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

卸売・小売業

ＡＯＩホールディング
ス株式会社

3月4日（水）13：30～16：00（福井会場）
3月5日（木）13：30～16：00（福井会場）
3月6日（金）13：30～16：00（福井会場）
3月10日（火）13：30～16：00（福井会場）
3月13日（金）13：30～16：00（福井会場）
3月17日（火）13：30～16：00（石川会場）

卸売・小売業

株式会社アクティブ
パートナー

随時

卸売・小売業

アロック・サンワ株式 3月7日(土）14：00～17：00
3月17日(火)13：00～16：00
会社

①2020年3月6日（金）
②2020年3月16日（月）
③2020年4月2日（木）
④2020年3月3日（金）
※連絡いただければ、別日程で個別対応できま
す。

卸売・小売業

株式会社イガラシ

卸売・小売業

株式会社エニックス 2020年3月13日（金）10:00～11:00

2020年3月10日（火）10:00～11:00
2020年3月18日（水）10:00～11:00

参加条件
福井

石川

●

【福井会場】
福井本社
（福井市二の宮4丁目44番1号）
【石川会場】
アウディ金沢
（金沢市鞍月4丁目111）

●

福井県福井市米松２－２４－４３

●

中京

関東 その他

担当部署

https://job.mynavi.jp/21/pc/searc

電話番号

メールアドレス

総務人事部 杉田

0776-22-8100

recruit@aoigroup.jpn.com

https://www.a-partner.jp/

管理部 北原広樹

0776-52-8107

kitahara@a-partner.jp

h/corp80558/outline.html

アロック・サンワ株式会社 本社
福井市開発5丁目315番地

●

http://www.aroc.co.jp/

株式会社イガラシ 福井本社
（福井市定正町913-2）

●

http://www.igarashi-ltd.com/

株式会社イガラシ採
用担当 堂東（どうと 0776-56-4147
う）

igarashi-recruit@igarashi-

株式会社エニックス本社
（福井市菅谷2-3-14）

●

https://www.anyccs.co.jp/

総務部 新井

0776-21-4472

arai@anyccs.co.jp

https://carnation.co.jp/

採用戦略室

0776-54-8235

recruit@carnation.co.jp

採用担当
橋詰 安久 鈴村

0776-52-7515

saiyou-cavo@cavo.jp

管理部

0778-22-2109

group@karaya.co.jp

総務部竹内奈都美

0776-57-7500

info@e-meat.jp

2020年3月06日（金）13:30～15:00
2020年3月11日（水）13:30～15:00
2020年3月13日（金）13:30～15:00
2020年3月18日（水）13:30～15:00

株式会社カーネーション 本社
（福井市新保町17-24）

●

株式会社カーボ

３月１７日(火)
１回目 10：30-12：30
２回目 14：00-16：00
４月５日(日)
１回目 10：30-12：30
２回目 14：00-16：00
すべて同じ内容ですので、ご都合のいい日時に
ご参加ください。

ＪＲ福井駅 西口
習室

●

卸売・小売業

カラヤグループ

◆随時の個別企業説明会を開催致します。
◆カラヤ（株）宛てのメールまたはお電話で、お気
軽にお申込み下さい。
◆ご希望の日時等は、可能な限り尊重して調整さ
せて頂きます。

カラヤ（株）本社2階
福井県越前市中央2-6-5

●

卸売・小売業

株式会社カワグチ

3月9日（月） 14：00～
4月16日（木） 10：00～、14：00～
4月25日（土） 10：00～、14：00～

本社
（福井市栂野町21-6-1）

●

卸売・小売業

関西

ホームページアドレス

アロック・サンワ株式
会社総務課 谷口
真琴Instagram
https://www.instagr
am.com/aroc_sanwa 0776-54-2640
/
https://www.instagr
am.com/kartellfukui
/

