
主催：福島県 申込・問い合わせ先：
(当日連絡先)

〒963-0203 福島県郡山市静町19-2 西部ファーストワンビル2階
TEL 024-955-6675 (月曜～金曜9:00～17:30)   FAX 024-955-6676          
ｍail f-zinzai@career-shienkikou.com

★ビデオ会議システムZoom(ウェビナー)を使用します。スマホやタブレット・パソコン等からご参加ください。大容量通信可能な、Wi-Fi

環境での接続をお勧めします。

★参加は裏面の二次元コードを読取りください。

PCで参加の場合はミーティングIDを入力し入室ください。

★１社あたり20分(会社説明・映像15分、質疑応答5分)です。

★「カメラオフ」となりますので自宅などからリラックスしてご参加ください。

★入退室自由です。視聴したい企業だけ参加いただいてもOKです。(多くの業界や企業の視聴をオススメいたします。)

★企業説明の後、音声やチャットを使ってリアルタイムで質問ができます。

★YouTubeにて見逃し配信を行います。当日参加できない、もう一度観たい、後日ゆっくり動画で観たい方、是非ご視聴ください。

「キャリア支援機構HP」にて実施1週間後に公開します。

令和5年1月28日(土)・29日(日) 中通り地域、会津地域

2月 4日(土)・ 5日(日) 浜通り地域

10:00～15：00
※参加企業、タイムスケジュールは裏面をご確認下さい。

令和4年度 福島県 新規高卒者の県内就職促進事業

自分が就職する会社、自分で見つけてみませんか？

地元の企業が高校生の皆さんに分かりやすく、

オンラインで説明します。チャットを使ってその場で質問もできます。

保護者の方と一緒に観て、親子で「就職」について考えよう。

見逃し配信あり
高校2年生向け

保護者と共に参加する
オンライン企業説明会

事前にZoomミー
ティングアプリ(無
料)のインストール
をしてください。

参加方法
(スマホ・タブレット・パソコンどれでもOK)

参加当日、開始時刻になりましたら、裏面の二次元
コードよりご参加ください。PCの方はミーティングIDを入
力しご参加ください。

就職希望の高校2年生とその保護者、教員、進路アドバイザー

開催日時

参加費用

参加対象

無料



参加URL ミーティングID

　889 0685 6504

順 時間 事業所名 業種 所在地

1 10:00～10:20 有限会社飯田製作所 製造業 本宮市

2 10:25～10:45 アサヒ電子株式会社 製造業 伊達市

3 10:50～11:10 マルナカ株式会社 建設業, 運輸業, その他サービス業 二本松市

4 11:15～11:35 河村電器産業株式会社 製造業 郡山市

5 11:40～12:00 ムネカタ株式会社 製造業 福島市

6 13:00～13:20 株式会社トプコンオプトネクサス 製造業 田村市

7 13:25～13:45 株式会社サクラテック 製造業 白河市

8 13:50～14:10 西田精機株式会社　会津若松工場 製造業 会津若松市

9 14:15～14:35 ルービィ工業株式会社 製造業 会津美里町

10 14:40～15:00 株式会社エヌ・ティー・エス 製造業 石川町

参加URL ミーティングID

　841 2336 5821

順 時間 事業所名 業種 所在地

1 10:00～10:20 社会福祉法人　多宝会 医療・福祉 福島市

2 10:25～10:45 株式会社朝日ラバー 製造業 泉崎村

3 10:50～11:10 株式会社み・らいとコンサルティング（み・らいとグル－プ） 学術研究，専門・技術サ－ビス業 郡山市

4 11:15～11:35 株式会社クラフト 情報通信業 須賀川市

5 11:40～12:00 I＆Iグループ 小売業 郡山市

6 13:00～13:20 会津オリンパス株式会社 製造業 会津若松市

7 13:25～13:45 社会福祉法人　湖星会 医療・福祉 二本松市

8 13:50～14:10 マーレエンジンコンポーネンツジャパン株式会社　平田工場 製造業 平田村

9 14:15～14:35 東京精工株式会社 製造業 玉川村

10 14:40～15:00 医療法人社団　平成会 医療・福祉 会津美里町

参加URL ミーティングID

　812 8794 6730

順 時間 事業所名 業種 所在地

1 10:00～10:20 株式会社ソーカ 製造業 新地町

2 10:25～10:45 住鉱エナジーマテリアル株式会社 製造業 双葉町

3 10:50～11:10 株式会社エコプラス エネルギー・環境・リサイクル いわき市

4 11:15～11:35 鈴機工業株式会社 製造業 いわき市

5 11:40～12:00 南双サービス株式会社 エネルギー・環境・リサイクル 広野町

6 13:00～13:20 タニコー株式会社 製造業 南相馬市

7 13:25～13:45 東京電力ホールディングス株式会社 エネルギー・環境・リサイクル 双葉郡

8 13:50～14:10 株式会社ホットマン 小売業 相双・県北・県中南・会津

9 14:15～14:35 ＡＬＳＯＫ福島株式会社 警備業 いわき市・郡山市・福島市他

10 14:40～15:00 浅野撚糸株式会社 製造業 双葉町

参加URL ミーティングID

　883 6462 2299

順 時間 事業所名 業種 所在地

1 10:00～10:20 株式会社小野モータース 小売業 いわき市

2 10:25～10:45 富士フイルムワコーケミカル株式会社　広野工場 化学工業 広野町

3 10:50～11:10 株式会社シンエイ 仮設足場等のリース業 いわき市

4 11:15～11:35 株式会社リード 製造業 新地町

5 11:40～12:00 福島日産自動車株式会社 小売業 いわき市・南相馬市・福島市・郡山市他

6 13:00～13:20 株式会社いわき印刷企画センター 製造業 いわき市

7 13:25～13:45 株式会社友伸エンジニアリング 製造業 南相馬市

8 13:50～14:10 株式会社エヌビーエス　東日本工場 製造業 楢葉町

9 14:15～14:35 医療法人　医和生会 医療・福祉 いわき市

★参加企業一覧・タイムスケジュール★

昼休憩

昼休憩

1/28(土)中通り・会津地域

1/29(日)中通り・会津地域

昼休憩

2/4(土)浜通り地域

昼休憩

2/5(日)浜通り地域
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