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宮崎県企業ガイドブックについて
「WAKU WAKU WORK! 宮崎」は、宮崎県が刊行する
県内約 200 社の情報を掲載した企業紹介ガイドブックで、
求職者や高校生、大学生などに対し、宮崎県内の企業の
魅力等を発信する目的で作成しました。ガイドブックには、
企業の事業概要やアピールポイント、働く人からのメッセー
ジなどの情報が掲載されています。
また、社会人１年生からのメッセージや、仕事のタイム
テーブルなどリアルな職場の姿を知ることができる企画や、
知っておきたい履歴書の書き方などの実用的な企画まで盛
り込んでいます。
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本誌の使い方
①

②

③

農業 林業 漁業

④

ヤマエ食品工業 株式会社

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･ 道業

⑤

情報通信業
卸売業
小売業

仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

⑨

フォークリフト運転技能講習・電気工事士・日商簿記・危険物取扱者

創業 150 年目を迎える県内最大の老舗メーカー

不動産業
物品賃貸業

弊社は創業から 150 年を迎える味噌・醤油の醸造会社です。営業、原料仕入れから自社の検査・開発技術を
含む最終製品の仕上げまでを担います。醤油 JAS 格付け A システム認証工場で、安心・安全な商品の提供
を目的として、ISO 22000 を取得しました。企業理念の一つ「創意工夫による 地域に根ざした こだわ
りの商品を提供する」を意識し、地元、宮崎県の原材料を使用したこだわりの商品をお届けできるよう、日々
商品開発に精進しています。

飲食業
教育
学習支援業

⑪

●事業内容：味噌・醤油の醸造業
●所在地：都城市西町3646番地 ●創立：1871年 ●従業員数：124名
● TEL：0986-22-4611 ● MAIL：soomu@yamae-foods.co.jp
● HP：https://yamae-foods.net/

金融業
保険業

⑦

⑧

運輸業

⑥

わが社の POINT
❶ 福利厚生をしっかり管理している

医療
福祉

家族の予定や行事に合わせたシフトで
就業管理を行い、有給休暇の消化率は
70％から 100％の実績。半日や時間
単位での有休も可能です。また弊社商
品を社員価格で購入できます。

❷ 働きやすい環境
サービス業

未経験者でも長く働けます。部署間を
越えて従業員同士が協力し合う環境で
非常に働きやすいです。また、研修や
資格取得にも力を入れ、取得の際は手
当もつくのでやりがいもあります。

Message

先輩からのメッセージ

私は入社２年目で、商品開発を担当
しています。商品開発は味の組み立
てだけでなく、コスト、製造工程、
保存性などさまざまなことを考慮し
なくてはならないため、難しさはあ
る反面、やりがいを感じています。

看板
高千穂峡つゆ
商品
県内外の消費者に長年親しまれてい
る「高千穂峡つゆ」は発売 30 余年。
いまだ人気が衰えず、ヤマエの主力
商品です。霧島山系地下水で作るこ
の商品は、近年では日本国内はもと
より海外にも輸出をしています。

⑩
⑫
⑬

116

① 業種別インデックス

⑧ 企業ホームページの二次元コード

② 企業名

⑨ 企業が求職者に対して行っている対応

③ 企業が取り組んでいるSDGs のアイコン

⑩ 企業の仕事内容や取り組み、特徴などを紹介

④

企業が取得している認定・表彰等のアイコン

⑤ 紹介企業の外観や人物、作業風景等の写真
⑥ 企業の基本情報
⑦ 仕事をする上で持っていると役に立つ
資格やスキル

（対応しているものにはチェックが入っています）

⑪ 企業の取り組みや働き方などで、

特にお知らせしたいポイントを２つ紹介

⑫ 経営者／採用担当／先輩からのメッセージ
⑬ 企業を代表する「商品」「特許技術」
「社員」「CM」などを紹介
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MESSAGE

from the first grade of working people

MESS

AGE

Mah

# 01

iro H

aseg

初担当は実家のエクステリア！

長谷川 真洋 さん （19）

地元ならではの仕事にやりがい

有限会社 サンエク
総務課

高校で勉強した製図を仕事にしたいと思い入
社しました。実際に働き始めてみると、電話対

詳しい企業情報は 048 をご覧ください

応や接客など学校では学ばなかったことも多く、
まだ仕事を楽しむ余裕はありません。でも時々
現場に連れていってもらって植栽の手伝いや職
人さんの話を聞かせてもらったりすると、「早く
自分も一人前になりたい」という気持ちになれ
ます。実は今度、私の実家のエクステリアを私
が担当することになりました。初めての責任あ
る仕事ですが、親孝行になるような庭にしたい
と、今からワクワクドキドキしています。地元
に就職したからこそ、実家や地域に役立つ仕事
が出来ることが嬉しいです。
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awa

私の

必需品

ボールペン

入社時に副社長から頂きま
した。このボールペンとメモ
帳を手に、あれこれ質問しな
がら仕事を覚える毎日です。

社 会 人1年 生 からのメッセー ジ

AGE
MES#S02
Yuka

oki
Kakin

小さい頃からなじんできた味。

柿木 優花 さん （23）

身近な食品で、食卓に笑顔を。

ヤマエ食品工業 株式会社
開発部

出身が都城なので、ヤマエの商品は小さい頃か
ら家の台所に当たり前にあるものでした。それ

詳しい企業情報は 116 をご覧ください

で、鹿児島の大学で食について学び、就職は迷わ
ず地元の老舗食品メーカーであるヤマエを希望。
入社して半年は研修で各部署をまわり、10 月か
ら念願の開発部で味噌の品質管理や製品分析の
仕事をしています。日常の食卓に欠かせない味
噌や醤油。そんな身近なものに携わる仕事はやり
がいがありますし、最近は買い物をしていても、
他社の商品の成分やディスプレイが気になるよ
うになってきました。次の目標は、自分が開発に
携わった商品を友達や家族に食べてもらうこと。
そのためにもまず今は、毎日の仕事に丁寧に取
り組んでいこうと思っています。

私の

必需品

電卓

塩分濃度の計算などに欠かせ
ません。食品を扱う場所で使
うので清潔第一。汚さないよ
うに大切に使っています。
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MESSAGE

from the first grade of working people

E
MES#S0A3 G
Yoshiki

a

Hazam

学ぶのは、知識だけじゃない。

間 義貴 さん （23）

仕事を通して人間的にも成長中！

スパークジャパン 株式会社
システム開発部

実は大学では英語を学んでいて I T 関係の勉強
はほとんどしていなかったため、入社した当初は

詳しい企業情報は 138 をご覧ください

わからないことばかり。なかなか積極的になれず
受け身の姿勢でいた時、先輩から「学んだことは
メモをとって覚えるといいよ」とアドバイスされ
たことをきっかけに、教えてもらうだけではダメ
だと自覚。自分から質問したり調べたりするよう
になり、少しずつ仕事での達成感も得られるよう
になってきたところです。この 1 年、何もわから
ない戸惑いも、仕事がわかるようになる喜びも体
験してきたので、これから後輩ができた時には、
私が先輩にしてもらったように、相手のその時の
立場を考えながら寄り添い、導いてあげられる存
在になりたいです。
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私の

必需品

パソコン

会社支給のパソコンです。出
社してパソコンの電源を入
れると、私自身の「やる気ス
イッチ」も ON になります。

社 会 人1年 生 からのメッセー ジ

AGE
MES#S04
Ryo

Togo

仕事は一人ではできないと実感。
“頼れる営業マン”を目指して奮闘中

藤後 諒さん （23）
リコージャパン 株式会社 宮崎支社
販売事業本部 宮崎支社

大学時代のアルバイトで接客業を経験し、多く
の人と接する職業に就きたかったことと、地元宮

詳しい企業情報は 179 をご覧ください

崎で就職したかったことがこの仕事を選んだ理
由です。リコーというとコピー機やプリンタの
イメージが強いかもしれませんが、提案する商
品は様々。私が初めて契約を取れたのは建設業
向けのソフトでした。その時も自分に足りない
部分を社内・社外多くの先輩方に協力してもらっ
ての成果だったので、嬉しさと同時に感謝や安堵
の混じった、なんともいえない達成感を忘れられ
ません。今は目の前のことで精一杯ですが、いず
れは先輩方のように「お客様に提案する」だけ
でなく「お客様から相談を持ちかけてもらえる」
ような頼られる存在を目指し、勉強の毎日です。

私の

必需品

スケジュール帳

学生時代はスマートフォンで
十分でしたが、社会人になり
社名入りの手帳を利用。スケ
ジュール管理に欠かせません。
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タイムテーブル
県内の企業で働いているフレッシュな社員さんの 1 日を密着取材！
１日の業務の流れから、働くことの意義や楽しみなども語ってもらいました。

濵村 廉 さん
株式会社 岡﨑組 建設事業部 工事課
詳しい企業情報は 038 をご覧ください

宮崎市出身。入社５年目。高校の頃に
学んだ土木を活かせる仕事をしたい、
と岡﨑組に入社。１年目から施工管
理担当として様々な現場経験を積み、
最近は仕事にやりがいを感じている。

出勤・朝礼・仕事の準備

8:00

毎朝、始業30分前の7:30には現場に到着できるよ
う出勤。会社には立ち寄らず直接現場に向かうこと
も多いので、出勤や退勤の連絡はスマートフォンの
専用アプリで行います。朝礼ではその日の作業内容
や注意事項を伝え、現場に関わる全員の意思統一を
しっかり確認。準備ができ次第、仕事開始です。

仕事開始

8:30

施工管理担当として一番大切なのは、現場の安全
管理。事故が起きないように、作業が止まらない
ように、技術者さん達が気持ちよく働けるように
…と、あらゆる方向に気を配ります。

昼休憩

12:00

基本的に12:00から60分間は休憩時間。持って
きたものを現場事務所で食べることもあれば、近
くのお店に食べに行くこともあります。ゆっくり
休めるということは現場がうまくいっているとい
うこと。食後はそれぞれ自由に過ごし、午後への
英気を養います。
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13:00

現場の続き・打ち合わせ・
書類作成など
天候などに問題がなければ午後も午前中の工事の続
きをしますが、雨天の時などは現場は中止。そんな
時は、本社で書類作成や打ち合わせをします。工事
現場を順調に進めていくためには、段取りや作業に
携わる人数、予算や時間配分、機材の手配や当日の
天気情報など様々な準備が必要です。私自身は現場
の仕事の方が好きなのですが、こういった事務作業
も、施工管理の大切な仕事。パソコンを使いこなす
ことも、最近やっと慣れてきました。

終業

17:00

一日の作業が終了したら終礼をし、そこで翌日の
作業の確認などをします。全ての作業が終わった
ら、朝と同じくスマートフォンのアプリで終業を
報告。特に本社に用がなければ現場から直接、帰
宅します。

この会社に入って得たものは？
高校を卒業してすぐに入社したのですが、１年
目から現場の施工管理を任せてもらっていた
ので、高校生活では感じたことのないような、
大きな「責任感」を持って仕事に臨むことの
大切さを学びました。また、これまで気にな
らなかったような細かいことにも気を配れる
ようになったと思います。今までは私は指導
してもらう立場でしたが、入社して5年経ち
後輩もできてきたので、今度は僕が指導でき
る立場になる番です。先輩たちに追いつける
ように、もっと成長したいです。

働きやすいと感じるポイントは？
残業が少なく休みが取り
やすいこと。育児休暇も
あるので、生活スタイル
に合わせて働けます。ま
た資格手当もあり、仕事
を通してスキルアップが
できることもやる気に繋
がっています。

社員同士のコミュニケーションは？
職場の人たちと、仕事
の後でゴルフの練習や、
休日に魚釣りに行った
りします。年齢や上下
関係にこだわらず何で
も話せる人ばかりで、
人間関係に恵まれてい
ると実感しています。

011

タイムテーブル
楢木 悠生 さん
日本情報クリエイト 株式会社 営業部
詳しい企業情報は 143 をご覧ください

鹿児島県薩摩川内市出身。高校の頃
から IT 業界に興味を持ち、大学で情
報工学を専攻。インターンシップを
経て同社へ入社し、１年目ながらも
敢闘賞を受賞するなど日々成長中。

出勤・事前の情報確認

9:00

毎朝、始業の30分前、８時半には出社し、社
内共有情報の確認やその日のアポイントの確
認をしてから始業。

営業活動

10:00

お付き合いのあるお客様へ、新商品のご案
内や運用状況の確認などを行います。まだ
お付き合いのないお客様へは、電話やメー
ル、直接のご訪問などを行いながら、何か
お困りごとがないか、お手伝いできること
はないかなど、ちょっとした会話を通して
情報をキャッチし続けます。

昼休憩

12:00

基本的に12:00から60分間が休憩時間です
が、お客様とのアポイントに合わせて休憩
時間を変更することも。食事は社内で食べ
るだけでなく、午後のアポイントのお客様
の所まで先に移動して、その付近で食べる
こともあります。
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商談

13:00

お客様へ経営課題のヒアリングを行い、課題の本
質を探りながらお悩みに応じた最適な I T 活用プラ
ンをご提案します。実際にデモンストレーション
画面をお見せして実運用をイメージして頂きなが
ら商談をすすめます。

サポート案件対応

15:00

導入されたお客様への操作案内・運用のアドバイ
スや、お客様からのお問合せ案件に対応します。
現地まで伺うこともあれば、遠隔リモート操作で
支援することもあります。

勉強会・事務作業

17:00

TV 会議システムを利用し全国にいる各営業拠点
メンバーとの勉強会。ノウハウや情報を共有しな
がら商品知識や営業スキルの向上に努めます。そ
の他、お客様への見積・提案書の作成など、翌日
の商談準備や事務作業を行います。

この会社に入って得たものは？
一番成長を感じるのはコミュニケーション能
力です。学生時代から人と話すことは好きで
したが、仕事を通して様々なお客様と話すこ
とで「雑談力」や「商談力」がついてきました。
入社当初はなかなかお客様に納得して頂ける
ご提案ができず、何度も悔しい思いをしました。
しかし周囲からの助けも借りながら次第に納
得いく提案ができるようになり、初めて受注
を頂いた時の嬉しさは今でも忘れられません。
お客様から頂いた言葉のひとつひとつが、私
の成長につながっています。

