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1 内海造船株式会社 製造業 (1) 21 株式会社メディアテック一心 建設業 (6)

2 株式会社一富士興業
生活関連

サービス業
(7) 22 三平興業株式会社 その他 (8)

3 三和鉄構建設株式会社 建設業 (6) 23 株式会社サンエス 製造業 (2)

4 しまなみ信用金庫 金融業，保険業 (7) 24 株式会社内海機械 製造業 (2)

5 瀬戸内通信鋼業株式会社 製造業 (1) 25 株式会社前田組 建設業 (6)

6 株式会社ナカタ・マックコーポレーション 製造業 (1) 26 株式会社トモテツセブン 情報通信業 (8)

7 タカノブ食品株式会社 製造業 (1) 27 株式会社シギヤ精機製作所 製造業 (2)

8 株式会社ファーマシィ 卸売業，小売業 (5) 28 有限会社マルエス紙工 製造業 (3)

9 株式会社一条工務店広島 建設業 (6) 29 三和設計株式会社 その他 (8)

10 神石郡森林組合 その他 (7) 30 株式会社マツオカコーポレーション 製造業 (3)

11 株式会社アマノ 卸売業，小売業 (5) 31 西部運輸株式会社 運輸業，郵便業 (4)

12 株式会社ププレひまわり 卸売業，小売業 (5) 32 株式会社北川鉄工所 製造業 (3)

13 万田発酵株式会社 製造業 (1) 33 株式会社山本屋 製造業 (3)

14 株式会社栄工社 卸売業，小売業 (5) 34 株式会社スピングルカンパニー 製造業 (3)

15 日塗株式会社 建設業 (6) 35 社会福祉法人尾道さつき会 医療，福祉 (8)

16 株式会社アペックスインターナショナル 飲食サービス業 (7) 36 東洋プラント株式会社 製造業 (4)

17 常石造船株式会社 製造業 (2) 37 有限会社光陽機械製作所 製造業 (4)

18 丸加海陸運輸株式会社 運輸業，郵便業 (4) 38 尾道市役所 自治体 (9)

19 株式会社池田ハルク 卸売業，小売業 (5) 39 府中市役所 自治体 (9)

20 ホーコス株式会社 製造業 (2) 40 福山市役所 自治体 (9)

びんご企業・職業研究会＠広島会場（２０２２．３．２３）

出展企業一覧

※全企業に文系・理系の双方のお仕事があります。お気軽に各ブースへ来場ください。



出展企業 紹介資料(1)

