
Ｎｏ． 　[サポーター企業名] [業種] [住所] [HPアドレス]

1 アルファシンク株式会社 情報通信業
福岡市博多区博多駅東2-15-19
KS･T駅東ビル7F

http://www.alpha-think.co.jp/

2
株式会社Ichiyama
Corporation

生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡市中央区清川2-6-3
ビバチェ天神101

http://www.musiiik.net

3 インフォニイ株式会社 情報通信業
福岡市博多区博多駅前1-4-1
博多駅前第一生命ビル6F

http://www.infony.co.jp/

4 居酒屋 亀屋 飲食店・宿泊業
福岡市中央区薬院3-11-30
エステートモア薬院通り105号

5 株式会社とうじ 卸売・小売業
福岡市中央区天神1-11-17
福岡ビル内

http://www.tohji.co.jp/index.html

6 有限会社Goh 飲食店・宿泊業 福岡市中央区西中洲2-26 http://goh.in/index.html

7 株式会社三立鑑定 金融・保険業
福岡市博多区中洲中島町2-3
福岡フジランドビル7F

http://sanrizkj.co.jp/

8 株式会社soraプロジェクト
その他のサービ
ス業

筑紫野市上古賀3-2-16　214 https://sora1.jp/company.html

9
株式会社日本シルバーサポー
ト

生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡市中央区薬院2-1-8
リアン薬院ビル3F

10
ネイルトリート･ルクソー株
式会社

生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡市博多区博多駅前2-5-8 http://nailtｒeat.com/company

11 株式会社Bullion
生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡市中央区大濠公園2-35
 THE APARTMENT 710

https://bullion-ohori.com/

12 BOTANICAL
生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡市西区姪浜駅南3-19-3 http://hair-botanical.com/

13 みやざき社労士オフィス
専門・技術サー
ビス業

福岡市中央区大名2-9-29
第2プリンスビル802

http://www.miyazaki-sr.jp/

14 manaweb塾
教育・学習支援
業

福岡市南区清水1-25-10-2F http://manaweb.info/

15 株式会社ライトスタッフ 卸売・小売業 福岡市博多区東光2-6-8 http://www.right-stuff.jp/

16
吉村泰美社会保険労務士事務
所

専門・技術サー
ビス業

筑紫郡那珂川町今光4-58-1-401 http://yasumi-sr.com/

17 1LDK HairRoom
生活関連サービ
ス・娯楽業

大野城市若草1-4-13 http://www.1ldk.jp/

18 株式会社ワソラ
生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡市中央区大名2-6-40
文學の森ビル6F

http://locca-nail.com/

19 株式会社グレス 情報通信業
福岡市博多区住吉3-1-18
福岡芸術センター1107

http://gress-group.com/

20 株式会社Youfit 情報通信業
福岡市博多区博多駅前2-11-16
第2大西ビル5F

http://www.youfit.co.jp

21
株式会社福岡情報ビジネスセ
ンター

情報通信業
福岡市博多区博多駅前3-26-29
九勧博多ビル8F

http://www.fbicenter.co.jp/

22
株式会社ダイヤモンド・ジャ
パン

生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡市中央区今泉2-5-6
ﾀﾞｳﾞｨﾝﾁ今泉Ⅱ2FC

http://diamond-beatystudio.com/

23 株式会社イエス,アンド
その他のサービ
ス業

福岡市博多区博多駅東1-12-17-
3F

http://www.yes-and.co.jp/hp/

24 株式会社アールズ 不動産業 福岡市早良区賀茂3-26-16-1F

25 株式会社ＦＰ21
専門・技術サー
ビス業

宗像市朝町1718-2 https://www.fp21.jp/company
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※登録していただいた企業のうち、公表することを承諾していただいた企業のみ掲載しています。