働きやすいと感じるポイントは？
部署を超えて人間関係が築けること、堅苦しく
ない社内の雰囲気など、とにかく魅力的な先輩
や上司、同僚に
恵まれているこ
とです。私の入
社の一番の決
め手も、そこが
ポイントでした。

社員同士のコミュニケーションは？
コロナ禍なので今はあ
まり活動できていませ
んが、終業後には仲間
を集ってバレ ーボール
を やっています。 仕事
以 外でも仲良くできる
方が多く、本当に楽し
い職場です。
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就職までの流れを知ろう

高校生

編

高校生の就職活動は 3 年生の夏から本格的にスタート。
高校生への求人情報は、企業が高校へ提出する求人票を
進路指導室で確認したり、学校単位で閲覧できる「高卒就
職情報 WEB 提供サービス」から得るのが基本となります。

スケジュール 例

7月

初旬

宮崎県では、毎年７月に「応募前ジュニアワー
クフェア」を開催しています。これは県内企業
が集まる高校生向けの「合同企業説明会」で、

7月 8月
9月

求人票の公開

アドバイス

初旬

気になる会社に
職場見学に行く
学校を通して
１社目の応募をする

数多くの企業が集まるため、会社の情報を得る
ことができるとても良い機会となっています。

高校生用の履歴書は志望の動機を記載する欄
が大きいため、職場見学をしていると、そこ
で感じたことや、やってみたい仕事の内容な
どを具体的に書いてアピールすることができ
ます。また、面接時にも職場見学をした話で

9月
9月

中旬

中旬〜

4月

就職試験
（選考）
が
スタート
企業から
内定をもらう
入社

PR することもできます。

企業によっては学校からの推薦がなければ受
験できない場合もあります。そのため、常日
頃から勉強に励み、遅刻もせず、しっかりと
した学校生活を送りましょう。

内定後から入社日までに企業から事務手続き
や課題を与えられる場合があります。学校の
指導を受け、期日内に必ず提出しましょう。

例年は基本的に上記のスケジュールで就職活動は進んでいきますが、2021年におい
ては、コロナ禍により「１社目の応募」が10月初旬に、
「就職試験（選考）がスタート」が
10月中旬に、
「企業から内定をもらう」が（10月中旬～）と繰り下げになっています。

総合アドバイス
高校生は就職活動の期間が短いため、自分が「どんな仕事をしたいのか」、
「どんな企業で働
きたいのか」を見つけておくことが大切です。また、学校の先生や両親などから仕事や企業
について情報を得たり、企業 HP をチェックするなど、予め準備をしておくと良いでしょう。

014

就職までの流れを知ろう

大学生

編

大学生の就職活動はおおむね３年生から始める人が多
数を占めます。その中で「インターンシップ」制度は、就職
活動をする上で非常に有益なので上手に活用しましょう。

スケジュール 例
大 学３ 年 生

6月

〜

就活準備期間

3月

〜

会社説明会
スタート

大 学４ 年 生

6月

〜

選考開始、
順次内々定

10月

〜

内定

4月

就職活動が始まる前に自己分析をしてみることをお薦め
します。第三者（就活仲間や家族など）に協力してもら
い、他己分析をするのもお薦めです。また、インターン
シップへの参加を考えている人は、何のために参加す
るのかをしっかりと考えておきましょう。

近年はインターンシップへの参加を選考の一部とする
企業も増え、存在意義が高まっています。インターンシッ
プの参加により企業の理解が深まったり、評価によって
は早期選考に繋がる場合も。

インターンシップや会社説明会の後には、企業と自己の
分析をすることが大切です。働く上で自分に欠けている
要素などを見つけ、採用試験までに補っていきましょう。

複数の企業から内定が出た場合、辞退連絡をしなけれ
ばなりませんが、タイミングが遅いと迷惑をかけるため、
しっかりとした自己管理を行いましょう。

入社

先輩からのアドバイス

アドバイス

2021年に大学を卒業する先輩に、就職までの動きを
実際の体験をもとに教えてもらいました！
J・N さん（宮崎市出身／大学４年／宮崎市内の企業へ就職内定）

夏の地元帰省時に集中して就職活動

言葉遣いと自己 PR の大切さ

ある程度進みたい業種や地域は決まっていたの

インターンシップや企業訪問などの際には、電話

で、３年生の１月くらいから地元とその周辺の企

や電子メールのやりとりで相手に失礼のないような

業のリサーチを行い、約 20 社くらいをリストアッ

文章や言葉遣いをすることが大切です。自分は実

プしました。そして４年生になり、時間に余裕が

際に採用担当者や大学の就職支援課の方とのやり

できたので、夏休みをフルに使って地元に帰省し、

とりの中で身に付けていきました。また、自己 PR

県内企業に話を聞きに行ったり、採用試験を受

がしっかりとできるよう、自己分析や周囲の人から

けたりしました。

自分の印象を聞いておくことをお薦めします。
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あなたの思いを効果的に伝えよう！

履歴書の作成方法
履歴書は、求人募集企業へ応募する際に
提出する書類として、最も一般的に使用され
る書類です。単なる応募の申込み手続きの
ための書類ではなく、採用・不採用の判断
の一つとして使用する「審査書類」としても
位置付けられています。近年は書類選考を
することが多くなっているため、
「この人に
会って面接してみたい」と思わせるような履
歴書を作成することが求められます。
そこで、このページでは履 歴書を書く際
のルールや、ポイントなどを押さえた、履歴
書の作成方法をお伝えします。

履歴書は「高校生用」
「大学生用」
「一般用」があり、それぞれで書式が異なります。そこで本誌では、
いずれの書式にも共通した点で、注意すべきポイントをご紹介します。

履歴書を作成するときの基本と注意点について
□ 記載方法
履歴書を手書きにするか、パソコンで作成するべきかは、応募企業によっ
て異なりますが、現在は「手書きでもパソコンでも構わない」とする企業
が多くなってきました。一般的にはホームページからもエントリー可能
な企業はパソコン作成でも問題ないでしょうし、I T 関連や外資系企業に
応募する際は、パソコンによる作成をお薦めします。

□ 読みやすくて丁寧な文章表現
履歴書は読み手である採用担当者の立場に立って書くことが大切です。誤字・脱字に気をつけて、読みや
すく丁寧に記載しましょう。字の大きさは揃え、文体は「です・ます」調で統一。文章は斜めにならないよう、
まっすぐに書きます。

□ ルールに則った作成方法を
履歴書の作成には、さまざまなルールがあり、それに則ったものでなければ、採用担当者に良い印象を与
えることができません。細かなルールを理解し、採用担当者に好印象を与える履歴書を作成しましょう。
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履歴書作成の基本
① 顔写真

④ 免許・資格

おおむね３か月以内に撮影した写真を使用し、

記載の順番は取得の古い順に記載する方法もあ

枠内に収まるように丁寧に貼ります。また、写

りますが、応募先企業に対するアピール力の高い

真の裏側に名前を書いておくと、応募先で万が

順に記載するのがお薦めです。すでに失効した

一はがれ落ちた場合でも安心です。一度使用し

ものや、勉強中のもの、１次試験のみ合格、２次
試験待機中などでも、意欲や能力のアピールにな

た写真をはがして再度使うことは絶対にやめま
しょう。

るので、その旨を明示の上記載しましょう。

② 住所

⑤ 趣味・特技

都道府県名やマンション、アパート名などは省

趣味や特技を仕事に繋がるアピール材料にする

略せずに記載します。
「1-2-3」のような部分も
「一丁目２番地３号」と正式に表記します。

ことができます。また、面接時の話題づくりに
なったり、人柄を知ることにも繋がります。

③ 学歴・職 歴

⑥ 本人希望欄・備考

学歴や職歴は経歴の古い順から記載します。学
歴については「学部、学科、コース、専攻」まで
記載しましょう。

特に記載することがない場合でも、空欄にする
のは適当ではありません。勤務条件や希望する
職種などについて記載しましょう。

履歴書の書き方に関する NG ＆ 疑問 について
略号は用いない

筆記具について

「令和」を「R」、
「平成」を「H」、
「株式会社」を
「（株）」といったように、略号を用いて表記し
てはいけません。また、繰り返し記号「〃」や、
「同上」のような記載も NG です。

空欄は作らない
履歴書内に空欄の項目があると、自己 PR ので
きない人だと受け取られてしまうため、必ず記
入するようにしましょう。どうしても記載する
ことがない場合は「特になし」と一筆入れます。

履歴書を書く筆記用具は「黒色のボールペン」
や「万年筆」を用います。シャープペンシルや
鉛筆、消せるボールペンでの記載は NG です。

文字を間違えた時は？
修正ペンや修正テープを用いて、文字を修正す
るのは NG です。修正してはいけないという決
まりはありませんが、担当者に与える印象は良
くありませんので、手間を惜しまず、新たに書き
直しましょう。

近年の採用選考は、面接選考の前に応募書類によって「書類選考」

履歴書だけでも
アピールできる
ようにしましょう
作成に困ったら

をすることが多くなっています。面接選考の時に自分の能力をしっ
かりアピールしようとしても、書類 選考で不採用となれば、面接
選考まで進むことすらできません。したがって、履 歴書による書
類選考が行われる場合は、面接選考まで進むことを最優先に考え、
採用担当者に「この人に会って面接してみたい」と思わせるよう、
履歴書の内容をよく練って作成することが大切です。

学校の進路担当や就職支援課、250ページの就職支援機関に相談しましょう。
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宮崎 で 「働く」 ＆ 「暮らす」
ことのメリット

九州の南東部に位置する宮崎県は、温暖な気候や美しい自然、記紀神話に彩られた風土や
温かな県民性など数々の魅力に溢れています。
宮崎県は特に「太陽」と密接な関係にあり、日照時間の長さや快晴日数、平均気 温などは
全国トップクラスに位置しています。その太陽と自然の恵みを活用し、宮崎県は昔から農林漁
業の分野で発展し、全国に知れ渡るおいしい食材を数多く生産。これらを用いた食品加工業
を始め、医療や福祉、I T、建設業などさまざまな業種が充実し、国内を代表する企業も数多
く存在しています。
そこに、海や山で楽しむアウトドアスポーツや、温泉やキャンプ場などレジャー施設の充実、
物価の安さなどの要素が絡み合い、インターネット調査による「幸福度ランキング」において、
宮崎県は２年連続で１位に輝いています。このことからも、県民の生活や暮らしに対する満足
度の高さをうかがい知ることができます。

物価の安さ
消費者物価地域差指数

全国

1位

総務省統計局「小売物価統計
調査（構造編）2019年結果」
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幸福度
ランキング
｜２年連

続｜

全国

1位

ブランド総合研究所
「都道府県SDGs 調査2020」

年間
平均気温
7 度｜

｜平均 1

全国

3位

気象庁「1981年～2010年平年値」

データで見る宮崎の就職状況
新規学卒者初任給
宮崎県

全国

大学卒業者

188,000 円

210,200 円

高校卒業者

155,200 円

167,400 円

厚生労働省「令和元年賃金構造基本統計調査」

有業者の平均年齢・平均継続就業期間

平均給与（令和元年平均）

所定内給与

宮崎県

全国

209,296 円

244,432 円

厚生労働省・宮崎県統計調査課「毎月勤労統計調査」
※事業規模5人以上、一般労働者及びパートタイム労働者合計
※所定内給与とはきまって支給する給与から超過労働給与を除いたもの

育児休業取得率（令和元年調査）
宮崎県

全国

男性

10.2%

7.5 %

女性

91.8 %

83.0%

宮崎県：宮崎県雇用労働政策課「労働条件等実態調査」
全国：厚生労働省「雇用均等基本調査」

県内就職率（令和２年３月高等学校卒業者）

宮崎県

全国

平均年齢

48.1歳

46.1歳

平均継続就業期間

14.9年

13.7年

総務省統計局「平成29年就業構造基本調査」

従事者の多い産業・職業
宮崎県

全国

産業別人口

医療・福祉

製造業

職業別人口

事務従事者

事務従事者

総務省統計局「平成29年就業構造基本調査」

県内就職率（令和２年３月大学等卒業者）

就職者

2,881人

就職者

2,289 人

うち、県外就職者

1,210人

うち、県外就職者

1,337 人

うち、県内就職者

1,671人

うち、県内就職者

952 人

県内に就職した割合

58.0 %

文部科学省「令和２年度学校基本調査」※全日制、定時制
（通信制除く）

県内に就職した割合

41.6%

宮崎県産業政策課調査

上の数値は、仕事や働き方に関する各種データを宮崎県と全国で比較したものです。全体的に「給与」
に関する項目が全国の平均よりも低くなっていますが、都会に比べ物価が安く、通勤時間も短い（＝交通
費が少なくてすむ）ため、出費額が少なくてすみ、生活に困ることはありません。また、都会に比べ
「育児」にかかるストレスが少なく、企業においても育児への理解があり、休業が取りやすくなっています。
従事者の多い産業・職業では、老人ホームなどの高齢者施設が充実していることもあり、
「医療・ 福祉」
関連が最も多くなっています。
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各種認定制度・表彰等
本誌には、さまざまな認定や表彰を受けている企業が多数掲載されています。このページでは、
代表的な認定・表彰を紹介します。

ひなたの極認証企業

ひなたの極認証制度とは
宮崎県が 2018 年に創設した制度で、仕事と生活の調和の実現に向けた職場環境づくりを積
極的に行っている企業や事業所のうち、特に優れた取組成果が認められる企業などを「働きやす
い職場『ひなたの極』」として宮崎県知事が認証しています。

どのような企業が認証される？
働きやすい職場「ひなたの極」認証企業となるには、県が定めた審査項目（25 項目）のうち、
企業等が取得した該当する審査項目の総得点の割合が 85 ％以上であることかつ、以下 1、2 の
いずれかを満たす必要があります。
１．常用労働者の所定外労働時間が、毎月勤労統計調査における県平均値の「全産業・事業所規模 5 人
以上：8.9 時間」と「該当する産業・事業所規模」のいずれか高い方と比べて低いこと
２．フルタイム労働者の年次有給休暇取得率が 50 ％ 以上であること
（主な審査項目）

