
令和4年度　春季インターンシップ参加企業一覧（No.1～17）

No. 企業名 業種 事業内容 郵便番号 実習場所 ホームページ 実施期間 実施日数 募集人数 選考
理系
学部

留学生 その他条件

1 アイギスセキュリティ㈱ サービス業

施設警備（常駐・巡回）、私服保安警備（常駐・巡回）、交
通誘導警備（一般道・高速道）、雑踏警備、駐車場管理、
道路保安資機材のレンタル・リース・販売、防犯用設備
機器のレンタル・リース・販売及び施工

806-0022
北九州市八幡西区藤田四丁目2番13号
リブート黒崎

https://www.aigis-security.co.jp/ 3月17日（金）～18日（土） 2日 6名 なし 〇 N1認定 なし

2 アイム電機工業㈱ はん用機械製造業
水中ポンプ・水中モーターなどの産業用水処理機器の専
業メーカー

806-0004 北九州市八幡西区黒崎城石3-4  ほか http://www.eimpump.co.jp 1月23日（月）～3月10日（金）
左記期間内で
5日または10日

各日程3名
合計6名

なし 〇 N2認定 なし

3 ㈲アイユーホーム 不動産業 不動産賃貸仲介・売買・管理におけるすべての業務 802-0064 北九州市小倉北区片野5-3-10 http://www.i-youhome.co.jp/
①2月13日（月）～14日（火）
②2月25日（土）～26日（日）

2日
各日程6名
合計12名

書類選考 〇 × なし

4
旭国際テクネイオン㈱
機器事業本部　真空機器工場

建設業・製造業 計装・電気・保全・物づくり 800-0113 北九州市門司区新門司北1-3-8 http://www.asahi-kokusai-techneion.co.jp
2月13日（月）～3月31日（金）
※各週金曜日　応相談

左記期間内で
1日

各日程2名 なし 〇 ×
工学部
機密保持誓約書締結並びに
抗原検査実施

5 旭倉庫㈱
複合アミューズメント業/

不動産業

複合アミューズメント施設の経営(遊技場/飲食店/クリー
ニング・コインランドリー店/フィットネスジム)賃貸マンショ
ン/コインパーキングの経営

804-0054 北九州市戸畑区牧山新町1-21 http://asahi-souko.com/ 春季休暇中　応相談 3日 10名 なし 〇 日常会話 なし

6 アドバンストーヨー㈱ 卸売業 建築資材販売及び施工 807-0831 北九州市八幡西区則松5-12-33 https://www.lixil-madolier.jp/5000024/ 2月20日（月）～22日（水） 3日 1名 書類選考 〇 × なし

7 ㈱アンサー倶楽部 総合不動産業
売買・賃貸仲介、賃貸管理、リフォーム、買取再販、企画
建売、資産活用・相続コンサルティング

802-0001
北九州市小倉北区浅野2-17-37-3F
（自社ビル：アクシオ北九州Ⅱ） https://answerclub.co.jp/

2月中を予定
※日程は決まり次第連絡

3日 20名 なし 〇 × なし

池田興業㈱ 【対面】 800-8510 北九州市門司区大里本町2-2-5
①2月6日（月）
②2月15日（水）

1日
各日程2～3名
合計4～6名

なし 〇 × なし

池田興業㈱【オンライン】
①2月10日（金）
②2月13日（月）

1日
各日程4～5名
合計8～10名

なし 〇 ×
建築、土木、機械工学分野
PCでの参加が必須（タブレッ
ト、スマートフォン不可）

9 ㈱エイブル 不動産業
不動産賃貸仲介業
不動産管理業

804-0061
北九州営業部（予定）
北九州市戸畑区中本町8-14
FARO戸畑駅前ビル　1F

- 2月頃予定 1日 8名 なし 〇 × なし

10 (医)かん養生クリニック 医業・介護事業
診療所（内科・精神科・心療内科）、重度認知症患者デイ
ケア、精神科デイケア、居宅介護支援事業所、デイサー
ビス、グループホーム、小規模多機能型居宅介護施設