※ホームページアドレスをクリックしていただくと各企業のホームページへ移動します。

「ジョブ・カード普及サポーター企業」都道府県別一覧

福岡県



26 今村経営労務管理事務所
専門・技術サー
ビス業

福岡市南区大橋1-15-5
竹内ビル3F

http://imamura.info/

27 株式会社サイバーグロー 情報通信業
福岡県福岡市中央区薬院4-3-7
フローラ薬院703号

http://www.cybergrow.co.jp/

28
特定非営利活動法人ドッグセ
ラピージャパン

医療・福祉 北九州市小倉北区片野3-14-1 https://www.facebook.com/dtj.or.jp/

29 ほぐれあ整体院 医療・福祉
北九州市小倉北区魚町2-3-6
2F

http://www.hogurea.jp

30
岡本社会保険労務士・行政書
士事務所

その他のサービ
ス業

北九州市小倉北区大門2-1-20
大門ビル202

http://www.office-okamoto.biz/

31 たけせ社会保険労務士事務所
その他のサービ
ス業

北九州市小倉南区中吉田3-5-4 http://takese-sr.life.coocan.jp/

32
米村税理士事務所・社会保険
労務士事務所

その他のサービ
ス業

北九州市小倉北区清水1-8-3 http://www.yonemura-tax.net/

33 有限会社インテリアベスト 建設業 北九州市八幡西区浅川町20-10

34
株式会社こまつコーポレ－
ション

卸売・小売業 北九州市小倉北区黄金町1-1-3 http://www.coma2.co.jp

35 有限会社ワイワイカンパニー 卸売・小売業 北九州市小倉北区黄金町1-1-11 http://www.coma2.co.jp

36 株式会社ピュア 卸売・小売業 北九州市小倉北区京町4-3-16
37 大和倉庫運輸株式会社 運輸業 北九州市門司区門司北1-6-9 http://dsu-kyushu.jp

38
社会保険労務士仲村龍治事務
所

その他のサービ
ス業

北九州市八幡西区星ヶ丘4-10-
10

http://www.nkryu-sr.com/

39
ＨＡＩＲ　ＭＡＫＥ　ＭＩＷ
Ａ

生活関連サービ
ス・娯楽業

北九州市門司区柳町2-4-7 http://hairmakemiwa.com/hair-make/

40
有限会社ワールドピースイー
ジィー

生活関連サービ
ス・娯楽業

北九州市小倉北区下到津1-3-3
KSﾋﾞﾙ2F

41 横山整骨院 医療・福祉
北九州市小倉北区木町2-9-22
河口ﾋﾞﾙ1F

42 株式会社アーバンクロス 飲食店・宿泊業 北九州市小倉北区浅野2-17-31 http://www.kokurabay.com

43 株式会社ゆたかの建装 建設業
北九州市八幡西区春日台2-12-
41

http://www.yutakano-tosou.com/company/

44 株式会社東京ダイヨー器機店 卸売・小売業 北九州市戸畑区中原東3-4-21 http://www.tokyodaiyo.com/aboutus/

45 株式会社ナカノテツ 卸売・小売業 北九州市小倉北区京町1-3-10 http://www.hobbyya.com/

46 株式会社ごとう醤油 製造業 北九州市八幡東区日の出1-3-18 http://goto-shoyu.com/site/corp2/

47 株式会社ＦＡサポート 情報通信業
北九州市小倉北区到津1-3-3-
301

www.fa-support.com/ 

48
アントメンテナンスサービス
株式会社

専門・技術サー
ビス業

北九州市八幡西区木屋瀬2-5-4 http://www.ant-ms.co.jp/

49 株式会社カーサ
生活関連サービ
ス・娯楽業

北九州市八幡西区千代ヶ崎1-3-
7

http://beauty.hotpepper.jp/slnH000102000/

50 栗ちゃんラーメン紺屋町店 飲食店・宿泊業 北九州市小倉北区紺屋町12-21 http://menmusubi.com/kurichan-konyamachi001