株式会社カーネー
ション

卸売・小売業

問 合 先

会場（施設名、住所等）

アオッサ６Ｆ 工作実

http://www.karaya.co.jp/

https://www.emeat.jp/kawaguchi/

m.taniguchi@aroc.co.jp

ltd.com

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

卸売・小売業

ゲンキー株式会社

3月4日(水)
アオッサ研修室605 （10:00～12:00、14:00～
16:00）
3月7日(土)
アオッサ研修室501 （10:00～12:00、14:00～
16:00）
3月9日(月)
アオッサ研修室605 （10:00～12:00、14:00～
16:00）
3月12日(木)
アオッサ研修室605 （10:00～12:00、14:00～
16:00）
3月13日(金)
小浜市文化会館小会議室5 （10:00～12:00、
14:00～16:00

卸売・小売業

株式会社ザカモア

個別開催予定・日程は相談にのります

卸売・小売業

株式会社白崎コーポ 随時
（マイナビにて予約受付後、すぐに視聴可能）
レーション

卸売・小売業

卸売・小売業

問 合 先

会場（施設名、住所等）
石川

関西

中京

関東 その他

電話番号

メールアドレス

●

http://genky.co.jp/

人材開発部
リクルーター

080-4935-7190

saiyo@genky.co.jp

株式会社ザカモア本社
（福井県坂井市丸岡町石上2-34）

●

https://www.zacamore.co.jp/

代表取締役 西村
拓朗まで

776975297

join@zacamore.co.jp

総務部人事グルー
プ（採用担当）近藤

0778-62-2200

recruit@shirasaki.co.jp

http://www.daiden.co.jp

管理部 藤田邦夫

0776-23-9641

info@daiden.co.jp

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

経営企画推進室
採用担当

0776-31-1100

saiyou@tassay.co.jp

WEB会社説明会
（スマートフォン・PC等で視聴していただ
きます）

●

大電産業株式会社

随時開催しております。
ご希望の日時等をメール又は電話でお知らせくださ
大電産業株式会社 本社
い。
(福井市春山1丁目6番15号)
可能な限りご希望に沿うよう調整させていただきま
す。

●

株式会社タッセイ

【福井会場】
３月９日(月)、３月１０日(火)、３月１３日(金)
【金沢会場】
３月１１日(水)、３月１６日(月)
各日１３:３０～１６:３０（受付 １３:００～）
マイナビよりご予約ください！

●

中部薬品株式会社
（Vドラッグ）

担当部署

アオッサ
（〒910-0858 福井県福井市手寄１丁
目４－１ ６F ）
小浜市文化会館
（〒917-0078 小浜市大手町7-32 ）

【福井会場】 タッセイ福井本社
福井市河増町30-20
【金沢会場】 タッセイ金沢支店
金沢市湊3-8-5

【福井会場】
福井市地域交流プラザ
〒910-0858
福井県福井市手寄１丁目４－１ アオッ
サ6F
福井駅から徒歩5分
【石川会場】
【石川会場】
2020年03月08日（日）10:00～12:00
金沢勤労者プラザ
2020年03月08日（日）14:00～16:00
〒920-0022
2020年03月28日（土）10:00～12:00
石川県金沢市北安江3-2-20
2020年03月28日（土）14:00～16:00
金沢駅から徒歩10分
【京都会場】
【京都会場】
京都リサーチパーク4号館
2020年03月29日（日）10:30～12:30
〒600-8815
2020年03月29日（日）14:00～16:00
京都府京都市下京区中堂寺南町134
丹波口駅から徒歩5分
※その他、東京・静岡・愛知・岐阜・富山でも実施し ※その他、東京・静岡・愛知・岐阜・富山
ます！
でも実施します！

●

【福井会場】
2020年03月14日（土）10:00～12:00
2020年03月22日（日）10:00～12:00
2020年03月29日（日）10:00～12:00
2020年03月29日（日）14:00～16:00