800-0256 北九州市小倉南区湯川新町3-7-1　ほか http://kanclinic.jp 春季休暇中　応相談 5日 各日程1～2名 面接 〇 ×
介護・福祉・医療に興味のあ
る方

北九州ダイハツ販売㈱ 【対面】 803-0823 北九州市小倉北区菜園場1-12-1
2月4日（土）・18日（土）
3月4日（土）・11日（土）・18日（土）

1日
各日程3名
合計15名

なし 〇 × なし

北九州ダイハツ販売㈱【オンライン】
2月9日（木）・10日（金）・17日（金）
3月9日（木）・10日（金）・16日（木）・17日
（金）

1日 何人でも なし 〇 × なし

12 北九州福祉サービス㈱ 福祉・介護
・介護保険事業（居宅介護支援・訪問介護・通所介護他）
・障害福祉サービス
・介護保険外サービス

802-0974 北九州市小倉南区徳力4-8-18　ほか http://www.kitafuku.co.jp 2月20日（月）～22日（水）
左記期間内で

1日
各日程2名
合計6名

なし 〇 ×

新型コロナウイルスの感染拡
大状況により、オンラインで実
施の可能性あり（オンラインの
場合、実習時間は午後から）

13 吉南㈱【オンライン】 運輸業・倉庫業

運ぶ、預かる等の物流を中心に製造請負や梱包資材の
販売、人材派遣や電気工事、機械のメンテナンス、大型
車の整備まで、幅広い事業を展開し総合物流サービスを
提供

https://www.kichinan.co.jp/
①2月15日（水）
②2月25日（土）

1日
各日程20名
合計40名

なし 〇 × なし

14 九州総合建設㈱ 建設業
官公庁より発注される港湾工事を主体とした施工管理を
行う

808-0024 北九州市若松区浜町1-6-18 http://www.kyusou.jp/ 2月1日（水）～3月31日（金）
左記期間内で

1日
各日程3名
合計6名

なし 〇 × なし

九鉄工業㈱【対面】
①2月13日（月）～14日（火）
②2月21日（火）～22日（水）

実働1～2日
（相談の上

決定）
5名 なし 〇 ×

土木・建築系学部学科
緊急事態宣言が発令された
場合は、中止またはオンライ
ンでの実施になる場合あり

九鉄工業㈱【オンライン】
①2月2日（木）
②2月6日（月）

1日 5名 なし 〇 × 土木・建築系学部学科

計測検査㈱【対面】 807-0821 北九州市八幡西区陣原1-8-3 2月16日（木）～17日（金） 2日 1～2名 なし 〇 × なし

計測検査㈱【オンライン】 未定 1日 1～5名 なし 〇 × なし

17 小倉運送㈱【オンライン】 物流業
多くの国内大手企業と取引をし、多様な輸送手段を通し
て物流サービスを提供 http://kokuraunsou.co.jp/ 2月14日（火） 1日 5名 書類選考 〇 ×

パソコンより参加のこと
※申込者が3人未満の場合は
実施不可

面談 ： 合否なし　　面接 ： 合否あり　書類選考：合否あり

オンライン（Web）

https://www.kyutetsu.co.jp/

九鉄工業㈱
遠賀川施設実習センター（社内研修施設）ほか

http://www.keisokukensa.co.jp/

オンライン（Web）

オンライン（Web）

8 総合物流業
総合物流業（トラック運送、倉庫業）・プラント建設・ゼネコ
ン・アウトソーシング（業務請負）他 https://www.ikeda-kogyo.co.jp/

オンライン（Web）

11 自動車卸売業
ダイハツ車販売をメインに、自動車整備・自動車関連商
品の販売を行っている

オンライン（Web）

https://www.kitakyusyu-daihatsu.com/

15 総合建設業

□土木部門：一般土木（道路、河川、橋梁、トンネル等）、
鉄道土木（高架橋、立体交差等）
□建築部門：建築設計・企画、オフィス、商業ビル、駅
舎、分譲住宅等の建築、駅設備のメンテナンス
□線路部門：ＪＲ在来線、新幹線、公共鉄道の新設・改
良・保守