❶ 働き方（休み方）見直しに関する取組（７項目）
（例）◎過去１年間における、フルタイム労働者の「法定時間外・法定休日労働時間の平均」が、各月ごと 45 時間未
満である／◎年次有給休暇を半日単位又は時間単位で取得できる制度を設けている。また、取得実績がある……など

❷ 育児・介護休業制度等の整備状況と実績（10 項目）
（例）過去 3 年間において、女性（男性）の育児休業取得者がいる／過去 3 年間において、介護
休業若しくは介護休暇取得者がいる……など

❸ その他（８項目）
（例）国や県等が開催する研修会等に、労働者を積極的に参加させるなど、労働者の人材育成等に取り組んでいる／労
働者に対するメンタルヘルスに関する相談窓口を設置し、具体的な対応を行なっている……など

本誌掲載のひなたの極認証企業（2021年３月１日現在）
● 株式会社 アーム（P036） ● 株式会社 岡㟢組（P038） ● 有限会社 サンエク（P048） ● 株式会社 明光社（P057）
● えびの電子工業 株式会社
（P068） ● 吉玉精鍍 株式会社
（P119） ● SCSK ニアショアシステムズ 株式会社 宮崎開発センター（P130）
● TNA ソリューションデザイン 株式会社（P141） ● 株式会社 アイティー（P152） ●リコージャパン 株式会社 宮崎支社（P179）
● 株式会社 宮崎信販（P184） ● 株式会社 グローバル・クリーン（P224）
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仕事と生活の両立応援宣言企業
企業・事業所のトップの方に、従業員が仕事と生活の両立
ができるような、「働きやすい職場づくり」への具体的な取組
を宣言してもらう制度です。宮崎県では宣言企業・事業所を
登録し、宣言書を交付しています。

宮崎県成長期待企業
高い技術力や競争力のあるビジネスモデル等を有している
こと、またはその獲得、構築に取り組むことで、今後、大き
な成長が見込まれるとともに、県内経済の循環拡大、地域の
雇用への貢 献等により地 域 経済に寄与する、将 来、中核企
業となることが期待される企業です。

宮崎中小企業大賞表彰
県内の事業所の大部分を占める中小企業は、本県産業の発
展を支えるとともに、地域社会の担い手として、大きな役割を
果たしています。そうした中小企業のうち、県内産業の振興や
地域経済の活性化に特に寄与している企業を表彰しています。

子育てサポート認定企業
くるみん／プラチナくるみん
「くるみん認定」は次世代法に基づき、従業員の仕事と子
育ての両立のための行動計画を策定・実施するなど、一定の
基 準を満たした企業を「子育てサポート企業」として、厚生
労働大臣が認定をする制度です。
また、くるみん認定企業のうち、より高い水準の要件を満
たした企業は「プラチナくるみん認定」を受けることができ
ます。

えるぼし／プラチナえるぼし
「えるぼし認定」は、女性活躍推進法に基づく行動計画の策
定・届出を行った企業のうち、女性の活躍に関する取組の実
施状況が優良な企業を厚生労働大臣が認定をする制度です。
また、えるぼし認定企業のうち、より高い水準の要件を満た
した企業は「プラチナえるぼし認定」を受けることができます。

ポジティブ・アクション
企業が固定的な男女の役割分担意識や過去の経緯から生
じた、男女労働者間の差を解消するために行う、自主的かつ
ポジティブ・アクション
普及促進のための
シンボルマーク「きらら」

積極的な取組のことです。取組を行っている企業や、取組に
賛同している企業は「きらら」マークを表示しています。

上記の認定制度・表彰を受けている企業につきましては、各企業紹介ページの上部に該当するマークを表示しております。
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エスディージーズ

SDGs について
SDGs と は、
「Sustainable Development Goals（ 持 続 可 能 な 開 発 目 標 ）」 の 略 称 で、
2015 年 9 月の国連サミットで採 択された「2030 年までによりよい世界を目指すための国際
目標」です。SDGs は 17 の目標（下図）と、それを達成するための 169 のターゲットから構成
されています。地球上の「誰一人取り残さない」ことを誓い、発展途上国のみならず、先進国自
身が取り組むユニバーサル（普遍的）なものであり、日本の自治体や企業でも積極的に取り組ん
でいます。宮崎県の企業においても、業務に関わる領域で、よりよい世界づくりのために貢献で
きることがあれば、それを目標に設定し事業を行う企業が増加してきました。
本誌では、この SDGs への取組をしている企業について、企業紹介ページの右上に、その企業
が目標として設定しているアイコンを表示しています。

SDGs についての詳細は
外務省のサイトをご覧ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/index.html
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私事にできる仕事、発見！

農業 林業 漁業
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農業 林業 漁業

有限会社 木下水産

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業
卸売業
小売業

●事業内容：真鯛の養殖
●所在地：延岡市島浦町14-13 ●創立：1972年 ●従業員数：15名
● TEL：0982-43-1374 ● MAIL：shimadai@ma.wainet.ne.jp
● HP：https://shimauramadai.co.jp
仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

小型船舶免許・フォークリフト免許

金融業
保険業

こだわりが生み出す最高品質『しまうら真鯛』

不動産業
物品賃貸業

延岡の沖に浮かぶ人口約 800 人の小さな離島「島浦」で『しまうら真鯛』というブランド魚を県内外に出
荷しています。漁場は潮の流れが真鯛の生育環境に適しており、餌は安心安全、高品質の配合飼料のみを
成長に応じて使い分けるなど様々な工夫を行っています。そうしてようやく生まれるのが最高品質の『し
まうら真鯛』。自然の中での仕事は大変なことも多いですが「美味しい！」という声が何よりの励みになる、
やりがいのある仕事です。

飲食業

わが社の POINT

教育
学習支援業

❶ 豊かな自然を感じて仕事ができる

医療
福祉

海が好きな人、魚が好きな人、体力に
自信のある人も大歓迎。大変なこともあ
りますが、季節の流れを肌で感じながら
心身ともに成長でき、自然の中で働きた
い人にはもってこいの職場です！

❷ 島外通勤も可能。島内居住も可能！
サービス業
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現在、社員は島内在住と島外からの通
勤が半々です。延岡市内からの通勤も、
島内居住も可能ですよ！明るく優しい
社員と島浦の豊かな自然と『しまうら
真鯛』があなたを待ってます！

Message

先輩からのメッセージ

入社して 1 年。夏の暑さや冬の寒さ、
台風時の準備や心配等を経験して初
めて、生き物を育てる大変さを知り
ました。以前の仕事がデスクワーク
だったので環境は全く変わりました
が、やりがいは大きいです！

看板
ブランド商品『しまうら真鯛』
商品
真鯛だけを専門に長年育てて得
た 養 殖 技 術 が『 し ま う ら 真 鯛 』
の お い し さ に 繋 が っ て い ま す。
県内だけでなく山口、福岡、北
九州、大分の市場にも直接自社
活魚車を使って出荷しています。

農業 林業 漁業

株式会社 くしまアオイファーム

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業

仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

卸売業
小売業

●事業内容：サツマイモの生産・加工・販売
●所在地：串間市大字奈留6564-12 ●創立：2013年 ●従業員数：94名
● TEL：0987-71-2117 ● MAIL：info@aoifarm-gr.com
● HP：https://aoifarm-gr.com

普通自動車免許、フォークリフト、大型特殊自動車免許、中型・大型免許など
金融業
保険業

柔軟な発想力～過疎地域の農業ベンチャー

Message

❶ やる気に直結「ほんの気持ち手当」

入社 5 年目、出荷部門のサブマネー
ジャーをしています。シーズンの秋冬
はめまぐるしい忙しさのこともありま
すが、お客様から「こんなおいしいサ
ツマイモを食べたのは初めて」とメー
ルを頂いたときは嬉しかったです。

看板
冷やし焼き芋 i m o p（イモップ）
商品
サービス業

ベテランから未経験者、移住者、外国
人など、幅広く在籍。経営陣とも話し
やすい雰囲気で、実際に、設備投資や
働きやすさにつながるアプリの導入に
スタッフの意見が採用されたことも。

医療
福祉

❷ 平均年齢 33 歳、壁のないチーム

先輩からのメッセージ

教育
学習支援業

月に１回、お世話になったり、頑張っ
ていると思うスタッフに投票。投票さ
れた人には１票につき 500 円が支給
されます。投票にはメッセージも添え
られていて、やる気に繋がります。

飲食業

わが社の POINT

不動産業
物品賃貸業

串間市でサツマイモの生産・加工・販売を一貫して行う設立 8 年目の農業法人で、サツマイモ輸出量は日
本一。売上高は 1 年目に 4,600 万円、7 年目には 13 億 8,000 万円と拡大中です。経営理念は『強い農
業はこえていく』。“強い農業”とは「安心・安全」「おいしい」「安定的で高い収益性」であること。時代・
世代・世界を、そして既成概念や自分自身を“超えて”、関わるすべての人々が“肥えて（＝豊か）”いく
ことを目指します。

おやつだけでなく主食として食べて
もらいたいと、朝食用に、人気品種
「紅はるか」を冷やし焼き芋にしま
した。1 週間、毎朝続けやすい 7 本
セットを自社サイト OIMALL にて
販売中！
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農業 林業 漁業

黒瀬水産 株式会社

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業
卸売業
小売業

●事業内容：ぶり養殖・加工
●所在地：串間市西浜二丁目15番地４ ●創立：2004年 ●従業員数：230名
● TEL：0987-72-7700 ● MAIL：chiaki@kurosui.co.jp
● HP：http://kurosui.jp
仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

小型船舶・フォークリフト免許・潜水士資格（入社後に取得可能）

金融業
保険業

ぶり養殖のパイオニア企業

不動産業
物品賃貸業

弊社は、長年の自社研究により、人工種苗の安定生産に成功。供給が不安定な天然種苗に頼らず、脂の乗っ
た丸々とした立派な黒瀬ぶりの周年出荷を実現しています。現在、人工種苗の事業化に成功しているのは
弊社のみで、国内はもちろん、海外にも輸出を拡大し続けています。また、I o T（Internet of Things）
技術の導入などにより、業務改善も推進。これまでのイメージを払拭する、より安全でスマートな養殖業
の実現に取り組んでいます。

飲食業

わが社の POINT

教育
学習支援業

❶ さまざまな専門分野の技術取得が可能

医療
福祉

ぶりの養殖には、操船や潜水、給餌、
加工、品質管理などさまざまな専門技術
が必要となります。こうした技術を先
輩・上司の指導のもと習得することが
でき、自分自身の価値を高められます。

❷ 最先端の I o T 技術を他社と共同開発
サービス業

026

I oT の開発企業と連携し、最新システ
ムの導入を推進。最先端の技術を、弊
社のニーズに合わせて開発していただ
くことにより、さらなる生産性の向上
を目指しています。

Message

先輩からのメッセージ

私は入社４年目で、現在は新規プロ
ジェクトの立案、業務改善などを行
う部署に所属しています。より安全
な業務体制の構築など、非常に重要な
仕事を任されていることが、モチベー
ションアップにつながっています。

看板
黒瀬ぶり
商品
弊社の看板商品は、豊富な酸素に恵
まれた海で大切に育てた新鮮で美味
しい黒瀬ぶり。身が引き締まり、程
よく脂が乗った肉質と歯ごたえが、
多くのお客様から高い評価をいただ
いています。

農業 林業 漁業

こばやし農業協同組合（JAこばやし）

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業

仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

卸売業
小売業

●事業内容：農業、経済、信用、共済
●所在地：小林市細野1321番地 ●創立：1974年 ●従業員数：508名
● TEL：0984-23-1313 ● MAIL：ml-kikaku@kobayashi.mz-ja.or.jp
● HP：http://kobayashi.ja-miyazaki.jp/

普通自動車免許、危険物取扱責任者乙種4類、毒劇物取扱責任者など（入社後に取得可能）
金融業
保険業

農業をメインに総合的なサービスで地域に貢献

❷ 新入社員の世話係り制度

看板
ブランド農産物
商品
サービス業

「世話係り制度」を導入し、新入社員
が職場に慣れやすい環境づくりに取
り組んでいます。資格取得も支援し
ており、受験料の助成などを行って
います。

日々、地域の方と触れ合い、農業
を中心に小林市や高原町の発展に
貢献することが私たちの仕事です。
時には身近な相談もあり、仕事の
やりがいを感じています。

医療
福祉

JA こ ば や し は、 宮 崎 県 が 推 進 す る
「仕事と生活の両立応援宣言」に登録。
働き方改革を進め、ノー残業デーや
有給休暇の取得率向上などに取り組
んでいます。

先輩からのメッセージ

教育
学習支援業

❶ 仕事と生活の両立を応援

Message

飲食業

わが社の POINT

不動産業
物品賃貸業

J A こばやしは、農畜産物の生産販売などを行う営農事業を柱に、ガソリンスタンドの運営や金融、共済
など総合的な事業で小林市と高原町を支えています。今、地域を取り囲む環境は、少子高齢化や消費者ニー
ズ、ライフスタイルの多様化などにより大きく変化しています。その変化に対応するため、私たちはさま
ざまな改革を推進中です。顧客満足度（CS）向上 への挑戦もその一つであり、コミュニケーションを大切
に人や地域に寄り添うサービスを実践しています。

全国和牛能力共進会で３回連続
日本一に輝いた宮崎牛や、めろ
めろメロン、完熟マンゴーなど
は小林地域の特産品。朝採れの
新鮮野菜を購入できる百笑村（直
売所）なども運営しています。
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農業 林業 漁業

有限会社 四位農園

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業
卸売業
小売業

●事業内容：野菜・茶の生産および加工
●所在地：小林市野尻町三ヶ野山3028 ●創立：1978年
● TEL：0984-42-5525 ● MAIL：info@shii.co.jp
● HP：http://www.shii.co.jp/
仕事で役立つ資格やスキル