卸売・小売業

ホームページアドレス

●

●

●

●

●

マイナビに会
員登録してい https://www.shirasaki.co.jp
ただくことが必
要です

【専用サイト
「My page」よ
り予約をお願
いします】◎予
約方法①弊社
HPの「21年新
卒エントリー」
よりエントリー
してください↓
②エントリー
完了後、ご登 https://www.vdrug.co.jp/recruit録いただいた 2/drugstore/
メールアドレス
にログイン案
内を送付いた
します。↓③
専用サイトに
ログイン頂き、
お好みの日程
へご予約をお
願いいたしま
す。

中部薬品株式会社
教育採用部〒5070078岐阜県多治見 0572-27-3356
市高根町4-29担当：
伊藤/林田/横山

info@vdrug.co.jp

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

問 合 先

会場（施設名、住所等）

参加条件
福井

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

メールアドレス

卸売・小売業

トヨタカローラ福井
株式会社

火曜日 ９：３０～１３：３０
火曜日 １４：００～１７：３０
木曜日 ９：３０～１３：３０
トヨタカローラ福井株式会社 本社
木曜日 １４：００～１７：３０
910-0845
上記日程で開催しております。上記日程にてご都
福井県福井市志比口１丁目８-１
合が合わない方は、他の曜日、他の時間帯でのお
問い合わせ大歓迎です。ぜひぜひお待ちしており
ます。

卸売・小売業

株式会社華（リカー
ワールド華）

3月10日（火）13：30～15：30
3月17日（火）13：30～15：30
3月19日（木）13：30～15：30
3月27日（金）13：30～15：30

福井県福井市問屋町2丁目35番
（0776-24-1187）
株式会社 華 本部 2階会議室

●

http://www.lw-hana.co.jp

管理部 採用担当：
0776-24-1187
飯田、水口

t-iida@lw-hana.co.jp

卸売・小売業

福井産機販売株式
会社

随時受付中
(日程調整させていただきます)

本社(福井市問屋町2丁目44番地）

●

www.f-sanki.com

総務 久保

0776-21-5570

soumu@f-sanki.com

卸売・小売業

3/6(金) 14:00～16:00
3/9(月) 14:00～16:00
福井ゼロックス株式 3/11(水) 14:00～16:00
以降の日程につきましては順次HP・マイナビ2021
会社
で
公開いたします。

福井ゼロックス（株） 本社
福井県福井市板垣5丁目904番地

●

https://www.fukuixerox.jp/

人事課 南

0776-34-3666

recruit@fukuixerox.co.jp

http://rec.fukui-

総務部 人事課
宮川道洋／中山直
恵

0776-38-8123

recruit@t-fukui.co.jp

卸売・小売業

福井トヨタ自動車株
式会社

【少人数でアットホームに開催！福井トヨタ体感 会
社訪問！】
福井トヨタでは、大規模な説明会は開催せず、少人
数制の会社訪問を行います。少人数でゆっくりとお
話したあと、社内をご案内します。例えばクルマを
選ぶとき…カタログだけでなく試乗をしてみたい！と
思うはず。ぜひ一度、福井トヨタをご自身で体感し
福井県福井市下荒井町19字50番地
てみてください！
福井トヨタ自動車株式会社本社 CSセン
3月10日（火） 14:00～16:30
ター 2F
3月12日（木） 14:00～16:30
3月14日（土） 14:00～16:30
3月17日（火） 14:00～16:30
3月19日（木） 14:00～16:30
3月21日（土） 14:00～16:30
全ての日程は、福井トヨタ自動車㈱ 本社 CSセン
ター 2F で実施します。