ブース

１
内海造船㈱

本社所在地：広島県尾道市瀬戸田町沢226-6

キャッチフレーズ フェリーの建造で国内トップクラス！

業務内容
国内フェリーをはじめ、自動車運搬船、RORO船、コンテナ船、バルクキャリア、タンカー、ケミカル船、LPG船、冷蔵運搬船、作業船、調査船、実習

船、等々、他社を圧倒する多彩なラインナップの船の建造や修理を手掛けています。

企業ＰＲ

当社は広島県尾道市にある造船メーカーです。手掛ける船は約50ｍ～約200mクラスと幅広く、造るのはもちろん、修繕(改造・修理)も幅広く手掛ける珍し

いスタイルの造船所です。また、内海造船の国内フェリー建造実績は日本トップクラス！自分の仕事が、巨大な船という形として残り、自らが建造に関

わった船に誰かと一緒に乗船できる「やりがい」があります！

ブース

５
瀬戸内通信鋼業㈱

本社所在地：広島県尾道市高須町5728

キャッチフレーズ より良いモノ造りを探求し、常にお客様に満足して頂く

業務内容 マイクロ通信工事用機材並びに携帯電話中継局等におけるアンテナ、装置類の基礎架台、鋼管支柱、装置支持脚及び取付用部材の設計・製造・販売

企業ＰＲ
電気通信・モバイル関連業界最大手企業との取引が長く、社会情勢、経済情勢の変動にも影響されることなく、今後ますます進化を遂げる情報社会に対し

て、更に安定成長が見込まれます。

ブース

６
㈱ナカタ・マックコーポレーション

本社所在地：広島県尾道市潮見町6－11

キャッチフレーズ 造船・海運事業の次代を支えるサービスを提供していきます

業務内容

・塗装部門：取引造船所および自社工場での塗装施工、工程・品質管理業務

・舶用部門：船舶荷役装置等の設計・開発、営業、アフターサービス業務

・海運部門：自社で保有する外航貨物船や石油製品運搬船（タンカー）の管理、運航業務

・管理部門：総務、経理業務

企業ＰＲ
当社では、様々な業務に携わる社員が各地の造船所内や工場、事務所で働いていることから、事業所間の情報共有や社員交流を大切にしています。また各

事業部門において、日常の仕事はもちろん、研修、資格取得を通じて、専門性を身につけながら成長できる職場です。

ブース

７
タカノブ食品㈱

本社所在地：広島県府中市府川町209番地

キャッチフレーズ 老舗の安定基盤の中で、若手が積極的にチャレンジできる会社です

業務内容 冷凍かきフライ、冷凍粒かき、フィレ製品などの水産冷凍食品の製造・販売

企業ＰＲ
タカノブ食品株式会社は、水産物を主体に全国の皆さまへおいしい海の恵みをお届けする食品メーカーです。事業の中心は水産冷凍食品の製造です。地元

広島県特産の牡蠣を使用した牡蠣フライや冷凍牡蠣の製造、水産物全般の加工などを行っています。

ブース

１３
万田発酵㈱

本社所在地：　広島県尾道市因島重井町5800-95

キャッチフレーズ 「発酵」×「挑戦」～幅広い事業で挑戦が可能な会社～

業務内容

当社は健康食品事業をはじめとして、農園芸、スキンケアなど、様々な事業を展開するメーカーです。

職種は研究開発、アグリバイオ、生産本部、品質保証、法人営業、ダイレクトマーケティング、お客様満足室（コールセンター）、お客様サービス室

（HAKKOパーク運営）など多岐にわたります。

メーカーだからこそ、研究→生産→販売→アフターフォローまで一連の流れを経験できます。

企業ＰＲ

当社には豊富な事業フィールドがあり、学生時代の専門を活かしている社員もいればゼロからの業務に取り組んでいる社員もいます。“食品”や“発酵”と聞

くと理系を想像するかもしれませんが、文系出身も数多く、マーケティングや営業など様々な部署で活躍しています。挑戦を応援する風土ですので、自分

の可能性を広げたい！という方にはぴったりの職場です。ご応募お待ちしています。

業種：製造業



出展企業 紹介資料(2)

ブース

１７
常石造船㈱

本社所在地：広島県福山市沼隈町常石1083番地

キャッチフレーズ 常に挑戦。

業務内容
当社は広島県福山市を本拠地とし、フィリピン・セブ島、中国・浙江省に生産拠点を持ち、造船事業をグローバルに展開している会社です。

これら国内外の生産拠点で3万トン～18万トン級のばら積み貨物船、コンテナ船、タンカーなどの建造および修繕を行っています。

企業ＰＲ

世界経済はSDGsの浸透やデジタル技術の進歩などによる大きな変化のさなかにあり、造船業に求められる価値観も大きく変化しています。従来の常識が通

用しない状況においても、お客さまの期待を超える船舶やサービスを提供するため、常石造船は恐れることなく自らを変革し、次の１００年も豊かな社会

の実現に貢献します。

ブース

２０
ホーコス㈱

本社所在地：広島県福山市草戸町2-24-20

キャッチフレーズ 地球益を考えつつ新しい需要を生み出すグローバル企業

業務内容
自動車部品の製造ラインなどモノづくり企業を支える機械や工場で発生した粉塵や有害物質、悪臭から従業員を守る機器、業務用の厨房や食品工場などの

建物内の環境を快適にする製品を製造販売しています。

企業ＰＲ

"GO GREEN WITH HORKOS"をスローガンに環境へ配慮したモノづくりを行なっています。当社の製品は、自動車メーカーや食品メーカー、建築業界や

飲食業界など多種多様な業界で採用されており、多くの企業を支えています。また、高い技術力を生かし、国内だけではなく海外にも展開をしており、活

躍の場も幅広いです。

ブース

２３
㈱サンエス

本社所在地：広島県福山市神辺町川南741番地の1

キャッチフレーズ 「環境」「健康」「安全」「介護」をキーワードに挑戦し続けます

業務内容

・ユニフォームウェアの企画・製造・販売

・電子機器・設備機器・設備機器の設計・開発・製造・販売

・電子モジュールの開発・製造・販売、ミネラルウォーターの販売

企業ＰＲ
繊維事業から始まったサンエスは、電子機器事業へ。「環境」「健康」「安全」「介護」をキーワードに、また〈Textile,Technology&Science〉をコンセ

