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君の一歩が
いわきの未来を創る。
君の一歩が
いわきの未来を創る。

133 月
平成29年

9：30～15：30【122社】
いわきワシントンホテル椿山荘

参加
対象

◉平成30年3月に大学、短大、高専、専修学校、高等
　技術専門校等を卒業予定の学生
◉保護者（就職活動中や就職活動前の子を持つ方）

●主催　いわき市
●共催　平公共職業安定所／福島県いわき地方振興局／独立行政法人高齢・障
　　　　害・求職者雇用支援機構福島支部福島職業能力開発促進センターいわ
　　　　き訓練センター／いわき商工会議所／福島県中小企業家同友会いわき
　　　　地区／IWAKIふるさと誘致センター
●後援　いわき地区商工会連絡協議会／いわき経営者協会／いわき経済同友会

第一部
【61社】

9：30～12：00
（受付9：00～）

●その他、就職に関するコーナーを設けております。
　お気軽に御参加下さい。

時間制　①　9：30～　9：55
　　　　②10：00～10：25
　　　　③10：30～10：55
　　　　④11：00～11：25
　　　　⑤11：30～11：55

第二部
【61社】

13：00～15：30
（受付12：30～）

時間制　①13：00～13：25
　　　　②13：30～13：55
　　　　③14：00～14：25
　　　　④14：30～14：55
　　　　⑤15：00～15：25

2部
入替制

いわき市平一町目１番地

平成28年度  ふるさといわき就業支援事業  IWAKIターン促進業務（いわき市委託業務）

■お問い合わせ

株式会社 飛馬（飛馬オープンカレッジいわき校）

【平成28年度ふるさといわき就業支援事業 IWAKIターン促進業務】

TEL.0246-38-6117  FAX.0246-38-6118
http://hyuma.sakura.ne.jp/
info@oci.hyuma.jp

ホームページ
メールアドレス

●職業相談コーナー ●適性診断コーナー
●就職支援コーナー
●ふるさと回帰・二地域居住相談コーナー

●市内企業インターンシップ情報コーナー

●ビジネス支援コーナー

いわき⇔東京
就活バス運行
運行日程・申込みは、ホームページ等を参照

HYUMAHYUMA



2017 いわき市合同企業説明会

「2017いわき市合同企業説明会」に
参加される方のみが乗車できます。

133 月
平成29年 9：30

▼
15：30

参加
対象

◉平成30年3月に大学、短大、高専、専修学校、高等技術専門校等を卒業予定の学生
◉保護者（就職活動中や就職活動前の子を持つ方）

●第一部　 9：30～12：00 （受付 9：00～）　
●第二部　13：00～15：30 （受付12：30～）

いわきワシントンホテル椿山荘
いわき市平一町目１番地

お申込み用紙はこちらからダウンロード▶
●メール又はFAXでお申込みください。

（申込期間2017年2月13日㈪～3月9日㈭）

※キャンセルは 3日前までとなります。申込みがあったものの連絡がなく、当日バスに
　乗車されなかった方やいわき市合同企業説明会に参加されなかった方は、次回以降の
　就活バスへの乗車をお断りさせていただきます。
　〈お問合せ／㈱飛馬☎0246-38-6117〉

http://hyuma.sakura.ne.jp/
0246-38-6118F A X メールアドレス

「バス乗車」は
事前予約制です

乗車料

無料

バス乗車申込書《事前申込制》
バス
① 平成29年3月12日㈰ 40名

40名

40名

平成29年3月13日㈪

平成29年3月13日㈪

新宿センタービル南口前（13：30発）

新宿センタービル南口前（6：30発）

いわきワシントンホテル（16：00発）

いわき駅（16：30着）

いわきワシントンホテル（9：30着）

新宿センタービル南口前（19：00着）

②

③

日　程 出発地（出発時間） 到着地（到着時間） 定員

日 時

ところ

参加予定企業 ※50音順【122社】
アース建設株式会社
会川鉄工株式会社
アイ・ケイ・ケイ株式会社いわき支店（ララシャンスいわき）
株式会社愛心会
アイパル株式会社
株式会社アドマック
アドレス株式会社
株式会社アミティー
株式会社ありがとうカンパニー
猪狩自動制御設計株式会社
医療法人社団石福会四倉病院・ヒーリングホーム四倉
泉電設株式会社
医療法人医和生会
いわき魚類株式会社
公益財団法人磐城済世会松村総合病院
いわき市役所
いわき信用組合
株式会社いわきテレワークセンター
社会福祉法人いわきの里
株式会社いわきユアサ
株式会社インフォテック
永大小名浜株式会社
オカモト株式会社福島工場
小名浜美食ホテル（株式会社アクアマリンパークウェアハウス）
株式会社加地和組
株式会社蒲田産業
株式会社協創
株式会社くすりのマルト
株式会社朽木会計事務所
株式会社国井産業
株式会社倉島商店