●

●

https://www.corolla-fukui.jp/

トヨタカローラ福井株
式会社
0776-53-6000
管理本部 人事Ｇ
080-6363-1222
採用担当 畑山 幸
平

k.hatayama@c-fukui.co.jp

toyota.jp/jobs/entry

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

卸売・小売業

株式会社ＰＬＡＮＴ

①３月２５日（水）１４：００～１６：３０
福井 個別説明会＋一次選考会
②３月２８日（土）１０：００～１２：３０
石川 個別説明会＋一次選考会
③３月２８日（土）１４：００～１６：３０
石川 個別説明会＋一次選考会
④３月３０日（月）１０：００～１２：３０
新潟 個別説明会＋一次選考会
⑤４月３日（金） １４：００～１６：３０
福井 個別説明会＋一次選考会
⑥４月６日（月） １４：００～１６：３０
石川 個別説明会＋一次選考会
⑦４月１０日（金）１４：００～１６：３０
新潟 個別説明会＋一次選考会
⑧４月２７日（月）１４：００～１６：３０
福井 個別説明会＋一次選考会

問 合 先

会場（施設名、住所等）
石川

①ＡＯＳＳＡ６０５
②③金沢勤労者プラザ４０４
④新潟コンベンションセンター２０３
⑤ＡＯＳＳＡ６０３
⑥金沢勤労者プラザ４０４
⑦新潟コンベンションセンター３０１
⑧ＡＯＳＳＡ６０３

●

●

本社（福井市経田１－１０４）
敦賀営業所（敦賀市呉竹町２－４－４）
金沢営業所（石川県野々市市堀内４－１
５９）

●

●

関西

中京

ホームページアドレス

関東 その他

●

担当部署

マイナビ２０２
１
（https://job.m
ynavi.jp/21/pc
/search/corp
84289/outline.
html）当社サ
イトからお申し
込みをお願い
いたします。

電話番号

人事部人事企画
チーム酒井麻友

0776-72-1011

管理部（前野光正）

0776-21-0457

採用担当
管理本部 廣田

0776-54-1255

メールアドレス

msakai@plant-co.jp

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、３月
上旬、中旬に予定していた個別説明会及び選考会
は全て中止とさせていただきます。
今後の感染拡大状況によっては上記日程の延期、
中止もございますので、詳細はマイナビ2021
（https://job.mynavi.jp/21/pc/search/corp84289/o
utline.html）よりご確認ください。

卸売・小売業

卸売・小売業

株式会社ホクシン

北陸近畿クボタ

（本社）
3月9日（月）①10：00～12:00 ②13:00～15:00
3月11日（水）①10：00～12:00 ②13:00～15:00
3月13日（金）①10：00～12:00 ②13:00～15:00
3月16日（月）①10：00～12:00 ②13:00～15:00
3月18日（水）①10：00～12:00 ②13:00～15:00
3月21日（土）①10：00～12:00 ②13:00～15:00
3月24日（火）①10：00～12:00 ②13:00～15:00
3月26日（木）①10：00～12:00 ②13:00～15:00
（敦賀営業所）
3月9日（月）①10：00～12:00 ②13:00～15:00
3月11日（水）①10：00～12:00 ②13:00～15:00
3月13日（金）①10：00～12:00 ②13:00～15:00
3月16日（月）①10：00～12:00 ②13:00～15:00
3月18日（水）①10：00～12:00 ②13:00～15:00
3月24日（火）①10：00～12:00 ②13:00～15:00
3月26日（木）①10：00～12:00 ②13:00～15:00
（金沢営業所）
3月9日（月）①10：00～12:00 ②13:00～15:00
3月11日（水）①10：00～12:00 ②13:00～15:00
3月13日（金）①10：00～12:00 ②13:00～15:00
3月16日（月）①10：00～12:00 ②13:00～15:00
3月18日（水）①10：00～12:00 ②13:00～15:00
3月24日（火）①10：00～12:00 ②13:00～15:00
3月26日（木）①10：00～12:00 ②13:00～15:00

【京都会場】
3/18 10:00～12:00
3/18 14:00～16:00
3/28 10:00～12:00
3/28 14:00～16:00
【福井会場】
3/28 9:30～11:30
3/28 13:30～15:30
3/30 9:00～11:00