●従業員数：135名

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

大型特殊 ・けん引 ・フォークリフト

金融業
保険業

自然を活かしたおいしい野菜を、いつでも

不動産業
物品賃貸業

四位農園の野菜は、南九州の豊かな自然の中で大切に栽培され、北海道から沖縄まで全国に流通しています。
学校での給食やスーパーのお惣菜、冷凍野菜、外食など皆様の身近なところで食べて頂くからには、安心
でおいしいものを安定してお届けする。そのために、栽培から収穫、加工出荷まで全てを徹底してこだわっ
ています。人にも自然にも地域にも貢献できる農業を。「人が食べるものを作るということ」を、私たちは
いつも真剣に考えています。

飲食業

わが社の POINT

教育
学習支援業

❶ 農園

だけど職種はいろいろ

医療
福祉

農園の仕事は農作業だけではありませ
ん。農場勤務、工場勤務、事務職など
多くの仕事があり、それぞれの部署で
人材を募集しています。経験者は優遇
致しますが、未経験でも大歓迎です。

❷ 採れたての鮮度をそのまま全国へ
サービス業
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九州にいながら、全国へ食材を提供し
ています。栽培、加工においては独自
の厳格な基準の品質管理を徹底し、国
際認証を取得。世界基準品質の食品や
農作物を全国にお届けしています。

Message

先輩からのメッセージ

入社して今年 14 年目です。性別・
年齢・国籍さまざまな仲間が協力し
あえる環境で職場の雰囲気もよく、
切磋琢磨しながら毎日成長していけ
る、やりがいのある仕事です。私た
ちと一緒に頑張りましょう。

会社
農場の広さは 2,000,000㎡！
自慢
広い農場と、冷凍野菜用農産工場、
抹茶の原料用のお茶工場があり、生
産技術と加工技術は国産認証を取
得。その安全性と品質の高さから大
手食品メーカーの OEM 商品も手掛
けています。

農業 林業 漁業

有限会社 新福青果

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業

仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

卸売業
小売業

●事業内容：野菜の生産及び販売
●所在地：都城市梅北町2072 ●創立：1987年 ●従業員数：45名
● TEL：0986-39-2397 ● MAIL：t-kurihara@shinpukuseika.co.jp
● HP：https://www.shinpukuseika.co.jp/
普通自動車免許（MT 車）

金融業
保険業

最新テクノロジーを活用したスマート農業を実践

会社
残業時間の少ない農業の実践
自慢
サービス業

3 種類の農業専用アプリケーションを活
用し、日々の農作業や畑の情報を管理し、
データを活用して農業を経営。農林水産
省の「スマート農業実証プロジェクト」
に採択され、普及活動もしています。

弊社は 35 歳の社長を筆頭に、20 代・
30 代を中心に会社を運営。入社後
は機械を使った仕事をはじめ加工、
営業など順次経験し、キャリア設計
していきます。テクノロジーを活用
した農業に興味のある方もぜひ。

医療
福祉

❷ 農業専用アプリケーションを活用

採用担当からのメッセージ

教育
学習支援業

❶ 最新機器を使った農業
自動運転トラクターやラジコン草刈
機、ドローンといった最新機器を使っ
て農業をしています。広大な面積の農
場が仕事場のため、大型の農業機械も
乗り回して作業を行っています。

Message

飲食業

わが社の POINT

不動産業
物品賃貸業

約 20 ha、100 か所以上の畑で、夏はゴボウ、冬はニンジンを柱に、サトイモ、バレイショ、ラッキョウ
などの多様な野菜を生産しています。日々の仕事では、最新のテクノロジーやデジタル技術を積極的に活
用した「スマート農業」を実践しています。農業経験が無い方でも自動運転機械の利用や膨大なデータを
活用して業務を最適化しています。そのため、女性や高齢者でも活躍でき、それぞれの能力を最大限に生
かした農業を実践しています。

スマート農業の導入や、過去のデー
タに基づく業務の平準化を行うこと
で、繁忙期の残業は 30 時間程度あ
りますが、他の月は 10 時間未満、
冬場はほぼゼロ。休みやすい環境を
作っています。
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農業 林業 漁業

有限会社 床浪ファーム

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業
卸売業
小売業

●事業内容：養豚
●所在地：都城市山田町山田124 ●創立：2003年 ●従業員数：６名
● TEL：0986-64-0839 ● MAIL：8dp7c3@bma.biglobe.ne.jp
● HP：https://www.tokonami-farm.com/
仕事で役立つ資格やスキル

普通自動車第一種運転免許（限定解除の費用は会社負担）
、畜産業の座学経験があると尚可

金融業
保険業

社是「エサにこだわり、豚にやさしく、人に・環境にもやさしく」

不動産業
物品賃貸業

当農場では豚の種付けから、育成、飼料づくりまで養豚業務全般を行っています。取り組みとして、より良い
豚を育てるため、消毒や環境づくりにも気を配っています。全て手作業で行っており、畜舎に水をかけ
ファンを回して温度を調整し、隅々まで掃除をすることで衛生環境を整えています。豚にできるだけスト
レスを与えないよう心掛け、人間にも優しい環境づくりを目指しています。小さい会社ながら、他には負
けないくらい養豚に力を入れています。

飲食業

わが社の POINT

教育
学習支援業

❶ 300 以上の農場の中で、常に上位を維持

医療
福祉

豚の負担軽減のため、くみあい養豚生
産管理システム「 Web PICS」に取り
組んでいます。当農場はその中で、出
産数・出荷数など、総合的に国内トッ
プクラスの成績です。

❷ 手作り飼料なので健康管理は万全
サービス業
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□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

飼料は、全て自分たちで製造。原料はト
ウモロコシを中心に、きな粉やサプリな
ど、その個体に合わせて配合しています。
いつも新鮮な餌を食べさせ、元気な豚を
育てることを心がけています。

Message

採用担当からのメッセージ

豚に愛情をもって仕事をしている会
社です。動物が好きな人はもちろ
ん、体力・養豚の技術を身につけた
い人、何か新しいことに挑戦したい
人にも、ぜひ働いてほしいと思って
います。

会 社 安全でおいしい豚肉が
自 慢 ウチの看板です
自家配合の餌で育成しておりますの
で、どの個体が何を食べているのか
把握し、豚の健康・体調管理に細心
の注意を払っています。そして、当
農場では新鮮な餌を毎日食べること
で元気な豚が育っています。

農業 林業 漁業

株式会社 はざま牧場

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業

仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

卸売業
小売業

●事業内容：養豚、食肉販売、野菜・肥料販売
●所在地：都城市野々美谷町1936-1 ●創立：1969年 ●従業員数：111名
● TEL：0986-36-0083 ● MAIL：hazama-hr@f-hazama.co.jp
● HP：https://www.f-hazama.co.jp/
大型特殊／フォークリフト免許／人工授精師

金融業
保険業

農畜産業界のリーディングカンパニーを目指す

看板
はざまのきなこ豚
商品
サービス業

20か所ある農場はどこも自然豊かな
場所。オフィスワークから離れた自然
の中での養豚は、動物好きにはピッタ
リな仕事。自然や生き物を相手にする
仕事ならではのやりがいがあります。

男性、女性、若手ベテラン誰でも働
ける環境を整えています。新卒若者
向けの寮も完備していますので遠方
からも大丈夫。温暖な気候の宮崎で
おいしい「はざまのきなこ豚」を全
国に向けて生産販売しましょう。

医療
福祉

❷ 自然と生き物を相手にする仕事

経営者からのメッセージ

教育
学習支援業

❶ 全国でもトップクラスの規模
母豚 5,000 頭、常時飼養頭数 68,000
頭規模の繁殖・肥育数は全国トップク
ラス。宮崎ブランドポークに認定され
ている「はざまのきなこ豚」をメイン
商品として販売しています。

Message

飲食業

わが社の POINT

不動産業
物品賃貸業

はざま牧場は、野々美谷町をはじめ 20 農場で、母豚 5,000 頭、常時飼養頭数 68,000 頭の繁殖から肥育
を一貫経営し、自社生産の「はざまのきなこ豚」を食肉直売店及びネットショップで販売。多くのお客様
にご支持頂いています。経営理念に「天と地の恵みを生かして、好循環型の農畜産業を実践することにより、
地域の発展を願う」を掲げ、養豚から出る排泄物から有機質肥料を製造して農地還元することで循環型農
業を実践しています。

九州宮崎の霧島連山に囲まれた都
城 に あ る は ざ ま 牧 場 は、 飼 育 数
68,000 頭 と い う 大 規 模 な 養 豚 場
です。霧島の大自然の中にあるは
ざま牧場できなこ豚は丹念に育て
られています。
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農業 林業 漁業

フュージョン 株式会社

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業
卸売業
小売業

●事業内容：採卵養鶏場
●所在地：都城市都島町1150-1 ●創立：2008年 ●従業員数：140名
● TEL：0986-58-6300 ● MAIL：fusion@amusegroup.jp
● HP：http://www.amusegroup.jp/

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

金融業
保険業

新鮮でおいしい卵を食卓に

不動産業
物品賃貸業

卵の総合商社として、種鶏から孵化、育成、採卵、パック、加工までの一貫生産、販売までを弊社、および
グループ会社で行っています。「食」を預かる生産者として最新設備を導入し、効率化、省力化を図りながら、
厳しい衛生管理・品質管理をおこなうことで国内大手の食品メーカーや量販店との安定した取引を可能に
しています。また近年では動物愛護、環境保護などの観点からの飼育を始め、新たな社会のニーズに応え
た養鶏を目指しています。

飲食業

わが社の POINT

教育
学習支援業

❶ ステップアップ研修制度

医療
福祉

入社 3 年目には、結婚や子育て、社会
保障制度など自らの将来設計を考えて
働き方を選択する研修を実施します。
キャリアアップを目指す方は外部講師
による研修制度なども受講可能です。

❷ 管理職の４割が女性
サービス業
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仕事に性別、年齢、国籍は関係ありま
せん。平等にチャンスがあり活躍でき
ます。また女性ならではの目線を活か
して話し合う場もあり、そこで出た課
題は社をあげて改善に取り組みます。

Message

先輩からのメッセージ

県内はもとより全国から卵の発注を
受け製造指示・販売の仕事をしてい
ますが、それだけでなく卵の品質検
査、
細菌検査なども担当しています。
業界全体を考えてチャレンジを続け
る先進的な雰囲気が魅力です。

会社
マスコットのひよざえもん
自慢
マスコットキャラクター「ひよ
ざえもん」。当社ホームページは
もちろん、商品パッケージにも
登場します。ひよざえもんのつ
いたノベルティグッズはなかな
か手に入らない貴重品ですよ！

九州丸和林業 株式会社

農業 林業 漁業

丸和林業グループ

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

金融業
保険業

木を育て環境に貢献する山のプロフェッショナル

飲食業

採用担当からのメッセージ

全国転勤を通じて、林業だけでなく
丸和林業グループ全体の管理等や採
用担当も行っています。まだまだ経
験が足りず分からないこともありま
すが、教えてくださる上司にも恵ま
れ日々楽しく仕事をしております。

教育
学習支援業

❶ 木材チップ事業は業界最大手
文化、生活、産業を支える紙の原料で
ある木材チップ業界では、業界最大手
を誇ります。全国に 38 拠点、23の木
材チップ製造工場を有しております。

Message

不動産業
物品賃貸業

弊社は、1951 年に創業した丸和林業株式会社（高知市）を母体とし、北は岩手県から南は沖縄県まで全
国規模で事業を展開。「和」を経営理念にグリーンビジネスを中核とした「総合グリーンカンパニー」を
目指しています。紙の原料ならびに、木質バイオマス発電所の燃料である木材チップの製造販売を主体に、
山林伐出事業、原木の輸入仕入販売、索道やモノレールの架設作業、堆肥や燃料用の樹皮の販売、オガ粉
の製造に加えてホテル経営、賃貸アパートの運営など幅広く事業を行っています。

わが社の POINT

卸売業
小売業

●事業内容：木材チップ業、山林作業
●所在地：宮崎市青葉町24 ●創立：1951年 ●従業員数：121名
● TEL：0985-24-8361 ● MAIL：ikenoue@maruwa-forest.co.jp
● HP：http://www.maruwa-forest.co.jp/

医療
福祉

❷ 地域経済に貢献

サービス業

林業の中心は過疎化が進む中山間地域
です。林業を担い行うことで、雇用を
産み出します。また、雇用があれば若
い人が増え、高齢化が進む山村に活気
を取り戻せます。

会社
総合グリーンカンパニー
自慢
丸和林業グループは、全国にグルー
プ企業を有しています。社名のとお
り「和」を経営理念に、木材チップ
の製造をメインにグリーンビジネス
を行う「総合グリーンカンパニー」
を目指しています。
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都城農業協同組合（ＪＡ都城）

●事業内容：営農・⽣活指導、信用、共済、経済（販売・購買）
●所在地：都城市上川東3-4-1 ●創立：1975年 ●従業員数：466名
● TEL：0986-22-9815 ● MAIL：jinji@miyakonojyo.ja-miyazaki.jp
● HP：https://miyakonojyo.ja-miyazaki.jp/
仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

普通自動車運転（AT 限定可）
・PC 操作に関する基礎知識・毒劇物取扱者・フォークリフト運転

組合員や地域の利用者の豊かな暮らしをサポート
J A 都城は、都城市と三股町で、農業振興と地域の発展に取り組んでいます。畜産王国宮崎県のなかでも
特に畜産が盛んな地域で、農家の栽培技術や販売指導、営農相談を行う営農・生活指導事業をはじめ、信
用（貯金や融資）、共済（保険）といった金融共済事業、農業用資材や燃料などの供給と農畜産物の出荷・
販売を行う経済（購買・販売）事業などを展開。組合員や地域の利用者が安心して豊かな暮らしができるよ
うサポートしています。

