県内企業が開催する説明会の情報をお届けします。
説明会の詳細については、担当者にお問い合わせいただくか、HP等をご確認ください。
実 施 地 域
業 種

企 業 名

開 催 日 時

参加条件
福井

＜福井本社会場＞13：30～16：30
３月９日（月）、３月1３日（金）、３月１９日（木）、３
月２５日（水）
４月２日（木）、４月１０日（金）、４月１５日（水）
５月８日（金）、５月１９日（火）
６月９日（火）、６月１１日（木）
７月１５日（水）
８月１３日（木）
＜東京支社会場＞14：00～16：00
３月９日（月）、３月１９日（木）
４月１０日（金）、４月１４日（火）、４月１７日（金）、
４月２０日（月）
５月１３日（水）、５月１９日（火）
６月１７日（水）、６月２２日（月）
７月１０日（金）、７月１３日（月）、７月１４日（火）
＜石川会場＞13：30～16：00
３月１１日（水）、３月１７日（火）
＜大阪支社会場＞14：00～16：00
３月２７日（金）

通信業、情報・インター
ネット附随サービス業

株式会社アートテク
ノロジー（アートグ
ループ）

通信業、情報・インター
ネット附随サービス業

株式会社永和システ
3月下旬
ムマネジメント

通信業、情報・インター
ネット附随サービス業

通信業、情報・インター
ネット附随サービス業

株式会社ALL
CONNECT

共同コンピュータ株
式会社

【福井】
3/12(木)10:00～12:00
3/17(火)13:00～15:00
3/18(水)10:00～12:00
3/26(木)13:00～15:00
3/27(金)10:00～12:00
3/30(月)13:00～15:00
【渋谷】
3/16(月)13:00～15:00
3/19(木)10:00～12:00
3/24(火)10:00～12:00
3/27(金)10:00～12:00
3/30(月)13:00～15:00
【大阪】
3/11(水)13:00～15:00
3/12(木)10:00～12:00
3/19(木)13:00～15:00
3/20(金)10:00～12:00
3/23(月)13:00～15:00
3/24(火)10:00～12:00
3/31(火)13:00～15:00

問 合 先

会場（施設名、住所等）

＜福井本社会場＞
株式会社アートテクノロジー 福井本社
（福井県鯖江市上河端町第６号１番地３
３）
＜東京支社会場＞
株式会社アートテクノロジー 東京支社
（東京都千代田区内神田２丁目１５番９
号 TheKanda２８２ビル５Ｆ）
＜石川会場＞
株式会社アートソリューション
（石川県金沢市示野中町1丁目180番
地）
＜大阪会場＞
株式会社アートテクノロジー 大阪支社
（大阪府大阪市北区梅田2丁目5番6号
桜橋八千代ビル 2F）

●

石川

●

関西

中京

●

関東 その他

●

Web説明会
※本社 および 東京支社での個別企業
説明会は中止します。

13:00～15:00
16:00～18:00
13:00～15:00
16:00～18:00
13:00～15:00
16:00～18:00
16:00～18:00
13:00～15:00
13:00～15:00
13:00～15:00
16:00～18:00
16:00～18:00
13:00～15:00
16:00～18:00
13:00～15:00
16:00～18:00
13:00～15:00
16:00～18:00

【福井】
福井本社（福井県福井市栂野町第15号
1番地2）
【渋谷】
アットビジネスセンター渋谷東口駅前
（東京都渋谷区渋谷2-22-8 名取ビル3
～5階）
【大阪】
アットビジネスセンターPREMIUM大阪
駅前（大阪府大阪市北区梅田1丁目12－
17 梅田スクエアビル12階）

【福井会場 13:00～14:00】
3月9日(月)、3月19日(木)、3月23日(月)、3月27日 【福井会場】
(金)
共同コンピュータ福井本社
4月3日(金)、4月8日(水)、4月16日(木)、4月22日
(福井市月見5丁目4-4)
(水)
【富山会場】
【富山会場】
共同コンピュータ富山営業所
3月10日(火)、3月24日(火)、3月31日(火)
（富山市桜橋通り3番1号 富山電気ビ
4月7日(火)、4月14日(火)、4月21日(火)、4月28日 ル本館）
(火)