【京都会場】
京都テルサ
（京都市南区東九条下殿田町70）
【福井会場】
北陸近畿クボタ 福井事務所
（福井市西開発2丁目３０４番地）

●

https://www.hokusin-web.co.jp

●

各会場ともマ
イナビ2021よ
り受付致しま
す。
(予約手順)マ
イナビ2021よ
りエントリーを
お願いしま
す。
▼セミナー/説
明会よりご希
望の日程に予
約申し込みを
お願いしま
す。

maeno@hokusinweb.co.jp

saiyou@hk.gr.kubota.co.jp

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

問 合 先

会場（施設名、住所等）

参加条件
福井

卸売・小売業

■福井県での開催
2020年3月14日(土)14：00～16：00
2020年3月20日(金)14：00～16：00
2020年3月22日(日)14：00～16：00
2020年3月28日(土)14：00～16：00
2020年4月12日(日)14：00～16：00
2020年4月18日(土)14：00～16：00
2020年5月17日(日)14：00～16：00
株式会社北陸マツダ ■石川県での開催
2020年3月13日(金)14：00～16：00
2020年3月15日(日)14：00～16：00
2020年3月21日(土)14：00～16：00
2020年3月27日(金)14：00～16：00
2020年4月11日(土)14：00～16：00
2020年4月17日(金)14：00～16：00
2020年5月16日(土)14：00～16：00

卸売・小売業

Honda Cars 小浜

3月27日（金）13:30～15:30
4月8日（水）13:30～15:30
4月23日（木）13:30～15:30

Honda Cars 小浜 本社
（小浜市遠敷24-23）

●

卸売・小売業

株式会社ミタス

3月9日(月) 9：30～12：00
3月16日(月) 9：30～12：00
3月23日(月) 9：30～12：00
3月30日(月) 9：30～12：00

株式会社ミタス本社 6F第一会議室
〒918-8556
福井県福井市問屋町4丁目901

●

卸売・小売業

株式会社ヤスサキ

3/7（土）・3/13（金）・3/20（金）・3/21（土）
午前の部：10：00～12：00
午後の部：14：00～16：00

福井市新保北１丁目３０３番地
ワイプラザ新保店本社３階会議室

卸売・小売業

山崎金属株式会社

令和２年３月１３日(金）１４：００～１６：３０
令和２年３月３０日(月）１４：００～１６：３０

■福井県での開催場所
北陸マツダ 開発本店
住所：福井県福井市西開発４-１０５
■石川県での開催場所
北陸マツダ 野々市本店
住所：石川県野々市市横宮町３-１

●

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://job.rikunabi.com/2021/co

●

mpany/r906200080/

電話番号

北陸マツダ/人財共
創Gr.
守（もり）・ 浦田（う
らた）
076-248-1120
※少人数制での会
（火曜休日）
社説明会です。
ご不明点は上記の
担当者までお問い
合わせください。