わが社の POINT
❶ 地域に密着した仕事ができる
業務のほかに地域全体での「農業まつ
り」や、地域ごとの「まつり（収穫祭）
」
なども行い、農家組合員や地域住民と
の交流を深めています。人と触れ合う
働き方や地域密着の仕事ができます。

❷ 職員間の交流も盛りだくさん！
職場内レクリエーション大会や職員互
助会での旅行などさまざまなイベント
があり職員間の交流が盛んです。また
野球部などのクラブ活動も活発で、地
域のリーグや大会に参加しています。
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Message

採用担当からのメッセージ

私は入組 11 年目。新規就農を目指す
方の支援や青年部の事務局、共済の
ライフアドバイザーなどの業務に携
わってきて、採用担当は２年目です。
採用活動では、未来への希望あふれる
皆さんと触れ合えるのが楽しみです。

看板
農業まつり
祭事
地域を代表する春の行事。毎年２日
間開催し、来場者は、都城市や三股
町内外から約３万人を超えます。組
合員や地元住民、消費者に農業や
JA への理解を深めてもらおうと実
施しています。

私事にできる仕事、発見！

建設業
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農業 林業 漁業

株式会社 アーム

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業
卸売業
小売業

●事業内容：住宅リノベーション・リフォーム、店舗デザイン、整理収納・家事代行
●所在地：宮崎市谷川1-4-12 アームビル１F ●創業：1996年
●従業員数：正社員11名 契約社員（パート）７名
● TEL：0985-50-7767 ● MAIL：arm@dune.ocn.ne.jp ● HP：http://arm1996.com/

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

金融業
保険業

ものづくりを通して、お客様に喜びと感動を

不動産業
物品賃貸業

私たちが大切にしているのは、お客様の声をしっかり聴き、想いに応えること。ご希望やご要望を叶える
だけではなく、どうしたらさらに喜んでいただけるか、さらに感動していただけるかまで考えた提案を心
がけています。そのためには、技術力向上や知識の習得と併せて人間的成長も重要と考え、ひとりひとり
がやりがいを持って働ける環境づくりを推進しています。社員同士が理解し合い、助け合いながら、互い
に成長することを志す会社です。

飲食業

わが社の POINT

教育
学習支援業

❶ 働きやすい職場環境づくり

医療
福祉

仕事と生活の両立ができるよう会社全
体でサポート。相互理解を深め家族を
大切にする。急な休みもみんなでカ
バー。ノー残業デーの設定など、働き
やすい職場環境づくりを行っています。

❷ 社長の賄いランチ
サービス業
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社長がみんなのためにランチを作って
くれます。心のこもった温かいごはん
を囲みながら他愛のない話で盛り上が
り、リラックスした時間を過ごすと、
コミュニケーションも深まります。

Message

先輩からのメッセージ

自分たちの仕事が形に残る、やりが
いのある仕事です。知識や技術だけ
でなく、お客様にわかりやすい説明
を心掛けるうちに会話力も身に付き
ました。休みも取りやすいので、家
族との時間も大切にできます。

会社
おしゃれな内装仕上げ
自慢
既存の建物を再利用し機能性や価値
を高めるリノベーションを行いま
す。内装の壁や床はお客様の好みに
合う資材をデザイン張り。ワンラン
ク上の自分らしい空間づくりをご提
案できます。

農業 林業 漁業

旭建設 株式会社

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業

仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

卸売業
小売業

●事業内容：施工管理
●所在地：日向市向江町1-200 ●創立：1959年 ●従業員数：69名
● TEL：0982-52-1234 ● MAIL：HP の問い合わせからお願いします。
● HP：http://www.construction.co.jp
土木管理施工技師・重機免許・建設経理士・パソコンスキル等

金融業
保険業

「地域・行政・企業・未来」に貢献したい

❷ 仕事で活躍・プライベートも大切に

会社
最新の技術を導入
自慢
サービス業

女性目線で現場をチェックする「女性
パトロール隊」があり、女性社員がい
る現場には女性用の更衣室やトイレを
設置。またノー残業も推進し家庭やプ
ライベートの時間も大切にできます。

会社とは、お金のためでなく社員の
幸せのためにあると考えています。
仕事を通して人生を豊かにし、地域
のお役に立ちたい。そんなやる気の
ある方は我が社のドアをぜひノック
してください。お待ちしています。

医療
福祉

定期健診（受診率 100%）や歯科検診、
健康がテーマの意見交換会、スポーツ
活動への助成金など、社員の心身の健
康への取り組みが認められ、健康宣言
優良事業所に認定されています。

経営者からのメッセージ

教育
学習支援業

❶ 社員は会社の宝であり、家族

Message

飲食業

わが社の POINT

不動産業
物品賃貸業

旭建設株式会社は、土木の施工管理を主に行う会社で、2020 年に創業 61 年を迎えました。主な業務は、
国や県から請け負う河川・道路・法面・トンネルなどの土木工事の施工管理です。土木の仕事を通し「地
域良し・行政良し・企業良し・未来良し」の「四方良し」で地域社会の発展に貢献できるよう取り組んで
います。そのために、「社員の人間力日本一」や女性活躍・ノー残業・有給取得の推進・健康経営宣言・
SDGs にも積極的な会社です。

土木の技術革新は日進月歩。ド
ローン技術の他、ICT 工法、３
D 測量、ウェアラブル技術など
の情報通信技術の導入に力を入
れ、安全で早く、正確な仕事が
できるよう心掛けています。
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農業 林業 漁業

株式会社 岡﨑組グループ

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業
卸売業
小売業

●事業内容：土木一式、生コン製造、土木構造物調査診断、リフォーム等
●所在地：宮崎市大字恒久1800-1 ●創立：1953年 ●従業員数：94名
● TEL：0985-53-0567 ● MAIL：info-recruit@okazakigumi.co.jp
● HP：https://okazakigumi-gr.jp/recruit/
仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

学ぶ意欲、土木・生コン技術などの資格

金融業
保険業

宮崎のインフラを、強く、美しく、機能的に

不動産業
物品賃貸業

弊社は、「建設事業」「生コン事業」「石油事業」を柱に、長年にわたり宮崎のインフラを支えてきました。
地域に根差し、道や橋、トンネル、堤防、交差点などあってあたりまえのものを強く、美しく、機能的に
作ることが私たちの使命だと考えています。これまでに培った経験・技術力・信頼を基盤に、働きやすさ
や人材教育、新技術の導入、新事業の開拓などあらゆる取り組みに挑戦し、未来に向かうための新たなあ
たりまえを生み出していきます。

飲食業

わが社の POINT

教育
学習支援業

❶ 働きやすい職場環境を整備

医療
福祉

弊社は、働きやすく学びやすい環境づ
くりに力を入れています。休暇も取
りやすく、男性の育児休暇取得率は
100％を達成。研修制度や資格支援制
度も充実しており、学びたい人が学べ
る環境となっています。

❷ 生産性向上を目指し、IT 化を推進
サービス業
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これまでの基盤を生かしながら、積極
的に IT 化に取り組んでいます。クラ
ウドをはじめ、新たなシステムを導入
し、生産性を上げることで、休暇取得
や残業削減などを可能にしています。

Message

採用担当からのメッセージ

「自分に何ができるか」を常に考え、
挑戦してほしいと思います。
そして、
その目標を超え、上司や社長までも
超えていってほしい。弊社で、自分
の存在価値をどんどん上げていって
ください。

名物
岡崎勝信代表
社員
代表へ就任して 10 年。
「建設業だ
から」
「地方だから」といった枠に
とらわれず、あらゆる取組みを行っ
てきました。業界をリードする企業
であり続けるために、これからも岡
﨑組は進化し続けます。

農業 林業 漁業

株式会社 緒方組

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業

仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

卸売業
小売業

●事業内容：建設工事業（土木・建築・管工事他）
●所在地：小林市細野2026番地１ ●創立：1964年 ●従業員数：49名
● TEL：0984-23-3266 ● MAIL：s-yukawa@m-og.co.jp
● HP：https://www.m-og.co.jp

施工管理技士（建築・土木・舗装・管工事）、小型建設機械、中型免許、建築・測量士
金融業
保険業

最新の技術と最高の品質を目指すものづくり創造企業

❷ 資格取得をサポート！

会 社 小林市役所新庁舎を（株）坂下組と
自 慢 共同で施工しました。
サービス業

資格免許や現場で必要な講習費用等は会社
が負担しますので、安心してスキルアップ
を図ることができます。新卒者は能力・適
性に応じて、専門学校（産業開発青年隊な
ど）に入学し、知識と技術を習得します。

私は建設業の経験ゼロで入社しまし
たが、屋根補修・ブロック積み工
事、水道修理など様々な施工に取り
組み、先輩からのご指導で、知識と
技術が向上しました。また、会社か
らの支援で２級建築・管工事施工管
理技士の資格を取得しました。

医療
福祉

社員同士は「相互扶助」の精神が根付
いています。困ったことがあっても、
みんなで知恵を出し合い、一丸となり
助け合って難局を乗り切る気風のある
会社です。

先輩からのメッセージ

教育
学習支援業

❶ 社員は互いに助け合い、協力し合っています

Message

飲食業

わが社の POINT

不動産業
物品賃貸業

弊社では、主に宮崎県西諸地区内で土木・建築の公共・民間工事並びに高速道路の保全業務を行っています。
高速道路の障害になる支障木の伐採や、安全に走行が可能なのか調査をしています。また、人が立ち入る
ことのできない場所・工事現場などのドローン調査や、より正確な作業を行えるよう GPS で重機と連携
できる「ICT」を利用した土木工事など、最新の技術を導入し、最高品質のものづくりを目指しております。

台風・地震など各種災害で
は、
NEXCO 西日本と連携し、
宮崎・九州自動車道の早期
復旧に尽力しております。
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農業 林業 漁業

株式会社 小田電業

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業
卸売業
小売業

●事業内容：電気工事業
●所在地：宮崎市波島１丁目41番29号 ●創立：1978年 ●従業員数：20名
● TEL：0985-28-1482 ● MAIL：soumu@oda-dmw.co.jp
● HP：http://www.oda-dmw.co.jp
仕事で役立つ資格やスキル

電気工事士、電気工事施工管理技士
（管理職）

金融業
保険業

信頼できる設備を提供するプロの技術集団

不動産業
物品賃貸業

当社は宮崎県内で施設、マンション、病院等の電気設備や通信工事、また交通信号機を施工しています。
創業 40 年以上の歴史を持ち、顧客満足を第一に、お客様のニーズにお応えしていく体制を心掛けています。
「顧客満足」⇒「地域社会への貢献」⇒「働き甲斐」⇒「顧客満足」というサイクルを常に意識しています。
仕事を通してやりがいを感じるよう社員の主体性を大事にし、社員一人一人が働きたいと思う会社を、日々
みんなでつくり続けています。

飲食業

わが社の POINT

教育
学習支援業

❶ 若い力が溢れる職場

医療
福祉

技術職の半数近くが 10 ～ 20 代の若手
社員なので、活気あふれる明るい雰囲気
です。経験が４～５年になると、若い世
代だけで考え施工をすることも増えるの
で、切磋琢磨できる環境があります。

❷ 入社５年後の定着率は 100％！
サービス業
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□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

若い世代に聞くと、「働きやすい」・「やりが
いがある」・「人間関係に悩むこと無く仕事
ができる」という声がありました。弊社では、
働きやすい環境づくりのため、意見やアイ
デアを聞き、改善・発展に努めています。

Message

先輩からのメッセージ

私は、入社して５年目になります。入社当
初は電気について分からないことばかりで
したが、自分の携わった現場が出来上がり、
電気がついた瞬間は感動しました。先輩か
らの指導は優しく、同世代の若手社員も増
え、成長しながら楽しく仕事ができます。

会 社 「宮崎県防災拠点
自 慢 庁舎」の建設
我が社は、県内企業３社の共同企業
体（JV）として「宮崎県防災拠点庁舎」
の建設に従事しました。大規模地震
等の災害時に司令塔として重要な施
設です。我が社にとっては、会社を
代表する重要な建築物となりました。

農業 林業 漁業

加治佐工業 株式会社

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業

仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

卸売業
小売業

●事業内容：建築板金工事（屋根・壁・樋）
●所在地：えびの市大字今西340番地 ●創立：1974年 ●従業員数：22名
● TEL：0984-33-4188 ● MAIL：kajisa.k@muse.ne.jp
● HP：http://kajisa-k.jp/

高所作業車運転技能講習、玉掛け技能講習、フォークリフト運転技能講習、アーク溶接特別教育
金融業
保険業

九州全域で事業を展開する建築板金のエキスパート

❷ 九州一円の中・大型施設を施工

会社
単身者向け社員寮
自慢
サービス業

弊社は、皆さんもよく知っているよう
な企業の工場や商業施設などを数多く
手掛けています。施工中は大変なこと
もありますが、完成した時の達成感は
大きいと思います。

建設業はきついというイメージがあ
るかもしれませんが、一つひとつ仕
事を覚えていくとやりがいがありま
す。完成した建物は何十年も使用さ
れる物なので、達成感があり、責任
感も生まれてきます。

医療
福祉

板金技能士などの経験豊富な先輩が現
場できめ細かくサポート。一緒にもの
づくりを楽しみながら技術を身につけ
ることができます。資格取得も全面的
にサポートします。

先輩からのメッセージ

教育
学習支援業

❶ 経験豊富な職人がきめ細かくサポート

Message

飲食業

わが社の POINT

不動産業
物品賃貸業

弊社は、工場や倉庫、店舗などの金属屋根や外壁の施工を行う建築板金の会社です。創業以来、「早く・き
れいに・雨漏りのない施工」をモットーに、九州全域で事業を展開しています。建築板金工事は、建設業
では仕上げ工事と呼ばれ、建物を丈夫できれいに仕上げるために高い技術が求められる仕事です。建物を
使われるお客様にとって最適な環境を創れるよう、これからも社員一丸となって取り組んでいきます。

宮 崎 県 え び の 市 の 本 社 か ら、 車 で
５ 分 の 場 所 に 社 員 寮 が あ り ま す。
一万二千円の家賃で、洗濯機・冷蔵庫・
エアコンが完備しています。入社後、
すぐに社員寮へ入居が可能です。
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農業 林業 漁業