プトに、未知の分野にも次々と挑戦し続ける。一人ひとりがモノづくりへの確かな意思を掲げ、新しい分野へと挑戦し、価値を創造し続けます。

ブース

２４
㈱内海機械

本社所在地：広島県府中市鵜飼町743-1

キャッチフレーズ ぶっちぎりの超短納期

業務内容

オーダーメイドで工作機械の製造をぶっちぎりの超短納期でしている会社です。

私たちは、お客様に喜んで頂く為「商品＋αの価値」を心掛け、常にお客様に対しての価値創造を追求し、お値段以上の価値を提供するように心掛けてお

ります。

企業ＰＲ
多能工(マルチプレイヤー)の力とDX化とAI分析で業界をぶっちぎりでリードしています。

最新設備のスマート工場をぜひ見学に来て体感してください

ブース

２７
㈱シギヤ精機製作所

本社所在地：広島県福山市箕島町5378番地

キャッチフレーズ モノづくりが好きな社員が活躍中！

業務内容

創業110年！福山市の歴史ある工作機械メーカー

工作機械のなかでも、円筒研削盤をメインに製造販売しています。私たちの製品は、自動車や家電、医療機器など様々な業界で部品加工に使用されていま

す。国内問わず供給し、世界中のモノづくりを支えています。製品は一台一台がオーダーメイドで、営業・技術・製造部門の社員がチームとなり、情熱を

持って一品一様な製品を生み出しています。

企業ＰＲ
完全週休２日制で休暇を取りやすく作業環境も整っており、気さくで接しやすい社員の多い職場です。当日は、工作機械業界に関する話と弊社の企業情

報・福利厚生についてご紹介します。ぜひ、お気軽にブースまでお越しください。

業種：製造業



出展企業 紹介資料(3)