メールアドレス

saiyou10-as@mazdadealer.jp

risa.pfk06@honda-

採用プロジェクト
チーム

0770-56-1345

マイナビよりご
予約された方 http://www.mitas-inc.co.jp/
のみ

情報管理室
戸谷・宮田

0776-24-0500

recruit@mitas-inc.co.jp

●

定員５名まで
の少人数制の http://www.yasusaki.co.jp/
説明会です。

管理部
木間・柳原

0776-52-8111

soumujinnji@yasusaki.jp

3/13、3/30とも同一会場
福井県国際交流会館 多目的ホール
福井県福井市宝永３丁目１－１

●

http://yamazaki-kiznoku.jp

総務部 山田

0776-28-8662

卸売・小売業

2020/3/17（火）10:00～11:30 ①金沢勤労者プラ
ザ407号室
2020/3/19（木）14:00～15:30 ②北陸事務所
2020/3/24（火）09:00～11:30 ③アオッサ606号室
2020/3/26（木）13:30～15:00 ④守山事務所
2020/4/03（金）13:30～15:00 ⑤名古屋プライムセ
ヤンマーアグリジャ ントラルタワー第24会議室
パン株式会社 中部 ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、3月上
旬、中旬に予定していた個別企業説明会及び選考
近畿支社
会は全て中止とさせていただきます。今後の感染
拡大状況によっては上記日程の延期、中止もござ
いますので、詳細はマイナビ2021よりご確認くださ
い。
https://job.mynavi.jp/21/pc/search/corp212863/o
utline.html

①金沢勤労者プラザ407号室
石川県金沢市北安江3-2-20
②北陸事務所
石川県白山市福留町615-1
③アオッサ606号室
福井市手寄1-4-1
④守山事務所
滋賀県守山市勝部2-3-9
⑤名古屋プライムセントラルタワー第24
会議室
愛知県名古屋市西区名駅2-27-8

●

卸売・小売業

会社説明会
2020/03/10(火)
2020/03/12(木)
ユニフォームネクスト 2020/03/18(水)
先輩社員交流会
株式会社
2020/03/11(水)
2020/03/13(金)
2020/03/19(木)

ユニフォームネクスト本社
福井県福井市八重巻町25号81番地

●

14:00～16:30
14:00～16:30
14:00～16:30
15:30～16:30
15:30～16:30
15:30～16:30

http://hondacars-obama.com/

●

●

●

https://www.yanmar.com/jp/abou 採用プロジェクト
t/company/yaj_kansai/about.html チーム管理部 旭

076-277-3950

マイナビから https://job.mynavi.jp/21/pc/searc
総務人事グループ
事前登録をお
清水
h/corp104890/outline.html
願いします。

0776-97-8466

auto.ne.jp

saiyo@yamazakikinzoku.jp

saiyou_yajck@yanmar.co
m

jinji@uniformnext.co.jp

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

卸売・小売業

理研産業株式会社

・福井県 大学連携センター「Fスクエア」 705
3/19（木） 10：00～11：30
・石川県 金沢支店
3/18（水） 3/26（木） 4/2(木）
各日 11：00～12：30 14：00～15：30 の2回開
催！
・富山県 富山支店
3/17（火） 11：00～12：30 14：00～15：30 の2
回開催！

卸売・小売業

リコージャパン株式
会社 福井支社

３月１８日（水）14:00～17:00
３月２６日（木）14:00～17:00
４月 ９日（木）14:00～17:00
４月１５日（水）14:00～17:00

会社説明会福井本社
卸売・小売業

ワコー電機株式会社 3/18、4/14、5/13にて予定しております。
リクナビ2021にてエントリー下さい。

問 合 先

会場（施設名、住所等）

参加条件
福井

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

メールアドレス

・福井県
福井駅東口を出てすぐアオッサ7階
大学連携センター「Ｆスクエア」 705号
室
https://www.city.kurobe.toyama.jp/top.a
spx
・石川県 金沢支店
https://www.hochokiriken.jp/shop/detail/16
・富山県 富山支店
https://www.hochokiriken.jp/shop/detail/29

学院・4大卒

http://www.rikensangyo.co.jp/

052-261-3511

master@rikensangyo.co.jp

http://www.ricoh.co.jp/sales/abou 会社 福井支社
事業管理グループ
t/

0776-22-2332

mio_kaneda@jp.ricoh.com

滋賀特機 株式会
社 総務部折小野
（おりこの）まで

077-523-1264

総務部 中島剛

リコージャパン株式

リコージャパン株式会社 福井支社
福井県福井市御幸３丁目７－１５

●

採用担当 金田

ワコー電機株式会社福井営業所
福井県福井市問屋町1-246

●

https://www.shigatokki.com/

junichiorikono@shigatokki.com