オンライン（Web）

16
技術サービス
（非破壊検査）

画像処理によるトンネルのひび割れ調査、科学プラント
の保守検査及び損傷原因調査、応力測定、振動測定、
土木計測等



令和4年度　春季インターンシップ参加企業一覧（No.18～35）

No. 企業名 業種 事業内容 郵便番号 実習場所 ホームページ 実施期間 実施日数 募集人数 選考
理系
学部

留学生 その他条件

㈱コプロス【対面】 752-8609 下関市長府安養寺1-15-13 2月頃実施予定 1日 何人でも なし 〇 N1認定 なし

㈱コプロス【オンライン】 2月頃実施予定 1日 何人でも なし 〇 N1認定 なし

19 ㈱ザザホラヤ 小売業、アパレル
衣料・雑貨などの輸出入貿易、衣料・雑貨などのインター
ネット通販を含めた小売業、チケット・金券の売買

800-0256 北九州市小倉南区湯川新町4-24-3 http://zaza-g.com 2月27日（月）～3月3日（金）
左記期間内で

1日
各日程5名
合計20名

なし 〇 N1認定 なし

20 ㈱サンキュードラッグ 小売業 ドラッグストアと調剤薬局の経営 805-0062
北九州市八幡東区平野3-1-3
サンキュードラッグ平野薬局 https://www.drug39.co.jp/

①2月16日（木）
②2月17日（金）
③2月18日（土）

1日
各日程5名
合計15名

なし 〇 N1認定 なし

21 ㈱サンリブ 小売業
広島・山口・福岡・佐賀・大分・熊本・宮崎の7県で、生活
に無くてはならない「衣・食・住」に関する商品およびサー
ビスを提供するスーパーマーケット

https://www.sunlive.co.jp/ 2月15日（水）～17日（金） 3日 10名 なし 〇 N1認定 なし

22 ㈱シダー 福祉
介護付き有料老人ホーム・デイサービス・訪問ヘルパー・
訪問看護・訪問リハビリ・居宅介護支援事業所・グループ
ホーム

http://ｗｗｗ.CEDAR-WEB.com 春季休暇中　応相談
3日程度
 応相談

2名 なし 〇 日常会話 なし

23 ジョウツー㈱ 小売業
モバイル販売関連事業・ネットワーク事業・ソリューション
事業

802-0001
北九州市小倉北区浅野2-11-15
小倉興産７号館5F https://jo-tu.net/

①2月16日（木）～17日（金）
②2月21日（火）～22日（水）

2日
各日程4名
合計8名

なし 〇 N1認定 なし

24 ㈱白海 建設業 海上土木工事・しゅんせつ工事での土木施工管理 808-0021 北九州市若松区響町3-1-33　ほか https://shirakai.jp 春季休暇中　応相談 3日予定 2～3名 なし 〇 × なし

25 ㈱新大倉 建設業

・セメントプラントにおける電気計装工事、製薬プラントに
おける機械配管工事
いずれも常駐にてエンドユーザーと直接取引他、プラント
に関する工事
・電子機器などのレトロフィットを中心とする機器整備事
業

803-0844 北九州市小倉北区真鶴2-5-16 http://www.shinohkura.co.jp/ 春季休暇中　応相談 5日 3名 なし 〇 × なし

26 新日本非破壊検査㈱【オンライン】 技術サービス業
・非破壊検査全般
・非破壊検査ロボット、特殊センサーの開発・製造 https://www.shk-k.co.jp/ 春季休暇中　応相談 1日 3名 なし 〇 × なし

新日本熱学㈱【対面】 804-0002 北九州市戸畑区中原先の浜46-80 2月1日（水）～3月31日（金）
左記期間内で

1日
各日程5名 なし 〇 N1認定 なし

新日本熱学㈱【オンライン】 2月1日（水）～3月31日（金）
左記期間内で

1日
各日程5名 なし 〇 N1認定 なし

28 ㈱スズキ自販福岡 自動車販売業
新車・中古車・セニアカー・部品用品の販売自動車整備
及び修理、自動車保険代理店業務

811-2304 糟屋郡粕屋町仲原鶴町2567-10 https://www.suzuki.co.jp/dealer/sj-fukuoka/recruit/
①2月16日（木）
②2月21日（火）