ブース

２８
㈲マルエス紙工

本社所在地：広島県福山市駅家町法成寺1575-6　福山北産業団地

キャッチフレーズ 環境に優しい紙ならではの強みを活かし創業から41年

業務内容
100％古紙でリサイクルされた紙管原紙（厚手の紙）を用いて、貼り合わせを主体とし各種加工機による業務用梱包資材及び紙加工品の製造と販売

（合紙・ペーパーアングル・紙パレット・養生ボードなど）

企業ＰＲ

私達が手掛けている商品は、実はその全てがオーダーメイド。お客様の用途や要望に応じて巾や厚みを調整し、オリジナルの製品を生み出しています。モ

ノづくりの面白さを感じていただく事からスタートし、ゆくゆくはオールマイティーな活躍に期待しています。必要なのは「モノづくりへの好奇心」だ

け！

ブース

３０
㈱マツオカコーポレーション

本社所在地：広島県福山市宝町4－14

キャッチフレーズ 世界のファッションを支える喜び。グローバルを体感する仕事。

業務内容
メンズ・レディースのフォーマルウェアからカジュアルウェア・スポーツウェア・ユニフォームウェアなど様々な服の縫製や製品加工、生地開発と生産、

及び貿易業務を一元管理体制にて担っております。

企業ＰＲ

マツオカコーポレーショングループは「お客様の全てのニーズに応える」ことを企業ポリシーに、アパレルOEM事業を展開しています。創業以来、常にこ

だわって来たのは、生産効率の追求と品質・納期です。この課題をクリアするため、縫製業界ではいち早く海外進出を果たし、現在、5カ国15以上の自社工

場を運営しています。

ブース

３２
㈱北川鉄工所

本社所在地：広島県府中市元町77-1

キャッチフレーズ 集まれ！未来に輝く人。

業務内容

国内トップシェアを誇るコンクリートプラント、ビル建設で活躍するタワークレーン、工作機械に搭載される「チャック」「ＮＣ円テーブル」等の工作機

器、自動車向けの鋳物部品など、当社の製品は様々な分野で活躍しています。また、新規事業領域への挑戦や海外展開など、積極的に事業展開を行ってい

ます。

企業ＰＲ

【東証一部上場】幅広い事業を展開しており、それぞれの分野でトップシェア製品を有しています。世界各国で高い品質と精度が評価され、業界ではトッ

プブランドです。働き方改革への取り組みや人材育成にも力を入れており、定着率では日本一になりました。創業100年を迎えた当社ではありますが、さら

なる飛躍を目指し、日々挑戦し続けています。

ブース

３３
㈱山本屋

本社所在地：広島県尾道市美ノ郷町本郷1-74

キャッチフレーズ 坂の町尾道からおいしい和菓子を全国へ

業務内容

創業昭和38年・広島県尾道市の株式会社山本屋は餅菓子を中心に製造・販売し、全国へ出荷しています。

近年はアメリカ、ドイツ、イタリア、フランス、ロシアなど海外への出荷も行ない、地元を始め皆様に和菓子の美味しさを届けるために日々努力していま

す。

企業ＰＲ

山本屋では、主原料として「もち米」「もち粉」「米粉」を使用しています。

その中でも「もち米」は、2009年以降、広島県内の農家の皆様にご協力頂き、契約栽培に取り組んでいます。

世羅郡、三次市、庄原市で栽培して頂いている「もち米」は味･品質共に安定しています。

こだわりの「もち米」を使用し、お餅・豆餅・おはぎ、桜餅など、山本屋のメイン商品を生み出しています。

ブース

３４
㈱スピングルカンパニー

本社所在地：広島県府中市府中町７４－１

キャッチフレーズ Face the future ～未来に向かって～

業務内容

私たちは自社ブランド「スピングルムーヴ」の企画・製造・販売を行うスニーカーメーカーです。モノづくりの町、広島県府中市で創業８８年で構築した

ゴム加工技術を活かして、日本製にこだわりデザインや機能も重視した靴づくりを行っています。WEBショップでのオンライン販売や自社ブランドショッ

プの運営も行っています。

企業ＰＲ

スニーカーメーカーとして最大の強みは「バルカナイズ製法」による究極のクオリティーと履きこごちです。１足１足丁寧な手仕事にこだわり、流行に左

右されない個性的なデザインは国内のセレクトショップやファッション誌はもちろんパリコレやミラノコレクションといった海外のファッションシーンで

も注目を集めています。

写真・ロゴ

業種：製造業



出展企業 紹介資料(4)

