
令和５年５月

福井県 定住交流課

福井県の企業探し について

~福井の企業を知らずに就活するなんてもったいない~



企業情報収集は、２９１ＪＯＢＳ で！
福井の企業情報なら、これ。 UIターン情報収集の窓口に！

CREATE YOUR FUTURE
あなたの夢。ふくいで叶えてみませんか！

○○株式会社

こんにちは。

次回の企業説明会について、詳細を教えてください。

こんにちは。

次回の説明会は本社で開催し、オフィスを見学する時間も

あなた

○○株式会社

就活のギモン、聞けます！動画で分かりやすく企業紹介！

企業概要のほか、先輩社員の声や
各種ＰＲ情報も動画で紹介

お気に入り登録企業の採用担当者と
個別にやりとりが可能に

←登録はコチラ 2

〇登録数は約900社！

企業情報

採用情報

インターンシップ情報

など検索できます。

〇メルマガ配信！

イベント情報

公務員試験案内 etc



登録者数は

1,000人超え！

LINEで問合せも

できるから便利！

友達登録は↓こちらから

県公式の就活情報LINEアカウント

ＬＩＮＥで情報収集
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動画だと企業のことが分かりやすい！

令和５年３月開催の「福井版!!ｍｙオンラインごうせつ」での説明の様子
と質疑応答をオンデマンド配信しています！
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ホームページからご覧いただけます



福井のものづくり企業情報サイト“「実は福井」の技”

福井には、全国や世界を舞台に
事業を行う企業が多数あります！

145社／199の技術・製品を紹介しています！
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会社名 分野

繊維

セーレン㈱ 自動車内装材（カーシートなど）

東洋紡㈱敦賀事業所 自動車エアバッグ用原糸および基布

日本マイヤー㈱
シームレス編みラッシェル機
ジャカード・スペーサーラッシェル機

化学

アイテック㈱ ゴルフ用カーボンシャフトの装飾

セーレンKST㈱ 光通信用の部品基板（厚膜熱酸化膜付ウェーハ）

大八化学工業㈱福井工場 パソコンや家電製品などのプラスチック部の難燃剤

日東シンコー㈱ 複合電気絶縁材料

㈱北陸濾化 微細バリ取り剤

プラスチック ㈱八木熊 樹脂製の防護柵、区分帯

機械・金属

岩崎工業㈱ 除雪トラック用除雪装置

㈱コバード 手包みを超えた究極の包成機

日立造船㈱ ラッピングプレート（鋳物研磨定盤）その他特殊鋳鉄、複合素材

福井鋲螺㈱ 蛍光灯ピン

電気・電子
ニデックテクノモータ㈱ エアコン用プラシレスDCモータ、電動工具用ブラシレスＤＣモータ

㈱福井村田製作所 積層セラミックコンデンサ

窯業 福井窯業㈱ スパーブ２９１（平板瓦）（一体葺き廻し工法、茅葺風屋根瓦工法）

○世界シェア No.1 の県内企業 1６社

福井のものづくり企業情報サイト“「実は福井」の技”



会社名

繊維

ウラセ㈱

小杉織物㈱

サカイオーベックス㈱

㈱三景

㈱タケダレース
東洋染工㈱

冨士経編㈱

前田工繊㈱

化学

アイテック㈱

㈱NCC

カンボウプラス㈱ 福井工場

ジャパンポリマーク㈱

日華化学㈱

日信化学工業㈱

プラスチック

サカセ化学工業㈱

㈱ジャストコーポレーション

ナック・ケイ・エス株式会社

日本真空化学㈱

フクビ化学工業㈱

窯業
㈱廣部硬器

㈱ベルテクス

○国内シェア No.1 の県内企業 ４２社
会社名

機械・金属

大阪特殊合金㈱勝山工業

小野谷機工㈱

㈱川鋳

㈱武田機械

デンヨー㈱ 福井工場

㈱TOKO

日東産業㈱

㈱日本エー・エム・シー

眼鏡

㈱サンルックス

㈱シャルマン

浜本テクニカル㈱

電気・電子

㈱オーディオテクニカフクイ

倉茂電工㈱

セーレン電子㈱

㈱TOP

㈱プロード

情報通信技術
㈱ネスティ

三谷コンピュータ㈱

その他

㈱シャトル

タナカ㈱

三谷セキサン㈱

福井のものづくり企業情報サイト“「実は福井」の技”



福井のベンチャー企業を見てみよう！

• 福井県内からベンチャー企業を発掘・育成するため、ふくい産業支援センターにて

「福井ベンチャーピッチ」を実施しています。

• 「福井ベンチャーピッチ」とは、成長意欲の高い経営者やベンチャー起業者の資金調

達や販路拡大を支援するため、県内外のベンチャーキャピタル（ＶＣ）や金融機関の

前で事業プレゼン（ピッチ）を行う機会を提供するものです。

• こちらのサイトでは、ベンチャーピッチ登壇企業や当該企業が取り組んでいる事業を

紹介しています。新たなビジネスモデルを展開している企業、これからの成長が期待

できる企業などを知ることができます。

「福井のベンチャー企業」

詳細は
こちら！
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・女性の応募を増やすための取り組みを実施するなど、女性の採用を推進