1日
各日程2名
合計4名

なし 〇 N1認定 なし

29
社会福祉法人　カトリック社会事業協会
聖小崎ホーム

児童福祉
2歳から18歳の家庭に事情があり保護者と一緒に暮らす
ことが出来ない児童の生活を支援する

807-0815 北九州市八幡西区本城東3-2-35 http://st-kozaki.com/
①2月17日（金）～19日（日）
②2月24日（金）～26日（日）
③3月1日（水）～30日（木）

①②　3日
③　1日～

各日程2名
合計5名

面談 〇 日常会話 なし

30 第一交通産業㈱【オンライン】 不動産・運輸業

①旅客運送事業　タクシー、介護タクシー、バス、ハイ
ヤーなど
②不動産事業　マンション・戸建住宅の販売、ビルの賃
貸、不動産企画開発等
③その他事業　国際、介護、金融事業等

http://www.daiichi-koutsu.co.jp/ 2月中旬～下旬 1日 6名 なし 〇 ×
応募人数に応じて、選考の可
能性あり

31 大榮㈱ 建設業
インフラ等構造物の補修をメインとした工事現場の施工
管理を行う

803-0801 北九州市小倉北区西港町61-13 http://www.daiei-eng.co.jp 3月1日（水）～31日（金）
左記期間内で

1日
1～2名 なし 〇 × なし

32 大英産業㈱【オンライン】 不動産業
・新築分譲マンション事業　・新築分譲戸建て事業
・不動産流通事業（中古住宅買取再販）　・街づくり事業 https://www.daieisangyo.co.jp/ 2月14日（火） 1日 20名 なし 〇 × なし

33 ㈱大信薬局 医薬品・化粧品小売業
ドラッグストア、薬局、薬店、調剤薬局、整骨院、介護施
設の運営

802-0072 北九州市小倉北区東篠崎1-11-5 https://www.taishinph.co.jp/ 春季休暇中　応相談 1～2日
各日程4名
合計12名

書類選考 〇 × なし

34 T.E.M.サービス㈱ サービス業
船舶救命設備検査
海難事故通訳

801-0883 北九州市門司区大久保1-6-13 - 3月6日（月）～10日（金） 5日 5名 なし 〇 × 英文科

35 TG Japan㈱ 専門サービス業

・人事ソリューション事業：お客様企業の人事業務（給与
計算、社会保険手続き、採用、他）に対するソリューショ
ン企画及びアウトソーシング（業務受託）
・人事組織コンサルティング
・人材紹介

802-0001
北九州市小倉北区浅野3-9-30
北九州国際会議場内8階 https://tg-hr.co.jp/ja/ 2月14日（火）～16日（木） 3日 5～8名 面談 〇 × なし

面談 ： 合否なし　　面接 ： 合否あり　書類選考：合否あり

北九州市内の店舗

オンライン（Web）

https://copros.co.jp/recruit/

オンライン（Web）

https://www.netugaku.co.jp

オンライン（Web）

オンライン（Web）

27

北九州市内エリアの事業所

18 総合建設業
土木事業・建築事業・ケコム事業・太陽光発電事業
バイオマス発電プラント設計、開発・建設機械製造、販売

オンライン（Web）

建設業
鉄鋼、化学、石油、電力プラントにおける、各種設備の保
全工事(断熱、鉄工工事、プラントメンテナンス)

https://shirakai.jp/
https://www.shk-k.co.jp/


令和4年度　春季インターンシップ参加企業一覧（No.36～55）

No. 企業名 業種 事業内容 郵便番号 実習場所 ホームページ 実施期間 実施日数 募集人数 選考
理系
学部

留学生 その他条件

36 ㈱テクノクリエイティブ【オンライン】
情報通信／半導体／

 精密機器／自動車 等

総合エンジニアリング事業
システムインテグレーション（IT領域）、エンジニアリング
（モノづくり領域）、メディカルサポート（医療領域）

https://www.techno-creative.co.jp/
2月13日（月）～17日（金）
※2月15日（水）・16日（木）は休み

3日 6名 なし 〇 × なし

37 ㈱テクノステート
輸送用機器製造業

（自動車部品）
自動車用小物プレス部品（エンジン・ミッション・ターボ・電
子機器等）の製造。精密金型の設計・製作。

828-0033 豊前市大字六郎135-2 http://www.techno-state.co.jp/
①2月13日（月）～2月24日（金）
②3月6日（月）～3月24日（金）

