
ブース
NO

会　社　名

業　種
陸運業（貨物・
バス・タクシー）

職　種 タクシー乗務員 仕事内容
タクシー乗務全般
(全車カーナビ搭載）

求人数
雇用形態

１名
（正社員）

就業場所 北九州市小倉北区冨野 賃　金

月給：１４５，６６６円（最低保障給のある歩合制）
賞与：あり（実績による）・精勤手当：５，０００円
家族手当：１，０００円(世帯主/扶養ありの場合)
無事故手当：１０，０００円

業　種 電機機器 職　種 設計補助作業 仕事内容
・CADを使用した部品図の作成および出図作業
・部品図をパソコンへ取り込む作業

求人数
雇用形態

１名
（パート）

就業場所
北九州市八幡西区大字
野面（金型事業所）

賃　金

時給：９２７円
通勤手当：３５，０００円/月迄
技術手当：２，０００円（入社３ヶ月後より支給）
賞与：あり

業　種 電機機器 職　種 検査・梱包 仕事内容

リードフレームの外観検査および簡易梱包
※精密部品の外観検査のため、矯正視力１.０以上
必要

求人数
雇用形態

２名
（パート）

就業場所
直方市大字中泉
（直方事業所）

賃　金

時給：９２７円
通勤手当：３５，０００円/月迄
技術手当：２，０００円（入社３ヶ月後より支給）
賞与：あり

業　種 電機機器 職　種 物流・出荷業務 仕事内容

ICリードフレームの物流、出荷業務・重量１０㎏積
載、荷下ろし作業・電卓を使った簡単な計算作業・社
内工程間の製品、資材の運搬作業・２トンパワー
ゲート付車両の運転あり

求人数
雇用形態

１名
(嘱託）

就業場所
直方市大字中泉
（直方事業所）

賃　金
月給：１９３，４００円
通勤手当：３５，０００円/月迄

業　種
給食サービス
業

職　種
学校給食の調理
洗浄・清掃業務

仕事内容

■午前：給食材料の加工（皮むき、洗浄、切裁）調理
作業（下茹で、蒸す、焼く、揚げる、煮るなどの調理）
配膳（クラス配分、一食分の配分、生徒への受け渡
し）
■午後：洗浄・清掃（食器、食缶、配膳室の清掃）

求人数
雇用形態

１名
（パート）

就業場所 北九州市内 賃　金

時給：８７０円
通勤手当：１０，０００円/月迄
食事手当：２０円/時間　　調理師：５円/時間
栄養士：２５円/時間　　管理栄養士：７５円/時間（資
格所有者別途手当支給）

（株）日米クック 備　考

【就業時間・休日・必要な資格等】
（１）８：３０～１５：３０
（２）９：００～１３：００
就業日：月～金　休日：土日祝
休暇：夏期４０日、 年末年始１４日
マイカー通勤可（無料駐車場あり）
制服あり（無料）
作業靴のみ実費（２３００円１足）
※勤務時間、勤務日数等の増減相談可

福岡県委託事業「障がい者雇用拡大・職業紹介事業」

「就職相談会」参加企業・求人一覧（2021.2.3 北九州会場）

詳　　　　細

備　考

【就業時間・休日・必要な資格等】
（１）７：００～１７：００　(休憩６０分)
（２）１７：００～５：００　(休憩１２０分)
（３）７：００～３：００　　（休憩１２０分）
(（１）～（３）選択可)
時間外あり（月平均２４時間）
就業日・休暇：勤務ダイヤによる
マイカー通勤可（無料駐車場あり）
必要な免許：普通第一種運転免許取得後３年
以上経過　◆管理職登用制度あり◆

備　考

【就業時間・休日・必要な資格等】
８：３０～１６：１５（休憩５０分）
時間外あり（月平均２５時間） 制服あり（無料）
就労日：週５～６日　休日：週休二日制
休暇：GW、盆、年末年始、創立記念日
マイカー通勤可（駐車場あり）
必要スキル：CADの経験がある方、簡単なパソ
コン入力ができる方
※子育て応援求人

北九州第一交通(株)
小倉営業所

備　考

【就業時間・休日・必要な資格等】
８：３０～１６：１５（休憩５０分）
時間外あり（月平均２０時間）
就労日：週５日程度　休日：週休二日制
休暇：GW、盆、年末年始、創立記念日
マイカー通勤可（駐車場あり）
必要スキル：検査の経験がある方