ブース

３６
東洋プラント㈱

本社所在地：広島県福山市東手城町1-2-37

キャッチフレーズ 「あたりまえをつくる。」公共インフラ整備のプロ集団

業務内容

【機鋼事業部】水を生活に利用できるように整備する「利水事業」と、大雨や洪水、高潮などによる災害を防ぐ「治水事業」を通じて地域の生活を守り、

支えています。

【車輌部】商用車の架装、整備を通じて物流インフラを足元から支えます。

自分の関わった仕事が形になって残り、長年にわたって社会を支える、大きなやりがいと責任を感じられる仕事です。

企業ＰＲ

【福山で一番働きがいのある企業へ】

会社の未来を強くするのは「人材」と「組織力」と考え研修・教育・資格取得支援に力を入れています。新入社員研修や部門研修、1年間のOJTを通じ時間

をかけて成長できる「伴走型」の教育体制が整っています。また「奨学金返済支援制度」や新たな人事評価制度を導入しています。経済産業省の「地域未

来牽引企業」にも認定されています。

ブース

３７
(有)光陽機械製作所

本社所在地：広島県福山市明神町２－１４－１８

キャッチフレーズ 食品加工機械のフロントランナー　常に選び続けられる会社を目指します

業務内容

菓子パンをはじめとする食品加工機械の企画開発、製造、販売

クリーム等の注入や充填、塗布、絞り等の自動機を開発。1万を超える自社開発機を大手製パン、コンビニ食品工場、スイーツメーカーに納品しました。大

手コンビニ、スーパー、カフェ等に並ぶパン、スイーツ、パスタ、おにぎり、惣菜等作りに欠かせない存在です。

企業ＰＲ

１９４７年創業以来、一貫してパンをはじめとする食品加工機械の企画開発、製造、販売を行って参りました。今ではランチパックを代表に、当社の機械

で作られたパンや菓子が数多くコンビニやスーパーに並んでいます。ユーザーと共に新商品をを考え、世の中に美味しいパンや菓子を提供するため、日々

開発に力を入れております。仕事を通じて社会に貢献する喜びとやりがいを共有しませんか。

ブース

１８
丸加海陸運輸㈱

本社所在地：広島県福山市箕沖町22-1

キャッチフレーズ 「海」と「陸」を織り交ぜたグローバルな複合一貫物流

業務内容 一般貨物運送事業/港湾運送事業/産廃収集運搬業/通関業/倉庫業/保険業/建設業/機械据付/クレーン作業 他

企業ＰＲ

創業から70年を超える歴史ある会社ですが、20代の若手社員も多く活躍しており、明るい雰囲気が特徴の総合物流企業です。必要な知識・資格や専門スキ

ルは入社後に習得できるので心配ありません。「人物重視」の採用を行っている当社では、新しい領域にチャレンジしたいという「やる気」がある方を求

めています。私たちと一緒に日々の仕事を通じて「学び」を深めて行きましょう。

ブース

３１
西部運輸㈱

本社所在地：広島県福山市箕沖町105-17

キャッチフレーズ 働き易さと働き甲斐を求めて　西部運輸

業務内容
北は仙台、南は福岡まで全国に50か所に拠点を置く全国展開している運送会社です。都市間を結ぶトラック輸送や地場配送を行い、みなさんの生活に欠か

せない物流を担っています。転勤等はありませんので地元で安心して働けます。

企業ＰＲ

今回募集している職種は、営業系、管理系、ドライバーのお仕事です。どの職種についても、新人研修プログラムとサポート体制が整っています。運送業

は労働時間が長いイメージがあるかもしれませんが、当社は働き方改革を進めており、月の残業は10時間程度です。ライフワークバランスを大切に、充実

した仕事に専念むできます。詳しくは当社ブースまで。※ドライバー職は一定の残業があります。

業種：製造業

業種：運輸業，郵便業
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ブース

８
㈱ファーマシィ

本社所在地：広島県福山市沖野上町4-13-27

キャッチフレーズ 資格がなくても大丈夫！医療事務として関わる選ばれる薬局づくり

業務内容

医療事務のお仕事は、患者さん一人ひとりに寄り添った対応で、「ありがとう」と感謝の言葉を直接いただくことのできるやりがいのある仕事です。ま

た、薬局には疾病も年齢も性別も、そして生活環境や職業も様々な方々が来局されます。数ある薬局の中から、私たちの薬局を選んでいただき、少しでも

元気になっていただくために、心のこもった応対で選ばれる薬局をつくっています。

企業ＰＲ

【中四国地方で業界最大手！】

より多くの方の、より健やかなくらしのために。ファーマシィは地域医療を支える薬局の会社です。

充実の研修制度や福利厚生で社員の成長も支えています。

ブース

１１
㈱アマノ

本社所在地：広島県尾道市東尾道４番地１

キャッチフレーズ 自分たちの大好きな街を創る　－アマノの軌跡を街に刻んでいく－

業務内容

アマノは建設資材の専門商社・専門工事業者として、建設会社・ハウスメーカーと建材メーカーを繋ぐ役割を担っています。

ガードレール工事、フェンス工事、災害復旧などのインフラ整備から、戸建て住宅、ショッピングモール、スタジアムなど人々の生活に彩りを与えるよう

な建物の建設にも幅広く携わっており、取り扱い商材や施工範囲が非常に多いことが特徴です。

企業ＰＲ

建設資材の専門商社として売上高249億円を達成し、中四国ではトップシェアを誇っています。

それは私達が住んでいる街の中の至るところにアマノの仕事がカタチとなっていることであり、私達は専門商社・専門工事業者だからこそ、アマノだから

こそ様々な物件に携われています。

過去から未来、まだ見たことのない景色を描き、これからも大好きな街の中にカタチを残し続けていきます。

ブース

１２
㈱ププレひまわり