・女性のための研修や男性と同じ機会が与えられる人事配置を実施するなど、
女性の育成を推進

・長時間労働の削減や家庭との両立支援を充実するなど、男女がともに働き
やすい職場環境づくりを推進

・管理職やリーダーへの女性の登用を推進

「ふくい女性活躍推進企業」

詳細は
こちら！

≪登録企業ロゴマーク≫女性の活躍を応援する企業が、
どんどん増えています（300社超）
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「福井にどんな企
業があるの？」と
いう疑問にお答え
します！

291JOBSで公開中

「福井・業界地図」で情報収集
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福井県就活応援コンテンツ

の特集

ページで公開中！動画もあります！
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参考情報

業種別・職種別・学部別 採用状況



業種別 採用状況（2022.3卒）

永和グループ、ほくつう福井支社、エーシングループ(永森建設（株）・（株）エーシン)
日本ピーエス、水元工務店、福井シード、関電プラント、坂川建設、アルスホーム、
石友ホーム（石友ホームグループ）
福井村田製作所、ＡＧＣ若狭化学、エイチアンドエフ、ミルコン、フクビ化学工業、福井鋲螺、
三谷セキサン、鯖江村田製作所、ポリマー化成、ナックグループ、サカイオーベックス、
サカイエルコム、松浦機械製作所、東洋染工株

福井システムズ、永和システムマネジメント、ビジュアルソフト、北陸コンピュータ・サービス、
福井新聞社、日刊県民福井
ネッツトヨタ福井、轟産業、吉岡幸、福井トヨペット、北陸近畿クボタ、
ヤスサキ、エル・ローズ、ユニフォームネクスト、ＯＯＫＡＢＥ ＧＬＡＳＳ、興和江守
AOIホールディングス、三谷商事
福井銀行、三津井証券、全国共済農業協同組合連合会福井県本部、福邦銀行、小浜信用金庫
福井信用金庫、北陸銀行、東京海上日動火災保険

住みかえ情報館、大東建託パートナーズ、ヨシカワ、タキナミ

キミコン、京福コンサルタント、FTEC、サンワコン、キミコン

国立大学法人福井大学、学校法人 金井学園、学校法人嶺南学園、越前松島水族館

敦賀市社会福祉協議会、日本赤十字社福井赤十字病院、博俊会 春江病院、
平谷こども発達クリニック、杉田玄白記念公立小浜病院、市立敦賀病院、
坂井市立三国病院、福井県済生会病院

福井県民生活協同組合、日本郵便株式会社 北陸支社

福井県警察本部、福井県庁、福井地方検察庁、福井労働局、
敦賀市役所、小浜市役所、大野市役所、あわら市役所、坂井市役所、越前町役場、高浜町役場、
若狭町役場、福井市役所、南越前町、美浜町役場、おおい町役場、鯖江市役所、越前市役所

福井商工会議所、福井エフエム放送株式会社、福井県国民健康保険団体連合会

例えば次の企業が採用しています

大卒等採用人数構成比
福井県定住交流課調べ 13

1.1%

25.6%

1.0%

11.7%

3.8%
2.1%
1.1%1.3%1.0%

9.7%

14.1%

0.7%
5.3%
0.8%

17.2%

3.5% 建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運送業、郵便業

卸売業、小売業

金融業、保険業

不動産業、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

生活関連サービス業、娯楽業

教育、学習支援業

医療、福祉

複合サービス事業

公務

その他



職種別 採用状況（2022.3卒）

福井システムズ、福井村田製作所、鯖江村田製作所、田中化学研究所、永和システムマネジメ
ント、ＡＧＣ若狭化学、暁産業、福井愛育病院、エイチアンドエフ、フクビ化学工業、
ビジュアルソフト、ミツヤ、小野谷機工、ポリマー化成、セーレン、ジビル調査設計、
日刊県民福井、社会福祉法人藤島会、K2アドバンスト、公立丹南病院、福井ダイハツ販売、
若越印刷、ＯＯＫＡＢＥ ＧＬＡＳＳ、高浜町役場、、福井労働局、関西電力株式会社
福井厚生病院、福井シード、国立病院機構敦賀医療センター、市立敦賀病院、
サカイオーベックス、天谷調理製菓専門学校、共同コンピュータ、勝山総合病院

国立大学法人福井大学、エル・ローズ、鯖江村田製作所、ラニイ福井貨物、小浜信用金庫
春江病院、福井県国民健康保険団体連合会、福井市町村職員共済組合、小浜病院、
東京会場日動火災保険、ギャレックス、福井県済生会病院、福井県警、福井県庁、福井地方検
察庁、敦賀市役所、大野市役所、あわら市役所、坂井市役所、越前町役場、高浜町役場、若狭
町役場、鯖江市役所、小浜市役所、美浜町役場

