
無料無料

保護者向け保護者向け

福井県 保護者向け就職支援事業福井県 保護者向け就職支援事業

（学生の方も参加可）（学生の方も参加可）

保護者の
みなさまへ
保護者の
みなさまへ

企業見学バスツアー企業見学バスツアー

企業見学企業見学

第5回第5回 8月24日（土）8月24日（土） 福井④地区コース福井④地区コース

第6回第6回 8月30日（金）8月30日（金） 福井⑤地区コース福井⑤地区コース

第7回第7回 9月7日（土）9月7日（土） 福井⑥地区コース福井⑥地区コース

第8回第8回 9月13日（金）9月13日（金） 福井・丹南地区コース福井・丹南地区コース

参加
無料
参加
無料

大学（院）、短大、高専、専修学校の学生の保護者等を対象に、

ものづくり企業を中心とする県内企業を訪問し、企業の優れた技

術や製品・サービス、働く現場を実際に体感する「企業見学バス

ツアー」を開催します。ぜひこの機会に奮ってご参加ください。

大学（院）、短大、高専、専修学校の学生の保護者等を対象に、

ものづくり企業を中心とする県内企業を訪問し、企業の優れた技

術や製品・サービス、働く現場を実際に体感する「企業見学バス

ツアー」を開催します。ぜひこの機会に奮ってご参加ください。

大学（院）、短大、高専、専修学校の学生の保護者の方（学生ご本人も参加いただけます）

昨年度開催時の参加者アンケートから

各３０名（お申込み順とさせていただきます）

昼食は主催者側にてご用意させていただきます。

第５回～第8回は福井駅東口バス停発着となります。

第9回は福井駅東口バス停を発着し、勝山市内を経由します。

各コースの集合場所、経由地、解散場所は

お申込みいただいた方に改めてご案内します。

対象者対象者

定　員定　員

第9回第9回 9月21日（土）9月21日（土） 奥越地区コース奥越地区コース

お問い合わせ：（実施運営先）アイビーエージェント株式会社　TEL.０７７６－２９－０８８８

見学先、スケジュールは裏面をご覧ください見学先、スケジュールは裏面をご覧ください

無料無料 就職セミナー就職セミナー

● 保護者にとっては、分かりやすく大変喜ばしい機会でした。

● 企業に出向いて話が聞けたり、見学できることが良かった。

● どの企業も魅力的で、とても参考になった。

「保護者向け企業見学バスツアー・就職セミナー」の

お申込みは裏面の申込書に必要事項をご記入の上、

FAXかメール、または直接お電話でお申込みください。

お問い合わせはお気軽にどうぞ （アイビーエージェント株式会社）

TEL／０７７６-２９-０８８８
メール／fukui-iba@vesta.ocn.ne.jp

FAX／0776-28-2500

ツアーに対する満足度９9％
【参加者の方から寄せられた声】

バスツアー
&就職セミナー

保護者向け就職対策セミナー開催

8月14日(水) 13：30 ～ 15：00

10月12日(土) 13：30 ～ 15：00
※いずれも学生向け就活イベント「縁job」と同時開催

場所：アオッサ 6F 607研修室

昨年度は

188名の方が

参加！

※第3回までの募集は終了いたしました。

（協力：武生・鯖江・大野・勝山商工会議所）主催：福井県 　共催：福井商工会議所主催：福井県 　共催：福井商工会議所



保護者向け

就職対策セミナー

企業見学バスツアー

■性別 （  男  ・  女  ）　

■ご住所

〒

申 込 書
※ご記入いただいた内容は、本バスツアーに

　関するご連絡のみに使用させていただきます。

キリトリ線キリトリ線キリトリ線キリトリ線 キリトリ線キリトリ線

■参加希望

　（〇をつけてください）

企業見学

バスツアー

第5回

（福井④）

■お名前

ふりがな

■お名前

■生年月日（西暦） 月年 日 ■年齢 才 月年 日 ■年齢 才■生年月日（西暦）

ふりがな

■　保護者　・　学生

■性別 （  男  ・  女  ）　

■　保護者　・　学生

■携帯番号

■電話（ご自宅）

■メールアドレス

保護者向け保護者向け

福井④地区コース福井④地区コース 日 時日 時

午前午前

8月24日（土）10：10 ～ 17：00（集合9：30 ／解散17：30）第5回 （定員30名） 

第6回

（福井⑤）

第7回

（福井⑥）
第8回

（福井・丹南）

第9回
（奥越）

I nformat ion

メッキ・表面処理メッキ・表面処理

福井市和田中1-414

清川メッキ工業㈱清川メッキ工業㈱

半導体、電子部品などの機能めっきで、
IoT、自動車、医療、宇宙まであらゆる
シーンで活躍する技術創造企業です。

午後①午後①

プラント設備工事プラント設備工事