(株)三井ハイテック

備　考

【就業時間・休日・必要な資格等】
（１）８：３０～１７：１５（２）１６：３０～１：１５
（３）０：３０～９：１５（各休憩５０分）
時間外あり（月平均３０時間）
就業日：（１）～（３）シフト制
※休日出勤、時差勤務が発生する可能性あり
休日：週休二日制　（年間１１７日）
休暇：GW、盆、年末年始、創立記念日
マイカー通勤可（駐車場あり）
必要な免許：中型自動車免許必須

この列が企業様のブース番号です。
レイアウト図でこちらの列番号をご確認ください。
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ブース
NO

会　社　名 詳　　　　細

業　種 小売業 職　種
ショップサポート事務補
助・清掃

仕事内容

・ケータイショップ清掃（売り場・バックヤード・トイレ
等）
・事務補助（シュレッダー・ラミネート・押印等）
※立ち作業になります
※業務内容は店舗によって異なる場合もあります

求人数
雇用形態

２～３名
（パート）

就業場所

北九州市近郊の店舗
※近隣のソフトバンク・au
店舗に出勤していただく
場合があります

賃　金
時給：８５０円
昇給：あり

業　種 医療 職　種 介護補助員 仕事内容
看護、介護業務全般の補助
（入力介助・入院環境整備業務などの補助）

求人数
雇用形態

２名
（嘱託職員）

就業場所

①小倉北区大手町
②戸畑区新池
③京都郡苅田町京町
④小倉北区大手町

賃　金
月給：１６３，０２０円～１８９，６４０円
賞与： あり　通勤手当：１５０，０００円/月迄

業　種 医療 職　種 診療部門補助員 仕事内容

１.患者誘導（病棟から技術系診療部門へ）
２.備品の洗浄
３.事務作業（受付、PC入力、帳簿類の印刷等）
４.清掃・搬送・営繕業務

求人数
雇用形態

２名
（嘱託職員）

就業場所

①小倉北区大手町
②戸畑区新池
③京都郡苅田町京町
④小倉北区大手町

賃　金
月給：１６３，３５０円 ～１８７，０００円
賞与：あり　通勤手当：１５０，０００円/月迄

業　種 医療 職　種 調理補助員 仕事内容 食器洗浄・調理補助・野菜カット・運搬業務　など

求人数
雇用形態

１名
（嘱託職員）

就業場所

①小倉北区大手町
②戸畑区新池
③京都郡苅田町京町
④小倉北区大手町

賃　金
月給：１６３，３５０円 ～ １８７，０００円
賞与：あり　通勤手当：１５０，０００円/月迄

業　種 医療 職　種 事務員 仕事内容

①医療事務：保険請求業務、コンピューター操作、文
書作成②経理事務：コンピューター操作、帳簿作成、
現金取り扱い③一般事務：コンピューター操作、資料
作成、電話応対④清掃・搬送・営繕業務

求人数
雇用形態

２名
（嘱託職員）

就業場所

①小倉北区大手町
②戸畑区新池
③京都郡苅田町京町
④小倉北区大手町

賃　金
月給：１６３，３５０円 ～ １８７，０００円
賞与：あり　通勤手当：１５０，０００円/月迄

備　考

【就業時間・休日・必要な資格等】
１０：００～１５：００(休憩６０分）
就業日：月～金（週５日程度）
休日：土日祝（応相談）
休暇：夏期　応相談、年末年始５日
マイカー通勤可
※通院・就業時間短縮可
※専属ジョブコーチ在籍

(株)パーソナルネット

公益財団法人健和会

備　考

【就業時間・休日・必要な資格等】
８：４０～１７：００（休憩６０分）
時間外あり（月平均５時間）
休日：シフト制による週休２日制
休暇：夏期２日　年末年始５日
制服あり（無料）
マイカー通勤可（駐車場有料　自己負担）

備　考

【就業時間・休日・必要な資格等】
８：４０～１７：００（休憩６０分）
時間外なし
休日：シフト制による週休２日制
休暇：夏期２日　年末年始５日
制服あり（無料）
マイカー通勤可（駐車場有料　自己負担）

備　考

【就業時間・休日・必要な資格等】
８：４０～１７：００（休憩６０分）
時間外なし
休日：シフト制による週休２日制
休暇：夏期２日　年末年始５日
制服あり（無料）
マイカー通勤可（駐車場有料　自己負担）