左記期間内で
1～5日

各日程1～2名
合計2～4名

なし 〇 × なし

38 ㈱戸畑製作所 非鉄金属製造業

・純銅・銅合金鋳物製品、その他伸銅品等の製缶溶接
品、チタン製缶溶接品の製造販売
・電気メッキライン用電極及び通電帯の製造販売
・拡散接合による異種金属品の製造販売

800-0211 北九州市小倉南区新曽根8-21 https://www.tobata-s.com 3月7日（火）～10日（金） 4日 2名 なし 〇 × なし

39 中川食品㈱ 製造業
こんにゃく・めかぶ・ところ天・大豆の水煮・寒天・味付お
でん「和」の食材を製造販売している食品メーカー

800-0241 北九州市小倉南区長野本町4-11-1 http://www.konnyakuya.com/ 3月15日（水） 1日 3名
書類選考

面談
〇 × なし

40 ㈱中柴工務店 建設業
大型マンションの大規模修繕や大規模改修、小・中学校
の外壁改修や橋梁塗装など様々な現場の（主に）元請と
して施工管理を行う

805-0059 北九州市八幡東区尾倉3-3-10 http://www.nakashiba.co.jp/ 春季休暇中　応相談 1日 2～3名 なし 〇 × なし

41 ㈱中園 建設業
建築工事業、大工工事業、内装仕上工事業、建具工事
業、家具工事業、海外調達

800-0231 北九州市小倉南区大字朽網3914-42 http://www.k-nakazono.co.jp 春季休暇中　応相談 5日
各日程1名
合計2名

面談 〇 N2認定 なし

42 ㈱ナフコ【オンライン】 小売業
ホームセンターおよび家具・ホームファッションでの小売
業

http://www.nafco.tv/top/index.html 2月11日（土） 1日 合計3名程 なし 〇 ×
オンラインで参加できるネット
環境、およびカメラとマイク他

43 ニッスイマリン工業㈱
その他の

技術サービス業

洋上風車の保守管理（O&M）を主としたエンジニアリング
業務、風車の据付・監視・監督業務等、洋上サバイバル
訓練の提供、船員派遣事業、船舶運航管理

804-0076 北九州市戸畑区銀座2-6-27 https://www.nissui-marine.co.jp/ 春季休暇中　応相談 1日 3名 なし 〇 ×
応募人数に応じて、選考の可
能性あり

44 日本生命保険相互会社　北九州支社 生命保険業
個人および企業向け各種保険商品の引受・保全サービ
ス、有価証券投資・貸付・不動産投資など受託資産の運
用、付随業務

802-0005
北九州市小倉北区堺町1-3-15
日本生命小倉堺町ビル8階 https://www.nissay-saiyo.com/ 1月25日（水）～26日（木） 2日 10名 書類選考 〇 日常会話

オンライン開催に変更となる
可能性あり

45 ネッツトヨタ北九州㈱ 小売業

①トヨタ車の新車販売 ②中古車販売及び買取 ③点検・
修理等のカーメンテナンス ④レクサス車販売 ⑤福祉車
両販売 ⑥ＪＡＦ取扱店 ⑦通信機器販売（ａｕ） ⑦各種保
険販売 ⑧トヨタＴＳ３カード取扱店

803-0845 北九州市小倉北区上到津3-4-1 https://www.hellonetz.com/ 春季休暇中 応相談 1日
各日程4名
合計8名

書類選考 〇 × なし

46 ㈱ハローデイ【オンライン】 小売業
食品スーパーマーケット「ハローデイ」「ボンラパス」の経
営 http://www.halloday.co.jp/ 2月18日（土） 1日 6名 なし 〇 × なし