株式会社 河北

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業
卸売業
小売業

●事業内容：建設業、生コン製造販売、不動産業
●所在地：児湯郡都農町川北4884 ●創立：1950年 ●従業員数：45名
● TEL：0983-25-0130 ● MAIL：recruit@kawakitanet.co.jp
● HP：http://www.kawakitanet.co.jp
仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

建設や生コンに関する資格・宅地建物取引士・建設業経理士1・2級・日商簿記1・2級・大型自動車免許等

金融業
保険業

街づくりで、人と未来に繋がるものづくり

不動産業
物品賃貸業

当社は 2018 年 12 月、経済産業省より「地域未来牽引企業」に選定され、地域の皆様と共に成長し続け
ています。建設事業では、県内建設業者の格付けランキングで土木・建築共に信用・信頼のある最上位の「特
Ａ」クラスに選定され、生コン事業では 2020 年に最先端の設備を導入。より品質の高いコンクリートを
作れるようになりました。不動産事業では、宮崎市内一等地に商業ビル（河北ビル）を所有し、賃貸業を
中心に事業を行っています。

飲食業

わが社の POINT

教育
学習支援業

❶ 職場環境の整備

医療
福祉

社屋の改装を行い、社員が気持ちよく
働ける職場づくりに力を入れていま
す。また、社員の意見をくみ上げ、業
務の効率化・充実化を図る目的で、積
極的に ICT の技術を運用しています。

❷ 福利厚生制度と社員教育制度
サービス業
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本社近くに家電・家具付きの独身寮を
持ち、社員は低家賃で利用できます。
資格取得支援制度では、業務に必要な
指定資格の受験料や交通費等は全額補
助。キャリアアップを応援します。

Message

先輩からのメッセージ

何もないところに、想像でしかな
かったものが実際に出来上がってい
く様子はとても面白く、少しずつ仕
事を任せてもらえるようになった時
や計画通りに工事が進んでいる時
に、
この仕事のやりがいを感じます。

会 社 地域の
自 慢 リーディングカンパニー
道の駅つのや都農駅、都農町国
保病院、藤見公園屋内運動場、
一ツ瀬川の護岸工事など、児湯
地区の看板となるような様々な
現場の工事を通して、地域の皆
様の生活に貢献しています。

農業 林業 漁業

河野建設 株式会社

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業

仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

卸売業
小売業

●事業内容：土木、建築
●所在地：児湯郡西米良村大字村所2-91 ●創立：1950年 ●従業員数：33名
● TEL：0983-36-1121 ● MAIL：kawano-const@nishimera.net
● HP：http://www.kawano-const.com/
必須はありません。入社後の資格取得は会社が応援します。

金融業
保険業

西米良に来てくりゃーい !!

❷ 資格取得はみんなで応援！

会 社 ドローンスクール、
自 慢 やってます！
サービス業

仕事で必要な資格取得は、会社全体で
バックアップします。受験料などの費
用負担はもちろん、仕事の後に、受験
経験者である先輩たちが勉強会を開い
て、ポイントを教えてくれることも。

今は現場代理人をやっています。家
族のように温かく接して下さる先輩
方の理解と協力のお陰で、子育て
真っ最中の私にも責任ある仕事を任
せてもらえることが、一番のやりが
いです。

医療
福祉

希望者とその家族も一緒に行く、一泊
二日の社員旅行が好評です。仕事に集
中できるのは周囲の支えがあってこそ。
社員だけでなくその家族も大切にでき
る職場でありたいと思っています。

先輩からのメッセージ

教育
学習支援業

❶ 家族同伴 OK の社員旅行

Message

飲食業

わが社の POINT

不動産業
物品賃貸業

西米良村で創業して 70 年。住みよい地域づくりのためにできることを積み重ねてきました。仕事だけで
なく、ガードレールの清掃や地元小学生との河川清掃などのボランティアもその一つです。また、社員寮
の整備、防寒着や夏用作業服の支給、資格取得の補助など、安心して長く働ける環境整備を大切にしてい
ます。社員は「仕事も遊びも全力」の楽しい人ばかりですし、仕事はひとつずつ教えていくので未経験で
も大丈夫。自然豊かな西米良村で待ってます！

国土交通省認定団体としてド
ローンスクールを運営していま
す。３つのコースがあり助成金の
対象となるものも。ニーズが広
がるドローンの操縦を覚えれば、
きっと仕事の幅も広がります。
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農業 林業 漁業

株式会社 九南

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業
卸売業
小売業

●事業内容：総合電気工事業
●所在地：都城市都北町5070 ●創立：1948年 ●従業員数：401名
● TEL：0986–27-5600 ● MAIL：kikaku@kyunan.co.jp
● HP：https://www.kyunan.co.jp/
仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

電気工事士・消防甲４類 等

金融業
保険業

人と電気と暮らしをトータルサポート

不動産業
物品賃貸業

株式会社九南は、送電・配電・通信・発変電・電設・空調管のライフライン工事を行っています。この６
つの事業をトータルに行う会社は全国でも少なく、宮崎県内の電気完工高『No.1』の実績を持っています。
工事現場は大規模工場・ビル・変電所・一般住宅まで幅広く、エリアも南九州から福岡・東京と拡大中。
創業 73 年の実績と技術を継承し、100 年企業を目指しながら、地域と社会に貢献できる会社としてさら
に成長してまいります。

飲食業

わが社の POINT

教育
学習支援業

❶ 社内研修制度が充実

医療
福祉

入社後１か月間の新人研修、部門別技
能・技術研修、安全に対する教育・訓
練等、総合力を高める人材育成や資格
取得研修があり、会社指定の資格には、
助成金・御祝い金制度もあります。

❷ ブラザー・シスター制度
サービス業
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これは入社後３年間、先輩社員がマン
ツーマンで指導、相談に乗りながら、
新入社員をサポートする制度です。何
でも相談できる先輩がいることで安心
して仕事に取り組むことができます。

Message

先輩からのメッセージ

私は技能五輪全国大会に出場しまし
た。制限時間内に作品を作り上げる
のは心身ともに鍛えられますが、自
分の技術の向上や全国のレベルを実
感できたことがその後の仕事のやり
がいとなる、良い経験でした。

会 社 住まいの困った、解決します！
自 慢 きゅうなん隊
大きな工事に限らず、住まいの
中で起きた身近な問題も解決し
ます。照明の取り付けやコンセ
ントの増設、水回りのリフォー
ムなど、住まいに関する困りご
とは、きゅうなん隊におまかせ！

農業 林業 漁業

宏正空調設備 有限会社

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業

仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

卸売業
小売業

●事業内容：冷暖房空調設備工事
●所在地：宮崎市大字本郷北方字境田2928-1
●創立：1974年 ●従業員数：８名
● TEL：0985-52-2353 ● MAIL：kousei-acs.taka@xmail.plala.or.jp

ガス溶接、小型移動式クレーン、玉掛け、冷凍空気調和機器施工技能士、電気工事士、管工事施工管理技士
金融業
保険業

空調設備工事の分野で成長を続けるものづくり企業

❷ きめ細かな研修制度を準備

会社
業務用エアコン
自慢
サービス業

一人一人に寄り添った研修制度を準備
しているので、『ものづくりが好き！』
という気持ちがあれば経験がなくても
大丈夫。資格取得の費用などもサポー
トしています。

この仕事のやりがいは、自分たちが
手掛けた仕事が形として何年も残っ
ていくこと。難しいこともあります
が、施工後の達成感はものづくりの
醍醐味をダイレクトに感じることが
できます。

医療
福祉

長年の実績によりメーカーなどから高
い信頼を得て、弊社の売上げは好調に
推移。その利益を従業員にしっかり還
元するために、がんばりに見合った昇
給や豊富な手当てを用意しています。

先輩からのメッセージ

教育
学習支援業

❶ 会社の利益を従業員にしっかりと還元

Message

飲食業

わが社の POINT

不動産業
物品賃貸業

今年、設立 47 年目を迎える弊社は、大手空調機器メーカーの空調配管工事や施工管理を手掛け、これま
で宮崎県で多くの実績を残してきました。近年は学校施設などの公共工事も請け負うなど、案件が増えて
きているため、体制を強化しながら、さらなる事業拡大・売上拡大を図っています。2019 年 11 月に代
表が交代し、体制を刷新。新しい意見を取り入れながら、企業としての成長を目指しています。

みなさんも一度は目にしたこと
がある「業務用エアコン」の取
付けを行っています。エアコン
と言っても多種多様。その現場
によって取付け方も様々で、毎
日変化が起こります。
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農業 林業 漁業

株式会社 興電舎

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業
卸売業
小売業

●事業内容：電気設備工事業及び電気機械器具
●所在地：延岡市浜町222-1 ●創立：1949年２月 ●従業員数：340名
● TEL：0982-33-3602 ● MAIL：soumu@kodensya.co.jp
● HP：http://www.kodensya.co.jp/
仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

電気工事士、施工管理士、電気主任技術者 等・素直で前向きな考え方ができる方

金融業
保険業

電気を活かす。社会に生きる

不動産業
物品賃貸業

興電舎は、皆さんのご家庭や様々なモノが作られる工場で、電気がしっかり活躍できるようにサポートを
する会社です。電気は目で見ることも手で触れることもできません。それでも現代の生活に欠かすことが
できない大切なもの。そんな電気を、皆様に常に安心安全且つ効率よく使っていただけるよう、より良い
製品やサービスを提供し、お客様や社会の課題解決に取り組んでいます。全国に誇れる東九州の中核企業
を目指して成長していく会社です。

飲食業

わが社の POINT

教育
学習支援業

❶ 入社後のミスマッチを防ぐ仕組み

医療
福祉

入社後約半年間、各部署研修と仮配属
を行い、配属前は面談で社員の希望と
会社の意向を考慮し配属先を決めます。
配属後も定期的に面談があり、自分の
意志などを伝えることができます。

❷ 成長できる職場環境
サービス業
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資格取得支援やキャリア研修、専門性
を高める教育を実施。他にもメンタル
ヘルスケアや安全衛生管理、女性の活
躍推進等の環境が整っているため、能
力を存分に伸ばし、発揮できます。

Message

先輩からのメッセージ

私は設計担当です。入社当初はわか
らないことも多く不安でしたが、研
修期間も十分あり、先輩や上司がや
さしく丁寧に教えて下さいました。
この会社の魅力は経営陣も含め社員
の距離が近いことだと思います。

会社
Inrush-Limiter T1
自慢
この励磁突入電流抑制装置は大規模
な発電所・変電所・工場などの変圧
器に電圧を加える際、励磁突入電流
現象によりもたらされる障害を抑制
する装置で、国内外で特許を取得し
ています。

農業 林業 漁業

坂口建設 株式会社

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業

仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

卸売業
小売業

●事業内容：総合建設業、リフォーム・リノベーション事業
●所在地：小林市野尻町三ヶ野山3214-1 ●創立：1935年 ●従業員数：33名
● TEL：0984-21-6311 ● MAIL：sakaguti@eos.ocn.ne.jp
● HP：https://www.sakaguchi-corp.com/

建築士・建築施工管理技士・土木施工管理技士・管工事施工管理技士 等（入社後の取得可）
金融業
保険業

建築の仕事を通して、人と社会の安全に貢献

❷「仕事と生活の両立応援宣言」登録企業

会 社 小林のあの建物も、
自 慢 このビルも！
サービス業

育児・介護休暇制度や、有給休暇が時
間単位で取得できる制度などがありま
す。社内の環境を整えることでより雰
囲気の良い職場となり、安心して長く
勤められる会社を目指します。

内勤は、ほぼ定時退社です。現場施
工担当は繁忙期には休日出勤があり
ますが、振替休日を取ったり工事終
了後にまとめて休むこともできるの
で、仕事と生活の調和を実感できる
会社です。

医療
福祉

モチベーション・キャリアアップを目
的とし資格取得費用の支援制度を行っ
ています。ほかにも研修制度の充実、
資格手当の支給も行っており、やる気
のある社員を全力でサポートします。

先輩からのメッセージ

教育
学習支援業

❶ 資格取得支援制度

Message

飲食業

わが社の POINT

不動産業
物品賃貸業

宮崎県内を中心とした公共工事や民間工事の現場管理が主な仕事です。建築部門は設計・施工・リノベー
ション、土木部門は道路・橋・トンネル等の仕事を行っております。わが社の社訓「すべては人と社会の
安全のために」の理念の下、お客様や地域の方々と一緒になって、夢と安心をカタチにしてまいります。
また社員が無理せず長く働くことができるよう、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）を実感
できる職場づくりにも取り組んでいます。

KITTO 小林、TENAMU ビル、
小林市役所東館など多くの建設
を通じ、地域のまちづくりに参
加しています。今後もお客様や
地域とともに、未来に輝くもの
づくりを行っていきます。
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農業 林業 漁業

有限会社 サンエク

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業
卸売業
小売業

●事業内容：エクステリア設計・施工
●所在地：宮崎市高岡町高浜331-2 ●創立：1999年６月３日 ●従業員数：19名
● TEL：0985-78-0520 ● MAIL：info@sunex.co.jp
● HP：http://www.sunex.co.jp
仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

普通自動車運転免許
（マニュアル）

金融業
保険業

手厚い人材育成と充実した福利厚生

不動産業
物品賃貸業

エクステリアのプロショップ サンエクでは、入社２年目になると宮崎高等技術専門校で２年間技能習得
の訓練を行い、２級技能士を目指してもらいます。これらの資格免許取得にかかわる費用はすべて会社が
負担しています。また、勤続 40 年で 1,000 万円の退職金制度や、国家公務員行政職俸給二表に準拠し、
人事院勧告が実施されると翌年、自動的に号俸アップとベースアップが行われる給与制度もあり、退職ま
で安心して勤められる職場です。

飲食業

わが社の POINT

教育
学習支援業

❶ 初心者から成長できる職場

医療
福祉

サンエクでは 14 年前から職人の育成
に努め、宮崎高等技術専門校での２年
間の技術習得や、資格免許の計画的な
取得に取り組んでいます。これらはす
べて全額会社負担で行っています。