本社所在地：福山市西新涯町2-10-11

キャッチフレーズ あなたに会いにきたよ！と言われる存在に

業務内容
●総合職：ドラッグストアでの接客販売、売場作成、受注管理などに携わりながら、薬の知識を身に付けていきます。

●薬剤師：調剤薬局での接客、調剤業務など

企業ＰＲ

中四国を中心にドラッグストアを131店舗展開しており、「スーパードラッグひまわり」という看板で桃色の店舗外観が特徴です。その他、併設調剤薬局、

併設フェイシャルエステサロンの店舗展開もしており、それぞれが地域に根差した店舗づくりをしています。そして、「人の成長が会社の成長」という考

えから、”共に育つ”という想いを込め、「人財共育」にも、注力しています！

ブース

１４
㈱栄工社

本社所在地：広島県福山市南町７－２７

キャッチフレーズ 商社でありながら、自社工場をあわせもつユニークな企業

業務内容 電気・電子機械器具類の代理特約販売、制御装置・油空圧装置の設計・製作、空調関連設備の設計・施工・メンテナンス

企業ＰＲ
「商社×自社技術」で地域のモノづくりを支援。お客様の課題や要望、満足を「カタチ」にしています。仲間と一緒に自分の能力を発揮しながら、新しい

ことにチャレンジできる社風です。100年企業を目指し、「技術を人と社会のために」これからも歩み続けます。

ブース

１９
㈱池田ハルク

本社所在地：広島県福山市明神町2丁目14-29

キャッチフレーズ 明るく　楽しく　前向きに

業務内容 内装仕上げ材・住設機器を内装工事店やカーテンショップなどの専門業者へ卸売

企業

ＰＲ

中四国NO.1のインテリア内装資材の商社として、地域に密着した拠点を展開しています。

商品の提案力と施工支援で魅力ある住環境創りを総合内装支援企業です。

業種：卸売業，小売業
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ブース

３
三和鉄構建設㈱

本社所在地：広島県尾道市高須町5267

キャッチフレーズ 創業72年　尾道の発展と共に成長してきた総合建設企業です

業務内容

【鉄骨営業】大手ゼネコンからご依頼をいただき見積書の作成や金額交渉、取引先との折衝などを行います。また品質管理や生産管理などの管理業務も含

めて、鉄骨加工・組み立てに関わる様々な業務に携わることができます。

【建設施工管理】官公庁・商業施設・工業施設・戸建住宅など幅広く尾道の街づくりに携わります。建築に関して、工事の着工から竣工までの現場管理を

行います。

企業ＰＲ
建設・住宅・鉄構の3つの事業を柱に、三和グループの中核として安定成長を続けています。建築学科卒業でない方でも、入社後にはOJTや資格支援制度が

あるので安心してください。会社全体でフォローアップしながら、具体的なアドバイスやサポートを実施して従業員のスキルアップを惜しみなく後押しし

ます。建設の仕事に少しでも興味がある方は是非お越しください。

ブース

９
㈱一条工務店広島

本社所在地：広島県福山市手城町3丁目11-8

キャッチフレーズ あなたの志が　未来を建てる　ハウスメーカー

業務内容

【木造注文住宅建設事業・リフォーム事業】

一条工務店は家づくりにこだわる会社。長年、快適で安心の住まいづくりを通してお客様に”夢と満足・感動”をご提供しています。そして、この家づくり

のノウハウを活かし、更に幅広く、お客様の住宅ニーズに応えられる様、事業を展開。戸建て住宅事業をベースに、メンテナンス事業、リフォーム事業な

ど、トータルな住宅カンパニーを目指しています。

企業ＰＲ

一条が選ばれる理由　ー それは「家は、性能。」です。私たち一条工務店グループの使命は、ご家族の安全や健康を守り、

いつまでも安心で快適に暮らせる「ロングライフの家」を提供することです。

一生一度の夢の家をお客様と一緒にわかりあえる仕事を選びませんか？（全学部全学科対象です）

ブース

１５
日塗㈱

本社所在地：広島県福山市曙町１丁目１０番１０号

キャッチフレーズ お客様とのつながりを大切に！街と暮らしをよりよくする仕事

業務内容

受注プロジェクト（マンション大規模修繕工事・橋梁維持修繕工事・JR耐震補強工事・大手製鉄所内の設備保全工事）の工事管理業務

今からおよそ 50 年前、大手製鉄所の設備工事や建物の塗装工事からスタートした会社ですが、現在はマンション大規模修繕工事では広島県内トップシェア

を誇り、しまなみ海道などの長大橋をメンテナンスする企業へと成長しています。

企業ＰＲ

人と人とのつながりを大切に！★チームワークが活かせる職場です★

お客様や協力会社との信頼関係を大切にしているため、土木建築系の学生に限らず、毎年多くの文系出身者が入社しています。建設業の知識がゼロの状態

からでも活躍できるよう教育体制も充実させています。

ブース

２１
㈱メディアテック一心

本社所在地：広島県福山市赤坂町赤坂1276番地

キャッチフレーズ ICT社会を技術力で支える総合エンジニアリング企業

業務内容
電話、電気、交通信号機、CATV、太陽光発電設備、携帯電話基地局、その他通信ネットワークに関する全般の工事を設計から施工、保守、管理まで「ワン

ストップ」で行っております。

企業ＰＲ

メディアテック一心は創設52年を迎えた会社です。2019年にはソフトバンクと資本業務提携し、さらに事業規模、業務エリアを拡大しております。多様化

するお客様のニーズに応え、AI、IoTの実用化など、ICT社会を支える企業を目指しています。また、国連の提唱する「持続可能な開発目標（SDGs）」に

賛同し、17のゴールのうち、14の取り組みに貢献しています。

ブース

２５
㈱前田組

本社所在地：広島県福山市金江町藁江65番地