47 福岡ひびき信用金庫 金融業 預金、融資、為替等の金融業務 805-8520 北九州市八幡東区尾倉2-8-1 http://www.fukuokahibiki.co.jp/
①2月7日（火）～8日（水）
②2月16日（木）～17日（金）

2日
各日程15名
合計30名

書類選考 〇 × 応募多数の場合は書類選考

48 ㈱不動産中央情報センター 不動産業

・アパマンショップ（北九州市内及び近郊9店舗）における
賃貸斡旋
・賃貸物件のオーナー業代行による不動産管理など不
動産総合サービス

802-0072 北九州市小倉北区東篠崎1-3-13 http://www.demand.co.jp/
①1月27日（金）
②2月11日（土）

1日
各日程2名
合計4名

書類選考 〇 N1認定 なし

49 ㈱プレミア門司港ホテルマネジメント サービス業 宿泊業、飲食業、挙式場 801-8503 北九州市門司区港町9-11 http://premierhotel-group.com/mojikohotel/
3月3日（金）～4日（土）
＊調理専門学校生の実習期間
　2月21日（火）～22日（水）

2日 各日程2名 書類選考 〇 N2認定 なし

50 ㈱本多設備工業 建設業（設備工事業）

マンション、事業施設（事務所、倉庫、工場、病院、保育
園、老健施設、他）の建設にかかる給排水、空調、衛生、
消防、厨房等各種配管据付及び設計施工の現場での施
工管理

802-0802 北九州市小倉南区城野1-13-6 https://hon-ss.co.jp
①3月8日（水）～10日（金）
②3月15日（水）～17日（金）

3日
各日程3名
合計6名

なし 〇 × なし

㈱ミクニ【対面】 802-0081 北九州市小倉北区紺屋町12-4 春季休暇中　応相談 1日
各日程
3～5名

なし 〇 × なし

㈱ミクニ【オンライン】 春季休暇中　応相談 1日
各日程

5名
なし 〇 × なし

52 三島光産㈱ 【オンライン】 製造業
製鉄所・化学品工場の生産管理
製鉄用機械・ICトレイ・医療用磁場キャンセラー等の製造
自動車製造ライン等設備設計製作

https://www.mishimakosan.com/employment/recruit/

①2月15日（水）
②2月16日（木）
③3月23日（木）

1日
各日程5名
合計15名

なし 〇 N1認定
工学部　機械・電気・化学系
専攻

53 明治安田生命保険相互会社 生命保険業

・個人および企業向け各種生命保険・年金商品などの金
融商品の販売。契約保全サービスなどの生命保険業務
および関連業務
・貸付、有価証券投資、不動産投資などの資産運用

802-0081
北九州市小倉北区紺屋町9-1
明治安田生命小倉ビル5階 https://www.meijiyasuda.co.jp/

【対面開催】１dayのみ
①2月2日（木）　②2月22日（水）
【ＺＯＯＭ開催】
１day： 2月17日（金）
3days：2月14日（火）～16日（木）

1日
または3日

各日程
15名

なし 〇 × なし

54 ㈱ヤマックス 物流業
定期・チャーター・スポット便といった輸送サービスをはじ
め、ドライバーや物流作業員の派遣業、倉庫保管業、宅
配水事業など、トータル物流サービスへと事業を拡大中

803-0801
811-2112

（北九州本社）北九州市小倉北区西港町
94-18
（福岡本社）糟屋郡須恵町植木151

https://www.yamax-kokura.jp/ 春季休暇中　応相談 5日
各日程に対して
北九州本社1名
福岡本社1名

なし 〇 N1認定 元気で明るく挨拶ができる方

55 ㈱ゆめマート北九州 【オンライン】 小売業
一般食料品・生鮮食料品・日用雑貨・軽衣料販売のスー
パーマーケットチェーン

https://www.youme-kitakyushu.co.jp/
①2月23日（木）
②3月13日（月）

1日
各日程5名

合計10名程度
なし 〇 × なし

オンライン（Web）

オンライン（Web）

https://mknw.co.jp/

オンライン（Web）

面談 ： 合否なし　　面接 ： 合否あり　書類選考：合否あり

オンライン（Web）

51 総合不動産業
不動産買取再生、賃貸斡旋・管理、不動産仲介、宅地開
発、マンション分譲、販売代理

オンライン（Web）

オンライン（Web）
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No. 企業名 業種 事業内容 郵便番号 実習場所 ホームページ 実施期間 実施日数 募集人数 選考
理系
学部