❷ 充実の福利厚生
サービス業
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『 ひ な た の 極 』 県 内 16 社 目 の 認 証。
社 会 保 険 完 備、 勤 続 40 年 で 1,000
万円の退職金制度。国家公務員の行政
職俸給表二表に準拠した給与制度。仕
事と子育てを両立できる働き方など。

Message

先輩からのメッセージ

設計と営業の担当の私は、お客様の
ご要望を形にできるよう、施工開始
から完成に到るまで現場には何度も
足を運びます。完成した現場で、お
客様から「喜びや感謝の言葉」を頂
ける時が何よりのやりがいです。

会 社 わかりやすく、
自 慢 きれいな図面
エクステリア専用の CAD を使
用した図面はリアルな 3D 完成
予想図で、出来上がりの姿が一
目でわかります。高い施工品質
と技術で顧客満足度も高く評価
されている会社です。

農業 林業 漁業

西南電気 株式会社

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業

仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

卸売業
小売業

●事業内容：電気設備工事他
●所在地：延岡市塩浜町4-1640-31 ●創立：1951年 ●従業員数：127名
● TEL：0982-33-6266 ● MAIL：t-natsuda@seinan-denki.co.jp
● HP：http://seinan-denki.jp/

第一種・第二種電気工事士・消防設備士・危険物取扱主任者・玉掛け技能講習終了証
金融業
保険業

お客様からの「ありがとう」のために

会社
技術力「４つの力」
自慢
サービス業

電気は日常生活になくてはならないも
の。それを支える仕事に誇りを持ち、
高度な技術力でトータルサポートしま
す。適正に応じた部署への配属でやり
がいと達成感を得られる会社です。

入社３年目、現場管理の業務を行っ
ています。先輩方はみんな優しく、
質問するといろいろ教えてくれま
す。協力会社さんには年が離れた方
もいますが、コミュニケーションも
取りやすくて働きやすい職場です。

医療
福祉

❷ オンリーワン企業を目指し誇り高く

先輩からのメッセージ

教育
学習支援業

❶ すべては「従業員第一主義」
「社員の満足」を理念に、働きやすく
居心地の良い、安心安全な企業を目指
しています。充実の福利厚生でプライ
ベートの時間もしっかり確保。感謝を
忘れず成長し末永く働ける企業です。

Message

飲食業

わが社の POINT

不動産業
物品賃貸業

令和３年に創業 70 周年を迎える会社です。旭化成工場の電気設備の工事・保全業務から始まり、現在は
地場企業や官公庁施設などの電気工事・保全、システム制御・ソフト開発、工業計器の販売など幅広く展
開していますが、特に再生可能エネルギー事業や測定機器の校正を行う会社は業界では珍しく、自社の強
みになっています。人の役に立ちたいと思える仕事にやりがいを感じ、お客様の目的を自らの目的として
問題解決に取り組んでいます。

1. 組織力…会 社 一 丸 と な っ て の
トータルサポート
2. 現場力…経験と実績で迅速な対応
3. 技術力…電気・計装・FA 分野で
培った信頼の技術
4. 安全力…安全確保の徹底と災害 0 の宣言
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農業 林業 漁業

太陽技術コンサルタント 株式会社

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業
卸売業
小売業

●事業内容：建設コンサルタント、測量
●所在地：延岡市松山町1170-1 ●創立：1968年 ●従業員数：36名
● TEL：0982-33-2107 ● MAIL：soumu@taiyo-gcon.co.jp
● HP：http://taiyo-gcon.com/
仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

パソコン（Word・Excel・Cad）操作・ドローン操縦・測量士・土木施工管理技士など

金融業
保険業

人間と環境の調和を図る総合コンサルタントを目指して！

不動産業
物品賃貸業

国・県・市町村から発注された公共事業のお手伝いをしている会社です。仕事の内容は、道路・河川・構
造物などの設計業務です。その他にも老朽化した橋やトンネルを特殊な点検車で検査する作業や、設計業
務などの基礎資料に必要な地質調査をするといった幅広い業務に携わっています。人と人との関わりを大
切にしているため、業務以外でも地域行事参加やボランティア活動、測量協会野球大会等に積極的に参加
する楽しい職場です。

飲食業

わが社の POINT

教育
学習支援業

❶ 新しい技術を味方に！

医療
福祉

技術は日々進化しています。その進
化に対応できる最先端技術の導入と
人材教育を常に進めています！当社
にとっては、若い力が大きな武器と
なります。

❷ やる気とチャレンジ精神で！
サービス業
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研修や OJT での先輩や上司による丁寧
な指導の下で専門的な技術を学べるた
め、専門外の学部学科卒業生も大歓迎。
実務をこなしながら経験と知識を身に
着け、資格取得にチャレンジできます！

Message

先輩からのメッセージ

レクリェーションや社員旅行など、
行 事 が 活 発 に 行 わ れ る 会 社 で す。
仕 事 で も 技 術 的 な 議 論 を 通 し て、
より良い成果を作るための組織作り
ができています。インフラを支えて
いる誇りを胸に、業務に取り組んで
います。

名 物 仕事を楽しむ！
社 員 遊び心を忘れない！
橋梁の設計から調査・点検を専門
にいくつもの業務を担当する社員
M ！必要とする資格は自ら挑戦し、
取得していく頑張り屋。現場では猪
を追い回し、ヘビをつかまえる…ワ
イルドで遊び心もあります。

農業 林業 漁業

株式会社 竹井建設

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業

仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

卸売業
小売業

●事業内容：土木、建築
●所在地：日南市南郷町中村甲400 ●創立：1951年 ●従業員数：30名
● TEL：0987-64-1151 ● MAIL：soumu@takeikensetu.jp
● HP：https://www.takeikensetu.jimdofree.com
施工管理技士・普通自動車免許（MT）中型免許が望ましい

金融業
保険業

確かな技術と信頼であらゆるニーズに応える

❷ 仕事と生活の両立応援宣言企業

会社
新しいことへの挑戦
自慢
サービス業

男性も女性も安心して働ける環境で
す。例えば…◎台風の時などは、子連
れ勤務可能 ◎子どものいる従業員の
始業・終業時刻の繰り上げ繰り下げ
◎有給休暇の取得率 10％アップ…等。

入社して４年目ですが、全くの素人
だった私でも、先輩方の時に優しく
時に厳しい指導のお陰で、現場代理
人として現場を任せてもらえるよう
になりました。先輩の中には女性技
術者として活躍する方もいます。

医療
福祉

これまでに培った技術と経験を基に、
信頼と満足を与える建設物とサービス
を提供します。さらに自らの事業活動
における環境負荷の低減に努め、環境
保全活動の継続的な改善を行います。

先輩からのメッセージ

教育
学習支援業

❶ 安全に・良く・早く・安く

Message

飲食業

わが社の POINT

不動産業
物品賃貸業

当社は創立以来、地元の快適な居住空間づくりのために、日南市内で土木工事、建築工事、港湾工事、舗
装工事など幅広い分野の建設工事の請負を行ってきました。取引先も官公庁、民間企業、個人のお客様な
ど幅広く、注文者様からの厚い信頼を頂いています。また、経験豊富な技術者、作業員も多く、未経験者
にも一から教えていきますので安心して働けます。会社訪問、会社見学もしておりますので、お気軽にご
連絡ください。

創業以来 60 年以上培った技術力
だけではなく、常に新しいことにも
挑戦しています。ICT 建設機械など
最先端の最新技術も積極的に活用
し、更なる技術力の向上を目指して
います。
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農業 林業 漁業

株式会社 冨永鋼建

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業
卸売業
小売業

●事業内容：鋼構造物工事、建築工事
●所在地：宮崎市高岡町浦之名4759-3 ●創立：1983年 ●従業員数：25名
● TEL：0985-30-0177 ● MAIL：info@tomikouken.com
仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

溶接・建築・玉掛け・クレーン・フォークリフト・大型免許等建築に関わる資格や免許

金融業
保険業

工事実績は沖縄から関西まで！

不動産業
物品賃貸業

倉庫、工場、アパート、店舗、保育園などの建物の骨組みを鉄骨で作っています。最近ではバイオマス発
電所の工事なども行っています。工場の中での製作がほとんどですが、たまに現場作業もあります。県内
の仕事にとどまらず、沖縄から関西まで工事の受注実績があります。2021 年に受注している物件には高
知県のバイオマス発電所があります。そのため、県内工事の単価などに左右されにくい財務体制が構築さ
れていると考えています。

飲食業

わが社の POINT

教育
学習支援業

❶ お客様の信頼を得るために

医療
福祉

品質向上・納期厳守のために工場には
できる限り新しい設備を導入していま
す。品質管理部門にはミャンマー出身
のエンジニアを採用。徹底した検査を
することで品質向上に努めています。

❷ 社員が安心できる職場環境を目指して
サービス業
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年に何度か、自由参加の懇親会を行っ
ています。また、過去６年間、夏冬の
ボーナスとは別に、社員それぞれの能
力・仕事に対する姿勢などを評価し、
３月に決算賞与を支給しています。

Message

先輩からのメッセージ

入社６年目、設計アシスタントとし
て図面の修正、鉄骨製作に必要な工
作図の作成、出荷確認等をしていま
す。製作に携わった製品が形になり
完成した時には大きな感動があり、
女性でもやりがいのある仕事です。

会 社 働きがいのある
自 慢 会社です！
大手プラントや商社との取引も増
え、県外物件も多数。設備も少しず
つ更新し効率化・省力化・品質向上
に努めています。年２回の制服支給
の際、夏は空調服にするなど職場環
境の向上にも積極的です。

農業 林業 漁業

永野建設 株式会社

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業

仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

卸売業
小売業

●事業内容：土木工事業
●所在地：日南市大字酒谷乙10322 ●創立：1961年 ●従業員数：34名
● TEL：0987-25-1429 ● MAIL：mail@naganokensetsu.co.jp
● HP：http://www.naganokensetsu.co.jp/

１級／２級土木施工管理技士・１級／２級舗装施工管理技術者・測量士（補）・技術士（補）など
金融業
保険業

人にしかできない仕事。だから、おもしろい

❷ 持続可能なワークライフバランスの実現へ

会 社 事 業 を 通じて地 域の
自 慢 「建設人」を育成
サービス業

市内の建設会社としては最も早く「完
全週休２日制」や「時間単位の有給休
暇取得」を導入。生活が充実すれば仕
事がはかどり、うまく進むという「相
乗効果」の実現に取り組んでいます。

永野建設にはさまざまな技術やノウ
ハウを持つ技術者や技能者がたくさ
んいます。現場に従事すると早い段
階であらゆる業務にチャレンジさせ
てもらえるので、経験が自分の力と
なることを実感できる職場です。

医療
福祉

弊社が施工した社会インフラに関す
る「表彰」は、創業以来 50 を超えま
す。これは、お客さまからの「信頼の
証」であり、地域のインフラ整備に向
き合ってきた「勲章」です。

先輩からのメッセージ

教育
学習支援業

❶ 建設会社としての勲章

Message

飲食業

わが社の POINT

不動産業
物品賃貸業

永野建設は、創業 67 年。昭和 28 年酒谷村発注の「桃の木井堰復旧工事」を皮切りに宮崎県内で 1,204
件完成。この実績は、長年地域と共に進化した弊社の技術力です。地域に精通する建設技術や、あらゆる
作業に対応できる技能をもつ人がいるのは、人を育て、集い、力をあわせる「Team Nagano」の力があ
るからこそ。日頃何気なく利用している道路や橋、水道、電気など、この地域に「あたりまえの生活環境」
を提供し続けることが私たちの仕事です。

６年前より若手技術者を育成する新
入社員教育を導入。現在、３名の若
手技術者が在籍し、弊社の若い力の
中心となっています。在籍する技術
者は平均 13.6 個の資格を保有して
います。
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農業 林業 漁業

株式会社 増田工務店

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業
卸売業
小売業

●事業内容：建築工事、土木工事、内装工事
●所在地：児湯郡高鍋町大字北高鍋4750 ●創立：1954年 ●従業員数：93名
● TEL：0983-23-3333 ● MAIL：m-siten@masuda-co.com
● HP：https://masuda-corp.com/
仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

コミュニケーション能力・伝える能力・ヒアリング力

金融業
保険業

社員一丸となり“大地に根差す企業を目指して”

不動産業
物品賃貸業

好きなものづくりの仕事を続けられるのも、働きやすい職場環境をつくれるのも、着実に仕事を行うこと
で生まれる信頼があってこそ。昭和 29 年の創業以来、総合建設業として幅広い個人住宅から高層ビルま
で造る建築工事と、道路・橋梁の造成、舗装などの土木工事で安定した受注高を保っています。社員が個
性や能力を発揮し、夢と生きがいを見出せるよう、創業から引き継いだ信頼と実績で地域 No.1 を目指し、
次世代に向けた更なる発展を目指しています。

飲食業

わが社の POINT

教育
学習支援業

❶ 建築と土木で多角的に展開

医療
福祉

注文住宅から高層マンション、商業施
設、医療・福祉施設、防災施設、畜産
施設、学校などの建築分野と、道路や
橋梁及び造成、舗装などを主とする土
木分野で、県内・県外展開しています。

❷ 地球環境の保全調和に取り組む
サービス業
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「大地に根ざす企業を目指して」をス
ローガンに地域社会への貢献、環境の
保全調和に努めています。環境に対す
る認識の高まりに乗り遅れることなく
環境の保全調和に積極的に取組みます。

Message

先輩からのメッセージ

大勢の方の考えや知識に触れられる
点が魅力です。現場管理はお客さまか
ら設計者、各施工業者まで多くの方と
接する機会があります。各業者と協力
し完成したものがまちの一部となる。
達成感が自分を成長させます。

会 社 「和」の力が
自 慢 会社の原動力
建設業界は、各人が役割を全うす
るだけでなく、役割が周りにどう
関係しているかを意識する必要が
あります。その意識の集合体が
「和」です。互いを理解する「和」
の力が当社の原動力です。