備　考

【就業時間・休日・必要な資格等】
８：４０～１７：００（休憩６０分）
時間外あり（月平均５時間）
休日：シフト制による週休２日制
休暇：夏期２日　年末年始５日
制服あり（無料）
マイカー通勤可（駐車場有料　自己負担）
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ブース
NO

会　社　名 詳　　　　細

業　種 小売業 職　種 販売・店舗作業 仕事内容 商品の補充・陳列・整理・販売・清掃等

求人数
雇用形態

各店舗ごと若
干名（受け入れ
可能店舗要確
認）

就業場所 福岡県内各店舗 賃　金

時給：８４２円
通勤手当あり：公共交通機関の場合実費支給/車通
勤の場合距離に応じて支給（2㎞以上）

業　種
機械・設備工事

職　種 製造業 仕事内容

・ボルト、ナット等を台車で運び、組立工程へ供給
・ボルト、ナットの数量を計量し、サイズ毎のBOXに
入れ台車で運ぶ
・海外から納品された部品の梱包材(段ボール、発泡
スチロール、バンド)を仕分け、置き場へ運ぶ

求人数
雇用形態

４名
（パート）

就業場所 宮若市芹田 賃　金
時給：９００円～９５０円
通勤手当：３０，０００円/月迄

業　種

水回り設備機
器の製造・販売
セラミック製品
の製造・販売

職　種 事務/技術・企画スタッフ 仕事内容

（１）配属部門：事業企画・経理・法務・物流・購買・生
産管理・設計・品質管理等
（２）データ分析・検討資料作成・企画補助等
※入社後の教育はありますが、単純な事務作業だけ
ではありません

求人数
雇用形態

１名
（正社員）

就業場所

北九州小倉北区中島
※TOTOでの選考後、適
性を判断してTOTOグ
ループ会社に紹介する
場合があります。

賃　金
月給：１７６，５００円～
初任給は学歴、社会人経験等を加味して決定します

業　種
小売（スーパー
マーケット）

職　種
店舗部門業務、巡回清
掃業務

仕事内容

各店舗におけるバックヤード業務全般
（精肉・水産・青果・デリカ・ベーカリー・加工）
または店舗の品出し業務(接客対応有り）
ハロースマイルは基本巡回での店舗清掃業務

求人数
雇用形態

店舗により若干
名
（パート）

就業場所

福岡県内各店舗
・ハローデイ・ボンラパス
・かじや水産・ハローミー
ト・ハロースマイル

賃　金

時給：８４２円～
賞与：あり
通勤手当：あり

（株）ナフコ

TOTO(株)

備　考

【就業時間・休日・必要な資格等】
(例)８：００～２１：００のうち　４～６時間程度
※開閉店時間は店舗により異なる/６時間以上
の場合休憩６０分/勤務時間応相談
就業日：シフト制
休日：シフト制
マイカー通勤可（無料駐車場あり）
※通院・就業時間短縮可
※ジョブコーチ支援受入可

備　考

【就業時間・休日・必要な資格等】
８：００～１８：００内、４時間契約 時間外なし
就業日：シフト制（週５日程度）
休日：シフト制（月に９日）
制服あり（無料）紛失した際は自費負担
マイカー勤務可（駐車場有料３，５００円/月）
※障がいのある社員のための専門部署あり
※ジョブコーチ支援の受入可
（障害者就業・生活支援センター登録必須）

（株）ハローデイホールディングス

備　考

【就業時間・休日・必要な資格等】
８：１０～１７：００（休憩６５分）　時間外なし
就業日：月～金　　休日：土日祝他
マイカー通勤可（駐車場あり）
普通自動車運転免許　あれば尚可
◆正社員登用制度あり◆

備　考

【就業時間・休日・必要な資格等】
８：３０～１７：１０（休憩５０分）時間外あり（月平均
１５．１時間）就業日：月～金　休日：土日祝　休
暇：年末年始・夏季・ＧＷ等　有給休暇：入社日に
より変動（３～１７日付与）マイカー通勤可（駐車場
あり）必要スキル等：仕事内容の就労経験をお持
ちの方（テーマリーダー体験等あれば歓迎）・Ｅｘｃ
ｅｌ、Ｗｏｒｄ、PowerPointでの分析、資料作成スキ
ル・その他CAD,CAE等の保有スキル、適性を基
に配属を決定　その他、学歴（専門学校卒以上）、
フルタイム勤務ができる方

空研工業（株）

3/3