51 有限会社フジケイ 卸売・小売業
北九州市八幡西区下上津役元町
1-3

52 有限会社グレマ
生活関連サービ
ス・娯楽業

北九州市小倉北区京町2-1-23 https://beauty.hotpepper.jp/slnH000048335/

53 株式会社タイズ 情報通信業 北九州市小倉北区浅野3-8-1 http://www.ties.jp/
54 株式会社吉田時計店 卸売・小売業 北九州市門司区中町1-21 http://yoshida-moji.com/

55 ケアホーム株式会社 医療・福祉 北九州市小倉南区徳力4-21-14 www.hanamizuki-kaigo.com/

56 増成動力興業株式会社 製造業 北九州市小倉北区堺町1-9-10 http://www.masunari.co.jp

57 美容室　リルト
生活関連サービ
ス・娯楽業

北九州市小倉北区魚町3-1-14-2
階

http://lilt.main.jp/

58 ＮＡＮＡ’Ｓ　ＮＡＩＬ
生活関連サービ
ス・娯楽業

北九州市小倉北区室町2-10-12
y’sビル3階

59 レリーフ合同会社
教育・学習支援
業

北九州市門司区東新町1-9-21 http://www.relief-llc.com/

60 有限会社アド・フクシマ 建設業 北九州市八幡西区里中2-2-9 http://www.data-max.co.jp/2010/09/led_1.html

61 アトム株式会社 卸売・小売業 田川市糒1789-17 http://www.atomco.com/

62
麻生開発マネジメント株式会
社

飲食店・宿泊業 飯塚市新立岩12番37号 http://www.nogami-p-hotel.jp/

63 株式会社 シンセイ福岡 製造業 宮若市小伏1841-1 http://www.shinsei-fukuoka.co.jp

64 魁　華　告　昌克 卸売・小売業 嘉麻市貞月194-6 http://kaika.jp
65 株式会社 フクデン 製造業 飯塚市菰田東1丁目-8-14 http://fukuden.cc
66 NOKエラストマー株式会社 製造業 嘉麻市大隈町1651



67 MTO税理士法人
専門・技術サー
ビス業

田川郡糸田町3967-67 http://www.mto-tax.jp

68 染谷社会保険事務所染谷喜美
専門・技術サー
ビス業

飯塚市新立岩8番55号 http://sometani-jinji.com

69
特定非営利活動法人 わんぱ
くハウス

医療・福祉 直方市大字植木2160-1

70 筑豊食品工業株式会社 製造業 飯塚市花瀬128-18 http://wa-kamosu.com/

71
社会福祉法人 光陵会多田の
里

医療・福祉 飯塚市多田309番地11 www.tadanosato.jp

72 株式会社 古野食品 製造業 宮若市磯光1085番地2 www.furunofoods.co.jp
73 株式会社 和田木型製作所 製造業 嘉麻市山野1386-5 http://wadakigata.com

74 赤間耕税理士事務所　赤間耕
専門・技術サー
ビス業

飯塚市吉原町6-1 あいタウン
301

http://www.zeirisi-akama.com

75 トライアップ 中山 巻夫 建設業
飯塚市横田752-1 サンハイツ横
田B-204

76 アンサーワーク 寺西 龍 建設業
田川郡香春町大字香春1015番地
4 クイーンハイツK406号

77 株式会社 本河住建 建設業 飯塚市柏の森75-1
78 北原ウエルテック株式会社 製造業 久留米市宮ノ陣4丁目6番8号 http://www.welltec.co.jp

79 株式会社ケアサポート輝幸 医療、福祉 久留米市田主丸町牧1074番地１
80 株式会社野田清商店 卸売・小売業 久留米市上津町2203－173 http://www.nodakiyoshi.co.jp

81 木下株式会社 草苑
サービス業（他
に分類されない
もの）

久留米市野中町865番地 http://www.kurume-souen.jp

82 ホテルマリターレ 創世 飲食店、宿泊業 久留米市東櫛原町900番地 http://www.hotelsousei.co.jp

83 真麺武蔵 飲食店、宿泊業 久留米市上津町2485-1 http://s.hitosara.com/0006050515/