留学生 その他条件

㈱芳野ケアサポート
リハビリステーション おあしす弐号館

808-0101 北九州市若松区西天神町1-30 春季休暇中　応相談 5日 2名 なし 〇 日常会話

㈱芳野ケアサポート
デイサービス くきのはま

808-0034
北九州市若松区本町2-17-1
ベイサイドプラザ若松別館3階

春季休暇中　応相談 5日 1名 なし 〇 日常会話

57 ㈱リード 通信／小売業
携帯電話事業（auショップ）
メガネ事業（オンデーズ）

802-0003
北九州市小倉北区米町2-2-1
新小倉ビル本館4階 https://www.lead-gr.com/ 春季休暇中　応相談 1日 各日程4名 なし 〇 × なし

㈱リョーワ 【システム開発】 800-0304 京都郡苅田町鳥越町10-5　ほか
面接時に決定（エントリーの際、希望日をご
記載ください）

面接時に決定 1～2名 面接 〇 N2認定
大学・大学院・高等専門学校
に在学中の「機械」「電気」「情
報」系学科の方

㈱リョーワ 【事務】 800-0304 京都郡苅田町鳥越町10-5
面接時に決定（エントリーの際、希望日をご
記載ください）

面接時に決定 1～2名 面接 〇 ×
当社指定の機密保持誓約書
の契約必須

㈱ルネ【対面】 802-0077 北九州市小倉北区馬借1-3-22 2月13日（月）～3月31日（金）
左記期間内で

2日
10名 面接 〇 × なし

㈱ルネ【オンライン】 2月24日（金） 1日 5名 書類選考 〇 × なし

60 ㈱レディスハトヤ 小売業 『サリア』『ラトカーレ』の企画・販売 http://www.hatoya-inc.co.jp 2月13日（月）～3月29日（水）
左記期間内
月～水の3日

各日程1名
合計4名

なし 〇 N2認定 なし

61 ㈱ワークス 製造業 精密微細加工の製造 811-4321 遠賀郡遠賀町虫生津1445-1 https://wks-co.com/ 春季休暇中　応相談 5日
各日程2名
合計4名

面談 〇 × なし

62 ㈱ワードシステム 情報サービス業 ソフトウェアの設計・開発、製造、保守及び付帯サービス 802-0081
北九州市小倉北区紺屋町12-4
大樹生命北九州小倉ビル6階 http://www.wordsystem.co.jp 2月21日（火）～22日（水） 2日 4名 なし 〇 × 理系学部

63 ㈱西日本シティ銀行　北九州総本部 金融業 銀行業 802-0004 北九州市小倉北区鍛冶町1-5-1 https://www.ncbank.co.jp/
3月中旬の1日間
※正式な日程は後日回答

1日 10名 なし 〇 日常会話 なし

状況により期間短縮・延期・中
止になる場合あり

面談 ： 合否なし　　面接 ： 合否あり　書類選考：合否あり

56 介護事業
通所介護（デイサービス）6カ所／訪問介護／居宅介護
支援／放課後等デイサービス https://www.yoshino-care.com/

サリア／アミュプラザ小倉店
ラトカーレ／アミュプラザ小倉店・イオンモール八幡東店

58 技術サービス業
①油圧機器の販売・修理　②油圧メンテナンス　③配管
工事④外観検査装置の設計・製作 https://www.e-ryowa.com

59 総合アパレルメーカー
婦人服・小物（バッグ、アクセサリー、靴）の企画・製造・
販売（小売・卸売・ECサイト） https://www.rene.ne.jp/

オンライン（Web）

https://www.rene.ne.jp/