永和グループ、理研産業、轟産業、吉岡幸、福井トヨペット、富士フィルムＢＩ福井、三津井
証券、ミルコン、ナッツグループ、エーシングループ、ヤスサキ、メディペック、
福井鋲螺、アロック・サンワ、武田機械、放電精密加工研究所、ホクシン、日産プリンス福井
販売、理研産業株式会社、タキナミ、久保田電機、ツルガ薬局、バローホールディングス

住みかえ情報館、大西商事（大西グループ）、アスピカ、ＴＳＵＫＩＷＡ、八雲迎賓館、
清風荘、せくみ屋

日本純良薬品株式会社 福井事業所、モンスター、ファインモード、ニットク、AGC若狭化学

石黒建設、坂川建設、水元工務店

福井県教育委員会、学校法人嶺南学園

早翠幼稚園、平谷こども発達クリニック、あすなろ会、敦賀市社会福祉事業団、清菱会、
ひまわりこども園、美浜町役場

光道園、税理士法人上坂会計、九頭竜厚生事業団、福井信用金庫、福井鉄道、敬人会、
福井銀行、福井新聞社、小浜市役所、酒井化学工業、京福コンサルタント、佐々木合成
日本郵便 北陸支社

例えば次の企業が採用しています

大卒等採用人数構成比
福井県定住交流課調べ 141.3%

32.9%

19.6%

16.6%

2.2%
2.5%
0.1%2.2%0.3%0.4%0.8%

6.7%

3.9%

9.4%

1.0%

管理

専門・技術職

事務

販売

サービス

保安

農林漁業

生産工程

機械運転

建設

運搬・清掃等

教員・講師

保育士・幼稚

園教諭
その他

不明



学部別 採用状況（2022.3卒）

福井新聞社、京福コンサルタント、AGC若狭化学、国立大学法人福井大学、住みかえ情報館、
ヤスサキ、鯖江村田製作所、エル・ローズ、東洋染工、アスピカ、カズマ、ホクシン、
理研産業、清風荘、トヨタモビリティーパーツ、一本義久保本店、福井キヤノンマテリアル、
福井県警、福井県庁、あわら市役所、鯖江市役所、坂井市役所、越前町役場,

大西商事（大西グループ）、福邦銀行、吉岡幸、富士フィルムＢＩ福井、三津井証券、ミルコ
ン、エル・ローズ、三谷セキサン、井上商事、福井商工会議所、オーイング、オザキスポーツ、
敦賀セメント、福井県警、福井信用金庫、福井放送、アルスホーム、増田喜、慈生会水仙園、
福井市役所、福井労働局、興和江守、北陸トラック、敦賀市役所、小浜市役所、南越前町役場

シー・シー・ユー、福井トヨタ自動車株式会社、天晴データネット

福井ダイハツ販売、ミツヤ、山金工業、ビジュアルソフト、共同コンピュータ、ジークス、
福井コンピュータホールディングス、福井システムズ

福井村田製作所、メディカルジャパン、エイチアンドエフ、フクビ化学工業、関電プラント、
福井鋲螺、福井銀行、三谷セキサン、酒井化学工業、ナックグループ、TOP、ジビル調査設計、
サンワコン、エーシングループ、日野メカニカル、サカイオーベックス、大阪特殊合金株式会
社 勝山工場、敦賀市役所

越前松島水族館、北陸近畿クボタ、ふじや食品、福井シード

敦賀市社会福祉協議会、杉田玄白記念公立小浜病院、福井市役所、福井県医療生活協同組合

福井県済生会病院、福井勝山総合病院、福井銀行、エイチアンドケー (エンゼル調剤薬局グ
ループ)

市立敦賀病院、敦賀市社会福祉協議会、清菱会チューリップ保育園、公立丹南病院、おおい町
社会福祉協議会、開成こども園

早翠学園、福井県民生活協同組合、福井県教育委員会、福井県国民健康保険団体連合会、平谷
こども発達クリニック、嶺南学園、聖ルカ幼稚園、恩恵幼稚園、坂井市役所

福井村田製作所、大西商事（大西グループ）、福邦銀行、轟産業、ダンロップタイヤタイヤ北
陸

若越印刷、日刊県民福井、モンスター

早翠幼稚園、ナカニシビジョン、TSUKIWA、アスピカ、福井県民生活協同組合、健康会、
敦賀市役所、日本郵便 北陸支社、福井県

例えば次の企業が採用しています

大卒等採用人数構成比
福井県定住交流課調べ

15
3.1%
2.4%
0.7%
2.0%

9.1%

5.7%

1.4%

6.4%

2.2%

17.6%

2.5%
1.8%

29.0%

16.1%

人文系

社会科学系

情報系（文系）

情報系（理系）

理工系（理学、工学）

農学部系

医学部系

薬学部系

保健福祉部系

教育系

体育学部系

芸術学部系

家政学部系

その他



最後までご覧いただき
ありがとうございました。

福井の企業への就活
お待ちしています！
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