通信業、情報・インター
ネット附随サービス業

株式会社サーフボー 【WEB（オンライン）説明会】
当社求人サイトから順次申し込みで開催
ド

パケットが気になる方は、WI-FI環境（学
内、自宅、ファーストフード店内）からアク
セスください。

通信業、情報・インター
ネット附随サービス業

株式会社ジークス

ジークス北陸支社
（福井市毛矢2丁目7-5TAIKO毛矢ビル
5F）

エントリーされた方へ個別会社説明会を随時開催

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

ホームページアドレス

●

担当部署

電話番号

メールアドレス

https://www.art-tec.co.jp/

採用窓口：管理本部
人事グループ 竹
島、園部、野崎TEL
0778-54-8080
：０７７８-５４-８０８０
MAIL
：
saiyou@art-tec.co.jp

saiyou@art-tec.co.jp

https://www.esm.co.jp/recruit/

管理部 採用担当

0120-25-8488

recruit@esm.co.jp

https://www.all-connect.jp/

第二事業本部 第
一事業部 採用戦
略2課 新卒採用
チーム中島柊子

0776-31-2101

recruit@all-connect.jp

http://www.kyd.co.jp/com/

採用担当

0776-36-1719

saiyo-fi@fi.kyd.co.jp

総務担当

0776-52-2134

reiko@surfboard.co.jp

新卒採用担当窓口

0776-34-3678

recruit@zyyx.jp

申し込みいた
だいた方毎
に、日時の調 https://www.surfboard.jp/recruit/
整をさせてい
ただきます。

https://www.zyyx.jp/recruit/

県内企業が開催する説明会の情報をお届けします。
説明会の詳細については、担当者にお問い合わせいただくか、HP等をご確認ください。
実 施 地 域
業 種

企 業 名

開 催 日 時

参加条件
福井

通信業、情報・インター
ネット附随サービス業

株式会社システム研 2020年3月25日(水)13:30～
2020年3月26日(木)13:30～
究所
その他の日時についてはご相談ください。

通信業、情報・インター
ネット附随サービス業

株式会社天晴データ 2020年3月9日（月）13：00～15：00・15：30～17：30 福井市加茂河原2-22-18
2020年3月16日（月）13：00～15：00・15：30～17：30 株式会社天晴データネット 本社 2階
ネット
2020年3月30日（月）13：00～15：00・15：30～17：30 小会議室

通信業、情報・インター
ネット附随サービス業

株式会社ネスティ

①3月18日（水）13：30-15：15
②3月26日（木）13：30-15：15

問 合 先

会場（施設名、住所等）

会場はいずれも
株式会社システム研究所 本社
（福井県福井市御幸2丁目17番25号）

①、②ともに
施設名：株式会社ネスティ本社
住所 ：福井市羽水2丁目402番地

石川

関西

中京

ホームページアドレス

関東 その他

担当部署

https://skrc2.sysken.ne.jp/sysken/

●

recruit/

https://www.tenseidatanet.co.jp/

●

大学院・大学・
高専・専門学 https://www.nesty校卒（全学部 g.co.jp/recruit/index.html
全学科）

●

株式会社ネットショッ 明会を実施しています。
https://meetings.hubspot.com/hosoya/saiyou
プ支援室

ご自宅（PC・インターネット接続環境が推
奨）

●

通信業、情報・インター
ネット附随サービス業

通信業、情報・インター
ネット附随サービス業

＜福井＞
2020年3月9日（月）13：00～17：30
2020年3月13日（金）13：00～17：30
2020年3月19日（木）13：00～17：30
＜大阪＞
株式会社ビジュアル 2020年3月27日（金）13：30～16：30
＜愛知＞
ソフト
2020年3月28日（土）13：30～16：30
＜京都＞
2020年4月8日（水）13：30～16：30
＜東京＞
2020年4月23日（木）13：30～16：30