キャッチフレーズ 地図に残る仕事でお客様の夢や想いを実現します

業務内容

福山市西部地区を中心として、みなさんが何気なく生活している中で使っている学校や病院・ショッピングモール、道路や河川・橋梁などの建設物を創っ

ている総合建設会社です。

設計・施工からメンテナンスまで、誠実さとよい技術でみなさんに安心と安全を提供しています。お客様の思いを的確にとらえ、プロとして最大限の提

案・施工を行いお客様からの信頼を得ています。

企業

ＰＲ

『前田組』の事務所は社長自ら社員へ声を掛け、アットホームな雰囲気が漂う。部門間の壁はなく、社員みんな仲が良いのも同社の魅力だ。業務外でも

ボーリング大会の開催や、ソフトボール部などのレクリエーション活動を通じて、従業員同士の交流を深めています。

業種：建設業
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ブース

２
㈱一富士興業

本社所在地：広島県福山市西町3丁目1-1

キャッチフレーズ 地域で楽しいをプロデュースするイチフジネットワーク

業務内容

福山市を中心に、尾道市、岡山県笠岡市でレジャー施設を運営しています。展開しているのは、遊技場施設14店舗、温浴施設スーパー銭湯1店舗。

当社ではお客様の感性を刺激し、五感を満たすサービスを提供することを追求しています。お客様ひとりひとりに喜びと明日への活力を感じていただくた

め、スタッフは日々考え行動しています。

企業ＰＲ

創業から74年を数える当社は、レジャー産業、不動産業を軸に、グローバルな視点、確かな思想で質の高いサービスを提供することにより、お客様に喜び

と明日への活力を与え、社会に貢献することを目指しています。

また、「スーパー銭湯ゆらら」は一般公衆浴場として、地域の皆さまの癒しの場所として25年運営をしております。

ブース

１６
㈱アペックスインターナショナル

本社所在地：広島県福山市南蔵王町2-16-5

キャッチフレーズ 食を通じて人を幸せにする

業務内容
店舗運営スタッフとして、調理・接客・メンテナンスなどホール・キッチン業務を担ってもらいながら、お店の雰囲気に慣れてもらいます。少しずつお店

売上や、スタッフの教育、食材管理等店舗運営に関するノウハウも身に付けてもらいます。

企業ＰＲ
自社ブランドの直営店の回転寿司と海鮮丼のお店を展開しています。食を通じて人を幸せにすることを理念に、働きやすさにも力を入れています。さまざ

まな働き方を視野にいれて、よりよい会社づくりを目指しています。

ブース

４
しまなみ信用金庫

本社所在地：広島県三原市港町1-8-1

キャッチフレーズ 人と街をつなぎ、地域の暮らしを支える架け橋を目指しています。

業務内容

金庫名の由来である「瀬戸内しまなみ海道」に架かる橋が「島と島」「人と人」を結ぶように、私たちは地域経済発展の「架け橋」として、お客さまとの

絆を大切に日々営業活動を行っています。地域で確固たる存在感・信頼感のある信用金庫であり続け、「地域にとってかけがえのない、なくてはならな

い」金融機関を目指しています。

企業ＰＲ

当金庫の仕事はお客さま一人ひとりの人生に寄り添い、「今」そして「未来」を一緒に考えながら信頼関係を築いています。また、仕事を通していろいろ

な方や業種の会社とふれあう機会も多く、やりがいと誇りのある仕事です。金融機関の業務は誰もが初めてのことばかりですが、金融のプロとして、そし

て人としても共に成長し、お客さまや地域発展に貢献していきましょう！

ブース

１０
神石郡森林組合

本社所在地：広島県神石郡神石高原町安田175番地1

キャッチフレーズ 神石高原町輝きの森　百年先を見通した森づくり

業務内容
春夏秋冬、美しい神石高原町の四季の中、春には新しい森づくり、夏には大きく育もうとする森の手助け、秋には森の恵みを利用者のもとへ、冬には森の

掃除。計画を立て、実行する。一年を通して森を育み、豊かな森を未来へつなげる、それが私たちの仕事です。

企業ＰＲ

林業はここ十年で機械化が進むなど大きく形を変えました。当組合も例外ではなく、若い人材が中心となり大型機械により、毎日、森の整備に汗を流して

くれています。これからの十年は地球環境に大きく寄与している森を、永続的に継承していく形を創造する十年だと当組合は考えています。皆さんのこれ

まで培った経験、新しい発想で百年先の森を一緒に創りませんか。

写真・ロゴ

業種：サービス

業種：その他
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ブース

２２
三平興業㈱

本社所在地：広島県福山市鋼管町1番地

キャッチフレーズ あなたの明日を、鉄と支える。

業務内容

1966年の創業以来、JFEスチール西日本製鉄所内に本社を構え、製鉄設備・機械のメンテナンスを担ってきました。お客様の要望に合わせた各種配管の溶

接・補強・取替・洗浄、ポンプやモーター設備の分解や組立・調整、それらすべてに関わる点検や塗装、環境改善などトータルメンテナンスサービスを提

供します。

企業ＰＲ

提案力や管理力、コミュニケーション力等、様々なスキルを身につけられる仕事です。ひとつのプロジェクトをゼロから管理するため、労務管理、財務管

理、安全管理等、早くからトータルマネジメントに携わることができます。人材育成に力を入れており、入社時研修では一通りの基礎知識を習得していた

だき、配属後も指導員によるＯＪＴ教育を行います。

ブース

２６
トモテツグループ

本社所在地：広島県福山市丸之内二丁目9-1　トモテツ丸之内ビル

キャッチフレーズ 創業112年　これからも“トモテツ”は福山と共に歩み続けます