坂井市春江町藤鷲塚37-9

㈱ナカテック㈱ナカテック

生産設備や製造プラントを設計・製
作・施工から保全まで一貫したサービ
スで提供しています。

午後②午後②

金属製品・機械製造金属製品・機械製造

福井市三尾野町1-1-1

㈱武田機械㈱武田機械

最先端の技術とオリジナリティを融合
し、金属工作機械の設計・製造・販売
を行っています。

午後③午後③

熱転写ラベル製造熱転写ラベル製造

福井市清水杉谷町45-300

ジャパンポリマーク㈱ジャパンポリマーク㈱

熱転写ラベルメーカーとしてブランド
マークやユニフォームロゴの高品質ラ
ベルを製造しています。

福井⑤地区コース福井⑤地区コース

午前午前

8月30日（金）10：10 ～ 17：10（集合9：30 ／解散17：30）第6回 （定員30名） 

カーテン製造カーテン製造

福井市八重巻町105

㈱カズマ㈱カズマ

カーテンの総合サプライヤーとして一
貫生産・販売体制を確立し、海外販売
にも取り組んでいます。

午後①午後①

電力業電力業

福井市日之出1-4-1

北陸電力㈱ 福井支店北陸電力㈱ 福井支店

低廉で良質なエネルギーを安定して
お届けし、暮らしの充実と北陸の発展
に貢献します。

午後②午後②

繊維製造・染色加工繊維製造・染色加工

福井市山室町69-1

㈱ミツヤ㈱ミツヤ

繊維の染色加工に加え、次世代素材
の炭素繊維強化複合材料の開発・生
産にも取り組んでいます。

午後③午後③

冠婚葬祭冠婚葬祭

福井市二の宮4-6-16

㈱アスピカ㈱アスピカ

お客様のライフプランに関わるお手伝
いを通じて「感謝の心を大切にする企
業」を目指しています。

福井⑥地区コース福井⑥地区コース 日 時日 時

午前午前

9月7日（土） 10：10 ～ 17：00（集合9：30 ／解散17：30）第7回 （定員30名） 

建設資材卸建設資材卸

福井市河増町30-20

㈱タッセイ㈱タッセイ

「建てる」を応援する会社として住まい
づくりのプロに建築資材や住宅設備を
提案・提供しています。

午後①午後①

機械製造機械製造

福井市円成寺町1-6

㈱イワシタ㈱イワシタ

アルミ長尺材加工機や特殊工作機械
を製造し、航空機・自動車分野など多
くの分野に納入しています。

午後②午後②

警備・ビル管理警備・ビル管理

福井市下馬2-101

㈱アイビックス㈱アイビックス

セキュリティとビルメンテナンスで、安
全・安心、そして快適に暮らせる環境
を提供しています。

午後③午後③

機械製造機械製造

福井市東森田4-201

㈱松浦機械製作所㈱松浦機械製作所

立形・横形マシニングセンタの開発設
計・製造・販売を行う金属工作機械専
業メーカーです。

午前午前

化学製品製造化学製品製造

福井市文京4-23-1

日華化学㈱日華化学㈱

界面活性剤技術をコアに、様々な分
野で暮らしや社会を豊かにする技術を
お届けしています。

午後①午後①

大型鋼構造物製造大型鋼構造物製造

福井市若栄町702

㈱福井鐵工㈱福井鐵工

水門や橋梁など、地域で重要な役割を
果たす大型鋼構造物の設計・製造・
施工を行っています。

午後②午後②

金属製品製造金属製品製造

鯖江市有定町2-11-24

ヨシダ工業㈱ヨシダ工業㈱

眼鏡・医療・楽器部品の３分野で、お
客様のニーズに対応できる精密金属
加工に取り組んでいます。

午後③午後③

食品製造食品製造

越前市矢船町1-7-1

㈱ふじや食品㈱ふじや食品

総合チルド食品メーカーとして、和風・
洋風・中華風・デザートの4部門で全
国展開を図っています。

奥越地区コース奥越地区コース 日 時日 時

午前午前

9月21日（土）10：20 ～ 16：40（集合9：20 ／解散17：30）第9回 （定員30名） 

繊維製品製造繊維製品製造

勝山市片瀬１０-１

㈱ニットク㈱ニットク

電子部品、建築土木、環境等、幅広い産業分野で
使用される繊維製品を製造しています。

午後①午後①

繊維製品製造繊維製品製造

勝山市旭町１-１-５６

松文産業㈱松文産業㈱

紳士・婦人衣料、ユニフォーム、発電テキスタイル
等を開発・生産する織物製造会社です。

午後②午後②

電子部品製造電子部品製造

大野市下丁1-11-2

ニチコン大野㈱ニチコン大野㈱

コンデンサの世界トップ企業 ニチコン㈱のグループ
会社としてアルミ電解コンデンサを製造しています。

福井・丹南地区コース福井・丹南地区コース 日 時日 時 9月13日（金）9：50 ～ 16：40 （集合9：30 ／解散17：30）第8回 （定員30名） 

日 時日 時

8月14日(水)
13：30 ～ 15：00

10月12日(土)
13：30 ～ 15：00