福井キヤノン事務機 ●第１回 3月7日（土）午後 2時 ～ 5時
●第２回 3月23日（月）午前 9時 ～ 12時
㈱

福井キヤノン事務機㈱ 本社SL∞p
福井市南四ツ居2-1-4

●

●

●

●

●

0776-24-8118

採用担当：中川

0776-33-6970

管理部

0776-35-0505

saiyou@sysken.ne.jp

recruit@tenseidatanet.co.j
p

nesty@nesty-g.co.jp

https://netshop-pro.jp/recruit/

recruit@netshop-pro.jp

http://www.vss.co.jp/

管理部
畠中昌代
（はたなかまさよ）

0776-56-3636

saiyou@vss.co.jp

担当：城鼻（しろは
な）

0776-53-1411

fc-saiyo@fukuicanon.co.jp

空きがある時間帯で申し込みが可能です。

＜福井＞
福井本社1F研修室
(福井市八重巻町314）
＜大阪＞
毎日インテシオ4階B会議室
(大阪市北区梅田3-4-5)
＜愛知＞
TKP名駅桜通口カンファレンスセンター
ミーティングルーム4F
(名古屋市中村区名駅3-13-5名古屋ダ
イヤビル3号館)
＜京都＞
TKPガーデンシティ京都7F撫子
(京都市下京区烏丸通七条下ル東塩小
路町721-1京都タワーホテル)
＜東京＞
TKP品川カンファレンスセンターANNEX
ミーティングルーム9
(東京都港区高輪３-13-1TAKANAWA
COURT3F )

採用担当：植田

メールアドレス

ネットショップ支援室
人事部義田（ヨシダ）
／細谷（ホソヤ）お問
い合わせは全て、お
問い合わせフォーム 03-6380-0590
で承っております。
https://netshoppro.jp/recruit/conta
ct21/

WEBミーティングツールを使用しての、個別会社説
通信業、情報・インター
ネット附随サービス業

電話番号

大学院・大学・
高専（全学部 https://www.fukuicanon全学科）、専
門学校（IT関 recruit.com/
連学科）

県内企業が開催する説明会の情報をお届けします。
説明会の詳細については、担当者にお問い合わせいただくか、HP等をご確認ください。
実 施 地 域
業 種

企 業 名

開 催 日 時

参加条件
福井

通信業、情報・インター
ネット附随サービス業

通信業、情報・インター
ネット附随サービス業

問 合 先

会場（施設名、住所等）

福井コンピュータグ
ループ

【東京開催】
3月24日（火）14:00～15:30
【福井開催】
(1) 3月16日（月）14:00～15:30
(2) 3月23日（月）14:00～15:30
(3) 3月25日（水）14:00～15:30

【東京会場】
福井コンピュータグループ 東京本部
東京都中央区築地5丁目6-4 浜離宮
三井ビルディング6F
【福井会場】
(1)(2)福井コンピュータグループ ウィ
ン・ラボラトリ
福井県坂井市丸岡町磯部福庄5-6
(3) 福井市地域交流プラザ（AOSSA）
研修室604
福井県福井市手寄1丁目4-1

●

三谷コンピュータ株
式会社

2020年3月12日(木)10:00～12:00
2020年3月12日(木)14:00～16:00
2020年3月19日(木)10:00～12:00
2020年3月19日(木)14:00～16:00
2020年3月26日(木)10:00～12:00
2020年3月26日(木)14:00～16:00
2020年4月 2日(木)10:00～12:00
2020年4月 2日(木)14:00～16:00
2020年4月 9日(木)10:00～12:00
2020年4月 9日(木)14:00～16:00

福井本社オフィス
（福井県坂井市丸岡町熊堂第3号7番地
1-13）

●

石川

関西

中京

ホームページアドレス

関東 その他

●

担当部署

電話番号

〒910-0365
福井県坂井市丸岡
https://hd.fukuicompu.co.jp/recrui 町磯部福庄5-6福井
0776-53-9200
コンピュータホール
tinfo/
ディングス株式会社
人事部 採用担当

https://www.mtn.co.jp/04recruit/04/new/index.html

経営管理部人事総
務課

0776-67-8000

メールアドレス

recruit@fcgr.jp

saiyo@mtn.co.jp