業務内容

福山市を中心とした備後エリアにおいて、グループ6社で多様な事業を行っています。様々な角度から地域の方々の生活をサポートしています。

・鞆鉄道…バス事業、旅行業　・トモテツセブン…ドコモショップ運営、サービスエリア運営、学生食堂運営　・鞆鉄商事…損害保険代理店事業

・グローバル…土産物販売店運営　・トモテツ不動産…不動産事業　・走島汽船…フェリー事業

企業ＰＲ

当グループが設立当初から大切にしていることは、「福山に密着し、福山の皆さまのニーズにお応えする」ことです。これからも最先端の事業とサービス

を提供していきます。様々な事業を行っているので、仕事も多岐にわたり、どんな方にも活躍のチャンスがあります。また、福山を中心とした備後地域で

事業を行っているので全国転勤はありません。私たちと一緒に福山を盛り上げましょう！

ブース

２９
三和設計㈱

本社所在地：広島県福山市鋼管町1番地

キャッチフレーズ 安全・安心設計で、地域のオンリーワン企業目指す

業務内容

当社は主に産業機械、プラント設備の設計を行なっている機械設計専門会社です。

創立60年になりますが、創業当時は機械メーカーの補助的な製図業務代行から現在は基本設計から詳細設計まで、お客様のニーズに合わせて多くの信頼を

得ております。

至近では3次元測定器を導入し既設設備との取り合いの精度Upやお客様に分かりやすい設計を心がけています。

企業ＰＲ

働き方改革に伴いワークライフバランスを重要視しています。各種の業務支援ツールで労務効率を上げるとともに、的確な労務管理を行うことにより、作

業時間を低減して疲労を抑え健康的に業務を行えるようにサポートしています。更に有給休暇等も計画的に無理なく取得する事によりプライベートの時間

を充実できるよう積極的に支援しています。テレワークも積極的に導入し社員に好評です。

ブース

３５
社会福祉法人尾道さつき会

本社所在地：広島県尾道市久保町1786番地

キャッチフレーズ 「尾道の福祉を支える」尾道市内最大規模の社会福祉法人

業務内容

■介護スタッフ　食事、入浴など日常生活を介助しながら、利用者様の力を最大限に引き出して自立を支援。

■障害支援スタッフ　就労支援では就職に向けたサポートと、事業所内での工賃アップを目指したサポートを行います。また、その人らしさが表現できる

創作活動や健康活動をサポート。

■保育スタッフ　障害を持った子どもたちのための児童施設で、保育業務を行うのが主な仕事です。

企業ＰＲ

尾道さつき会は、将来を見据えて、常に新しいチャレンジに取り組み、職員の成長と組織の発展に全力を注いでいます。

職員の能力向上と業務の見直しに向けて、トヨタとリクルートの合同出資企業「OJTソリューションズ」の講師をお招きし、職場環境の改善について指導

を受けています。当事業には、20代のリーダー職も参加しており、若手職員の自発的な取り組みと成長を促しています。

業種：その他
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ブース

３８
尾道市役所

本社所在地：広島県尾道市久保一丁目１５番１号

キャッチフレーズ 元気あふれ 人がつながり 安心して暮らせる ～誇れるまち尾道～

業務内容

【事務】市の各機関において一般行政事務に従事

【技術（土木）（建築）】市の各機関において建設工事の設計、調査、現場指導等の業務に従事

【幼稚園教諭・保育士・保育教諭】幼稚園、保育所及び認定こども園において幼児教育、乳幼児保育に従事

【保健師】市の各機関において保健指導等の業務に従事　等

企業ＰＲ

尾道市は、多彩な自然や歴史文化、瀬戸内の十字路など、豊かな地域資源を活かした「尾道オリジナル」のまちづくりを進めています。また、2020年1月

に完成した新本庁舎では、多目的スペースや屋上展望デッキを一般開放するなど、人が集い、楽しんでもらえる魅力ある空間となっています。もちろん職

員にとっても快適で、居心地の良い職場環境となっています。

ブース

３９
府中市役所

本社所在地：広島県府中市府川町３１５

キャッチフレーズ 『しあわせ実感！ ”力強さ”と”やさしさ”のある未来を創造するまち　府中市』

業務内容
市役所と聞くと、窓口で書類のやりとりをするイメージがありますが、そういった仕事だけでなく、市民、企業、大学などいろいろな方とともに市民の

「しあわせ」を考え、実現していくことのできる仕事です。

企業ＰＲ

市役所としては小さい規模になりますが、その分素早く柔軟な対応ができるため、20代、30代の若手職員にも活躍の場がたくさんあります。

本人のやりたい仕事なども聞き取り、異動に反映させていく仕組みもあります。

休暇や育休などの制度も充実しており、平均で月1日程度有給休暇を取得しています。また女性の育休取得率は１００％で、男性の取得率も年々増加傾向に

あります。

ブース

４０
福山市役所

本社所在地：広島県福山市東桜町３－５

キャッチフレーズ 福山市で見つける新しい自分

業務内容
市役所の業務は議会，企画，税務，商工，民生，衛生など業務が多岐にわたっています。

福山市職員採用情報サイトの先輩職員のメッセージ等で紹介していますので，ぜひ覗いてみてください。

企業ＰＲ

福山市は，コロナ時代の新しい社会を見据えた都市づくりのため，コロナ対策，都市魅力の創造，人口減少対策という三つの柱を据え，その三つの柱を実

現するための基盤として社会のデジタル化を推進していきます。

また，福山市は，関西と九州を結ぶ国土軸の中央に位置し，中国・四国地方を結ぶＨ型構造の中心にあり，港や陸上交通，空港などの交通条件に恵まれて

います。

業種：自治体


