
主 催 国土交通省九州運輸局
協 賛 九州地区船員対策連絡協議会

公益財団法人 海技教育財団

【貨物船】 宇部興産海運（株） エスオーシーマリン(株) 鶴丸海運（株） 南和海事(株)

日鉄住金物流（株） 宮崎産業海運（株） 山機運輸(株) 祐徳近海汽船(株)

【タンカー】 イイノガストランスポート（株） 英雄海運(株) （株）エムエスケイ (株)霧島海運商会

コスモ海運(株) 第一マリン（株） 大四マリン（株） 中央海運(株) （株）デュカム

鶴見サンマリン（株） 鶴見サンマリンタンカー(株) 明和タンカー(株) 浜崎海運（株）

日之出海運(株)

【旅客船】 奄美海運(株) （株）江崎海陸運送 商船三井フェリー(株)

種子屋久ジェットフォイル（株） （株)フェリーさんふらわあ マリックスライン(株)

マルエーフェリー(株) 宮崎カーフェリー(株)

【作業船】 (株)オフショア・オペレーション 海洋興業(株) 神原タグマリンサービス（株）

三洋海事(株) 洞海マリンシステムズ（株） 西日本海運(株) ニッスイマリン工業(株)

求む！日本の海運を支える力

就職面接会・企業説明会

１０：００～１６：００

開催日：平成２９年 ６月２１日（水）

会 場：福岡合同庁舎（新館）７階
九州運輸局 海技試験場
JR博多駅 筑紫口より徒歩１０分

参加企業３７社

船員を目指す方への企業説明会・面接会

お気軽にお問い合わせください

in FUKUOKA
めざせ！海技者セミナー

（お問合せ先） 九州運輸局海事振興部船員労政課
℡ 092-472-3159



◎海運事業者の就職面接会・企業説明会
・船員経験者、商船系高専・大学生等 対象
１０：００～１６：００ （受付終了時間 １５：３０）

◎就職セミナー・海運事業者の企業説明会
・船員未経験者、水産系高校生・海上技術学校生等 対象

①就職セミナー １０：１０～１０：５０ 、１２：１０～１２：５０

②企業説明会 １１：００～１６：００（受付終了時間 １５：３０）

● 事前の申込み（予約や登録）は必要ありません。
● 就職面接会参加者は、履歴書、船員手帳（お持ちの方のみ）をお持ちください。
● 企業の就職相談・面接方法、履歴書の書き方などわからないことがありましたら、

お気軽に「問い合わせ先」へお尋ねください。
● 来場にあたっては、公共交通機関をご利用願います。
※受付にて「コミュニケーションカード」に必要事項を記入してください。

「めざせ！海技者セミナー」は、船員をめざす方のために、採用を予定している
海運事業者等による「企業説明会・就職面接会」などを実施するものです。
船員という職業に興味をお持ちの方は、是非ご参加下さい。

平成２９年６月２１日（水）

海技資格等の

相談コーナーも

あります！

開催場所：九州運輸局（福岡合同庁舎新館）
福岡市博多区博多駅東２－１１－１
７Ｆ 海技試験場、調停室（企業説明会・就職面接会）
３Ｆ 共用大会議室（就職セミナー）

会場周辺地図
（ＪＲ博多駅筑紫口から徒歩１０分）



No. 事　　業　　者　　名 主な船種 求人する職種 事業者所在地

1 イイノガストランスポート株式会社 LPG船
二航士  甲板手
二機士　操機手

兵庫

2 宇部興産海運株式会社
セメント運搬船
石灰石運搬船

航海士　　機関士 山口

3 英雄海運株式会社 油タンカー
甲板部員

機関士　　機関部員
東京

4 株式会社江崎海陸運送 旅客フェリー 甲板員 長崎

5 エスオーシーマリン株式会社
石灰石運搬船
セメントタンカー

甲板部職員　機関部職員 東京

6 株式会社エムエスケイ 油タンカー 甲板員　機関員 長崎

7 株式会社オフショア・オペレーション
曳船兼作業船
洋上支援船

二航士　二機士
甲板手　司厨長

東京

8 海洋興業株式会社 曳船 甲板員　機関員 神奈川

9 神原タグマリンサービス株式会社 曳船
航海士　甲板員
機関士　機関員

広島

10 株式会社霧島海運商会
油タンカー

セメントタンカー
甲板部員・職員
機関部員・職員

福岡

11 コスモ海運株式会社 油タンカー 甲板員　　機関員 東京

12 三洋海事株式会社 曳船 甲板員　　機関員 大阪

13 商船三井フェリー株式会社
フェリー
RORO船

航海士　甲板員
機関士　司厨手

東京

14 第一マリン株式会社 液化ガス 甲板手　 三機士 東京

15 大四マリン株式会社 油タンカー 航海士　　機関士 東京

16  種子屋久ジェットフォイル株式会社
旅客船

（ジェットフォイル）
航海士　　機関士 鹿児島

17 中央海運株式会社 LNG船 甲板手　　操機手 東京

18 鶴丸海運株式会社 セメントタンカー
航海士　機関士　甲板部員

機関部員　司厨部員
福岡

鶴見サンマリン株式会社 油タンカー 甲板部員　機関部員 東京

鶴見サンマリンタンカー株式会社 油タンカー 甲板部員　機関部員 東京

20 株式会社デュカム 油・ケミカルタンカー 甲板員 東京

21 洞海マリンシステムズ株式会社 曳船 航海士　機関士 福岡

22 南和海事株式会社 RORO船 甲板員　　機関員 鹿児島

23 西日本海運株式会社 曳船 機関士　航海士 福岡

24 ニッスイマリン工業株式会社
貨物船 セメント船

起重機船　海洋調査船
航海士　　機関士
甲板員　　司厨員

福岡

25 日鉄住金物流株式会社 貨物 甲板部員 東京

26 浜崎海運株式会社 油タンカー
航海士　　甲板部員
機関士　　機関部員

長崎

27 日之出海運株式会社 油送船 甲板手 福岡

28 株式会社フェリーさんふらわあ 旅客フェリー 航海士　機関士 兵庫

29 マリックスライン株式会社 旅客フェリー 甲板員 鹿児島

マルエーフェリー株式会社　　　　　　　　
旅客フェリー

RORO船
甲板員　　機関員 鹿児島

奄美海運株式会社 旅客フェリー 操機手兼機関員 鹿児島

31 宮崎カーフェリー(株) 旅客フェリー 甲板員 宮崎

32 宮崎産業海運株式会社 RORO船 甲板手　　機関士 大分

33 明和タンカー株式会社 ケミカルタンカー 航海士　　機関士 東京

34 山機運輸株式会社 セメントタンカー 甲板員　　機関員 山口

35 祐徳近海汽船株式会社 貨物 機関士 福岡

「めざせ！海技者セミナー ｉｎ ＦＵＫＵＯＫＡ」 ２０１７

参加企業一覧

５０音順 九州運輸局
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