理プラント運転保守管理)

ホンダカーズいわき中央株式会社小野モータース サービス 株式会社アムーヴ その他
社会福祉法人りんさく福祉会 医療・福祉 三洋海運株式会社 その他
社会福祉法人ハートフルなこそ 医療・福祉 株式会社ニチイ学館 医療・福祉
岡田電気産業株式会社 卸売・小売 メディカル・ケア・サービス株式会社 医療・福祉
いわき魚類株式会社 卸売・小売 ローヤル油機株式会社 卸売・小売
株式会社ファミリー（マルトグループ） 卸売・小売 福島日産自動車株式会社 卸売・小売
株式会社山新 卸売・小売 トヨタI＆Iグループ 卸売・小売
株式会社おのざき 卸売・小売 株式会社福島マツダ 卸売・小売
いわき信用組合 金融・保険 株式会社コメリ 卸売・小売
三浦電気工事株式会社 建設 常磐開発株式会社 建設
田村建材株式会社 建設 堀江工業株式会社 建設
株式会社常磐エンジニアリング 建設 泉電設株式会社 建設
いわき市消防本部 公務 福島県 公務
株式会社ＦＳＫ 情報通信 株式会社メフォス 宿泊・飲食サービス
株式会社インフォテック 情報通信 株式会社東日本計算センター 情報通信
株式会社小野川製作所 製造 株式会社協創 情報通信
クリナップ株式会社 製造 株式会社常磐製作所 製造
堺化学工業株式会社 製造 タニコー株式会社 製造
株式会社花見台自動車 製造 竹内精工株式会社 製造
永大小名浜株式会社 製造
鈴機工業株式会社 製造
常磐共同火力株式会社 電気・ガス・水道

■■オンライン式■■

No 配信時間 事業所名 業種 No 配信時間 事業所名 業種

オ-1 10:00 福島県 公務 オ-11 10:00 クレハ建設株式会社 建設

オ-2 10:30 滲透工業株式会社いわき工場 製造 オ-12 10:30 株式会社東日本技術研究所 情報通信

オ-3 11:00 株式会社ＦＳＫ 情報通信 オ-13 11:00 株式会社シンエイ・いわきビジネスサポート事業協同組合 サービス

オ-4 11:30 有限会社ＡＢＣいわき その他 オ-14 11:30 東新工業株式会社 製造

オ-5 12:00 フタバコンサルタント株式会社 サービス オ-15 12:00 三浦電気工事株式会社 建設

オ-6 14:00 株式会社渡辺組 建設 オ-16 14:00 エムイーシーテクノ株式会社　東北事業所 建設

オ-7 14:30 株式会社小野川製作所 製造 オ-17 14:30 クリナップ株式会社 製造

オ-8 15:00 株式会社インフォテック 情報通信 オ-18 15:00 医療法人医和生会 医療・福祉

オ-9 15:30 社会福祉法人いわきの里 医療・福祉 オ-19 15:30 株式会社マルト 卸売・小売

オ-10 16:00 常磐開発株式会社 建設 オ-20 16:00 株式会社福島銀行 金融・保険

No 配信時間 事業所名 業種 No 配信時間 事業所名 業種

オ-21 10:00 福浜大一建設株式会社 建設 オ-31 10:00 株式会社スズキ自販福島 卸売・小売

オ-22 10:30 バックス情報システム株式会社 情報通信 オ-32 10:30 株式会社江東微生物研究所 医療・福祉

オ-23 11:00 株式会社東日本計算センター 情報通信 オ-33 11:00 メルクパフォーマンスマテリアルズ合同会社 製造

オ-24 11:30 株式会社東日本建設コンサルタント サービス オ-34 11:30 株式会社小名浜包装資材 卸売・小売

オ-25 12:00 社会福祉法人育成会 医療・福祉 オ-35 12:00 株式会社マクサムコミュニケーションズ 卸売・小売

オ-26 14:00 株式会社いわきプリント学習社　村田進学塾 サービス オ-36 13:30 東洋システム株式会社 製造

オ-27 14:30 福島県警察 公務 オ-37 14:00 アルプスアルパイン株式会社 製造

オ-28 15:00 いわき市消防本部 公務 オ-38 14:30 福島スバル自動車株式会社 卸売・小売

オ-29 15:30 田村建材株式会社 建設 オ-39 15:00 岡田電気産業株式会社 卸売・小売

オ-30 16:00 ひまわり信用金庫 金融・保険 オ-40 15:30 株式会社久工業所 建設

オ-41 16:00 トヨタモビリティパーツ株式会社福島支社 卸売・小売

2023 いわき市合同企業説明会　参加企業一覧

●3月1日（水）午前（10：00～12：30）　 ●3月1日（水）午後（14：00～16：30）
No No
1 25

5 29
6 30
7 31

2 26
3 27
4 28

11 35
12 36
13 37

8 32
9 33
10 34

17 41
18 42
19 43

14 38
15 39
16 40

23 47
24 48

20 44
21 45
22 46

50 76
51 77
52 78

●3月2日（木）午前（10：00～12：30）　 ●3月2日（木）午後（14：00～16：30）
No No
49 75

56 82
57 83
58 84

53 79
54 80
55 81

62 88
63 89
64 90

59 85
60 86
61 87

68 94
69 95
70 96

65 91
66 92
67 93

●3月1日（水）　A ●3月1日（水）　B

●3月2日（木）　A ●3月2日（木）　B

71
72
73


	HP用（最終）