株式会社クレハエンジニアリング
社団医療法人呉羽会呉羽総合病院
株式会社クレハ環境
クレハ錦建設株式会社
株式会社江東微生物研究所
株式会社幸楽苑ホールディングス
社会福祉法人五彩会特別養護老人ホームパライソごしき
／地域密着型特別養護老人ホームパライソサンクス
株式会社コメリ
サンシン電機株式会社
サンセイ医機株式会社
株式会社サンフレックス永谷園
シオヤ産業株式会社
志賀塗装株式会社
特別養護老人ホーム寿限無／地域密着型特別養護老人ホーム寿楽
常光サービス株式会社
株式会社常磐エンジニアリング
常磐開発株式会社
常磐共同ガス株式会社
常磐共同火力株式会社勿来発電所
常磐興産株式会社スパリゾートハワイアンズ
株式会社常磐製作所
常磐パッケージ株式会社
城北化学工業株式会社
税理士法人常陽経営
シリウスグループ
株式会社シンエイ／いわきビジネスサポート事業協同組合
新常磐交通株式会社
鈴機工業株式会社
住化加工紙株式会社いわき工場
ソシオあすか（有限会社あすか）

株式会社ダイユーエイト
有限会社平電子印刷所
大和証券株式会社いわき支店
竹内精工株式会社
田中建設株式会社いわき事務所
タニコー株式会社
田村建材株式会社
株式会社タンガロイ
丹野経営会計株式会社
東新工業株式会社いわき工場
東洋安全防災株式会社
東洋システム株式会社
東洋ワークセキュリティ株式会社いわき営業所
常磐港運株式会社
株式会社トスネット南東北いわき営業所
株式会社トビヌケ
勿来十條紙工株式会社
株式会社ナテック
特別養護老人ホームにじの郷
日化エンジニアリング株式会社
株式会社日産サティオ福島
株式会社日本ハウスホールディングス
ネッツトヨタノヴェルふくしま株式会社
社会福祉法人ハートフルなこそ
バックス情報システム株式会社
林サッシ工業株式会社
株式会社東日本学院
株式会社東日本技術研究所
株式会社東日本計算センター
ひまわり信用金庫
株式会社福島銀行

福島県警察本部
福島さくら農業協同組合
福島トヨペット株式会社
福島日産自動車株式会社
株式会社福島マツダ
福浜大一建設株式会社
株式会社不二代建設
富士ゼロックス福島株式会社
株式会社平果
株式会社平成興業
株式会社ホテル・アルファーワン・クリエーションズ
／ホテル・アルファーワンいわき
ホテルパームスプリング
株式会社ポラリス
堀江工業株式会社
株式会社マクサムコミュニケーションズ
株式会社マルト
株式会社マルベリィ
株式会社三崎組
ミツエイ株式会社
株式会社ムラコシ精工ファインコンポーネンツ事業部勿来工場
株式会社山木福寿会
株式会社山崎工業
株式会社山新
株式会社UNコンピューターテクノロジー
社会福祉法人容雅会特別養護老人ホームサニーポート小名浜
社団医療法人容雅会中村病院
株式会社ヨークベニマル
株式会社ライフフーズ
株式会社リードテック
社会福祉法人りんさく福祉会
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いわき駅いわき駅JR常磐線JR常磐線至湯本至湯本 至四倉至四倉

秋田銀行秋田銀行
トヨタカローラ
いわき
トヨタカローラ
いわき

東邦銀行東邦銀行

みずほ銀行みずほ銀行

6

いわきワシントン
ホテル椿山荘

会場

スバルビルスバルビル

小田急ハルク
ビックカメラ
小田急ハルク
ビックカメラ

新宿西口
ロータリー
新宿西口
ロータリー

新宿センタービル新宿センタービル

京王
プラザホテル
京王
プラザホテル

新宿
郵便局
新宿
郵便局

工学院大学工学院大学 明治安田
生命ビル
明治安田
生命ビル

サンクスサンクス
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新
宿
西
口

集合場所
新宿センタービル
南口前

info@oci.hyuma.jp