農業 林業 漁業

松本建設 株式会社

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業

仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

卸売業
小売業

●事業内容：建築業、土木業
●所在地：宮崎市清水1-9-24 ●創立：1938年 ●従業員数：31名
● TEL：0985-25-3208 ● MAIL：matusomu@matuken.co.jp
● HP：https://www.matuken.co.jp
一級・二級建築施工管理技士／一級・二級土木施工管理技士

金融業
保険業

住みよい環境づくりを目指し、未来を創る、技術者集団

❷ 創業80有余年の実績

会 社 さまざまな建築・
自 慢 土木工事を手掛ける
サービス業

創業 80 有余年、お客さまを大切に、
丁寧な仕事を続けています。北郷体育
館や市総合体育館立体駐車場、西都市
新県立高等学校商業棟など、公共の施
設の建設も多数手掛けています。

どんなことでも他人ごととせずに、
全員が協力し合う会社です。知識と
経験豊富なベテランの技術者が多数
在籍しているので、相談する際にも
頼りになります。先輩たちの背中を
見ながら成長できる会社です。

医療
福祉

各部署間のコミュニケーションが取り
やすく、仕事の共有化を図っています。
女性管理職も数名在籍。女性の意見を
積極的に取り入れ、だれもが活躍でき
る職場づくりに取り組んでいます。

先輩からのメッセージ

教育
学習支援業

❶ 明るく、働きやすい職場づくり

Message

飲食業

わが社の POINT

不動産業
物品賃貸業

当社は地域に根ざし地域と共に歩み続け、創業 82 年になります。確かな技術で顧客の信頼に応える仕事、
地域に愛される企業をモットーに日々研さんして仕事に取り組んでいます。主な仕事は、国土交通省、県、
市町村など官公庁、民間企業、個人住宅の土木・建築工事の施工管理です。経験豊富な技術者が多数在籍し、
部署間で連携を取りながら、技術力向上、キャリアアップに努めています。働きやすい職場で、働きがい
のある仕事を共にやりませんか？

建築・土木共に、公共事業から
民間の工事まで幅広く請け負っ
ています。最近、建築工事は、
木花運動公園の津波避難施設工
事、土木工事は九州電力による
ダム改造工事に携わっています。
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農業 林業 漁業

宮崎南菱冷熱 株式会社

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業
卸売業
小売業

●事業内容：空調機器設備 ･ 冷凍冷蔵機器設備の設計 ･ 施工 ･ メンテナンス
●所在地：宮崎市潮見町100-1 ●創立：1985年 ●従業員数：18名
● TEL：0985-28-0882
● HP：http://www.nanryourei.co.jp/miyazaki.html
仕事で役立つ資格やスキル

２級管工事施工管理技士資格・現場施工管理の経験

金融業
保険業

「自然と調和のとれた快適空間づくり」をテーマに

不動産業
物品賃貸業

当社は昭和 60 年山形屋グループ企業である南菱冷熱工業㈱宮崎営業所を分離し、地域への貢献を目指し、
宮崎南菱冷熱㈱として独立創業。以来、山形屋の社是「信用第一」「顧客本位」「あくまでも堅実に」をモッ
トーに、事業を継続・発展し続けることができました。建設工事の管工事（知事許可 ･ 特定許可）を取得し、
空調設備、冷凍冷蔵設備、給排水衛生設備、電気設備工事等の建築設備工事業者として評価され、県内で
も高い実績を上げています。

飲食業

わが社の POINT

教育
学習支援業

❶ ON ／ OFF がハッキリ

医療
福祉

労働組合を設置し、働く側、雇う側双
方でより良い職場環境づくりを目指し
ています。同業者の中でも、休日を取
得しやすい社風で、ON ／ OFF をはっ
きりさせる、メリハリある職場です。

❷ 助け合いと成長
サービス業
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□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

営業・工務・総務の 3 部門で形成され、
各部門リーダーを中心に万全なサポー
ト、協力体制を敷き、着実に業務を遂行
します。一人一人が経営者であるという
意識を持ち、会社を運営しています。

Message

先輩からのメッセージ

入社３年目。工務部に所属し現場の
管理監督者をしています。施工に関
わる全ての設備業者への指示、安全
管理、スケジュールの管理などが仕
事。上司や先輩は、困ったとき的確
なアドバイスをくれ頼りになります。

会 社 社員間のコミュニ
自 慢 ケーションが円滑
ゴルフ好きな社員が多く、仕事以外
でもコミュニケーションを取ってい
ることは、
会社としての強み。また、
年に一度、家族慰労会を開催、社員
のご家族へ感謝を込めた食事会など
も開催。

農業 林業 漁業

株式会社 明光社

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業

仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

卸売業
小売業

●事業内容：電気設備・空調管設備の設計・施工・管理
●所在地：宮崎市江平中町7-10 ●創立：1947年 ●従業員数：215名
● TEL：0985-23-6261 ● MAIL：t-suwa@meikousha.co.jp
● HP：http://www.meikousha.co.jp

電気工事士・１級電気工事施工管理技士・１級管工事施工管理技士・１級土木施工管理技士など
金融業
保険業

電気工事、空調管工事を通じて地域社会へ貢献

❷ 若手とベテランの交流が盛ん

会 社 日頃から技術の
自 慢 維持・向上を図る
サービス業

イベントや趣味を通じて従業員同士、
部 署 を 越 え た つ な が り が あ り ま す。
35 歳未満の従業員が約半数を占めて
いますが、ベテラン社員と若手社員の
世代間交流も盛んに行われています。

入社 5 年、主に建物の電気設備工
事を担当しています。最初は分から
ないことばかりでも、研修や現場を
通じて成長。資格取得にも努め、今
は責任ある仕事も任されています。
いつか先輩方を追い越せるよう頑張
りたいです。

医療
福祉

仕事と家庭の両立の実現に向けた職場
環境づくりに積極的です。GW やお盆
の時期など、会社独自の休暇や年休取
得推進日を設けており、長期休暇が取
得しやすい環境をつくっています。

先輩からのメッセージ

教育
学習支援業

❶ 長期休暇が取得しやすい

Message

飲食業

わが社の POINT

不動産業
物品賃貸業

配電線・発変電・送電線の請負工事、ビルおよび住宅などの電気設備、通信、空調管工事を行っています。
創立 70 年を超える歴史ある会社で、創業以来、電気工事、空調管工事を通じて地域社会への貢献を重ね
てきました。近年では従業員の働きやすい職場環境づくりに取り組んでおり、「ひなたの極」（宮崎県が働
きやすい職場を認証する制度）の認証や、「ひなた創生のための奨学金返還支援事業」の認定企業になって
います。

電気・空調管工事には高い技術力が
必要。新入社員研修やフォロー研修
などを通して技術の維持・向上を
図っています。資格取得費用の負担
や合格祝金を贈るなど、会社全体で
取り組んでいます。
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農業 林業 漁業

吉原建設 株式会社

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業
卸売業
小売業

●事業内容：建築工事業、土木工事業 他
●所在地：都城市中原町32-1 ●創立：1954年 ●従業員数：240名
● TEL：0986-25-7000 ● MAIL：01@yoshihara-c.co.jp
● HP：http://www.yoshihara-c.co.jp
仕事で役立つ資格やスキル

建築士、建築・土木施工管理技士、宅地建物取引士、ファイナンシャルプランニング技能士等

金融業
保険業

総合建設業南九州売上 No.1

不動産業
物品賃貸業

「誠実と確かな技術で地域社会に奉仕する」を目指して 66 年。吉原建設は宮崎県都城市に本店を構え、県
内をはじめとする九州全体で建築・土木工事を手掛ける総合建設会社です。当社の施工実績は多岐にわた
り、スタジアム、高層マンション、病院、戸建住宅、ダム、トンネルなど、様々な場面で人々の暮らしの
根幹を支えています。お客様に満足して頂ける“物づくり”を通して、共に感動できる“夢づくり”に邁
進して参ります。

飲食業

わが社の POINT

教育
学習支援業

❶ 南九州３県において総合建設業売上 No.1

医療
福祉

2020 年５月の売上高は過去最高の
186 億円を達成することができまし
た。経営状況が非常に安定しているか
らこそ安心して仕事に取り組むことが
できて、長く働ける環境を作れます。

❷ とにかく施工実績が豊富です。
サービス業
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□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

誰もが知っているような建築物や土木
構造物を数多く手がけています。喜び
や安心を感じられる場所、万が一の時
の支えになる場所を作ることで、建築・
土木を通じ地域に貢献しています。

Message

先輩からのメッセージ

私は入社２年目で、建設現場の安全
管理や工事写真の管理などを担当し
ています。当初は図面を見ても作業
内容がイメージできず苦労していま
したが、できることが徐々に増え、
自分の成長を日々実感しています。

会 社 これも、
自 慢 我が社の施工です。
サンマリンスタジアム宮崎・宮
崎防災拠点庁舎・串間市の国道
448 号藤トンネル…他にも、生
活に欠かせないもの、命を守る
もの、喜びや感動を生み出すも
のなどを多く手掛けています。

農業 林業 漁業

株式会社 吉行産業

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業

仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

卸売業
小売業

●事業内容：土木、舗装、建築
●所在地：小林市野尻町三ヶ野山1297-3 ●創立：1965年 ●従業員数：30名
● TEL：0984-44-1147 ● MAIL：saiyou@yoshiyuki.co.jp
● HP：http://www.yoshiyuki.co.jp/
パソコン操作

金融業
保険業

地域の皆さまに安全や快適を提供するインフラメーカー

グループ会社で、多くの 10t ダンプ
を保有しています。台風や地震などの
災害をはじめ、万一の際に、すぐに動
ける機動力が弊社の強みです。

先輩からのメッセージ

何もなかった場所に道路などが出来
上がると、イメージ通り造り上げる
先輩たちの仕事ぶりに感動し、次の
現場がまた楽しみになります。皆さ
んにも建設業の楽しさをぜひ味わっ
てほしいです。

教育
学習支援業

❶ 万が一の際にすぐに動ける機動力

Message

飲食業

わが社の POINT

不動産業
物品賃貸業

弊社は、1965 年の創業以来、総合建築業として地域に根差した活動を展開してきました。土木工事や舗
装工事などの公共工事を中心に、地域に住み暮らす皆さまに安全や快適さを造りだすことが私たちの使命
です。創業から 50 年の節目を超え、100 周年に向けた次の 50 年への新たなる挑戦を開始しています。

医療
福祉

❷ 業務のデジタル化を推進

サービス業

社員みんなで、今までの業務を見直し、
デジタル化に取り組んでいます。全員
で話し合いを重ねながら、使う人が一
番使いやすいシステムの導入を進めて
います。

会社
吉行グリーン
自慢
吉行産業グループの看板といえば、
県内（主に県西・県央）を走るパス
テルグリーンのダンプ。社内や協力
会社の中では「吉行グリーン」の愛
称で親しまれています。
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さまざまな業種の
就職関連情報をご紹介します！

宮崎県保育士支援センター
保育所等の採用情報の提供や就職に関するさまざ
まな相談を通して、保育士として働きたい方の就
職をサポートしています。

https://www.kodomo-hoiku.org/

宮崎県ナースセンター
看護の資格を持った方、看護の資格を取得予定の
方の「働く」をサポートする窓口です。雇用・求職
情報の提供や就職相談などを行っています。

https://www.m-kango.or.jp/ナースセンターとは/

宮崎県福祉人材センター
福祉の職場で働きたい方を支援するさまざまな事
業を行っています。事業所の斡旋や福祉関連の
資格、仕事についての相談などに無料で対応して
います。

http://www.mkensha.or.jp/job/index.html
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私事にできる仕事、発見！

製造業
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農業 林業 漁業

赤江機械工業 株式会社

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業
卸売業
小売業

●事業内容：生コンプラントの排水処理設備の製造
●所在地：東諸県郡綾町大字入野4897-1 ●創立：1970年
● TEL：0985-77-3000 ● MAIL：kyy01266@nifty.com
● HP：http://akaekikai.com/
仕事で役立つ資格やスキル

●従業員数：67名

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

CAD 操作・第二種電気工事士・玉掛け・床上操作式クレーン運転・溶接・フォークリフト等

金融業
保険業

100 年企業を目指して躍進中！

不動産業
物品賃貸業

当社は 2020 年に設立 50 年を迎えました。「郷土・宮崎から優れた環境機械を全国へ展開」をモットーに
中小企業ならではの俊敏性で研究・開発を続け、生コンプラントの排水処理設備では業界 No.1 の実績で
す。資源の再利用とクリーンな国づくりに貢献する環境機械メーカーとして開発・設計・製造・販売・据付・
メンテナンスまで一貫体制を築いてきたこれまでの実績が認められ「赤江の製品が一番」と全国のユーザー
から支持を得ています。

飲食業
教育
学習支援業

わが社の POINT

Message

❶ やる気次第でどんどんスキルアップ

製品が図面通りに完成した時の達成
感は格別です。基本的には土日祝が
休みなので趣味の釣りの時間も取れ
てリフレッシュできます。社会人の
ルールなども教えてもらい、ずいぶ
んマナーも身に付きました。

医療
福祉

やる気があれば様々な研修・技能講習
を受講できるから、どんどんスキル
アップ。また、一緒に働く仲間を
“人財”
として大切に育てる社風があり、先輩
方も懇切丁寧に指導してくれます。

❷ 気付きがたくさん、毎日が新鮮
サービス業
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当社は、いわゆるライン作業ではなく、
それぞれが様々な業務を行います。営
業は全国を駆けまわり、設計はユー
ザーに最適な提案をする。毎日、新鮮
な経験をしながら成長していけます。

先輩からのメッセージ

会 社 「社員満足の経営」で
自 慢 宮崎から全国へ！
宮崎生まれ宮崎育ちの業界トッ
プメーカーです。最近は公害防
止機器・排水処理機に力を入れ
ており、生コン業界では不可能
といわれていた排水処理の完全
自動化にも成功しました。

農業 林業 漁業

株式会社 アカダ電器製作所

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

金融業
保険業

お客様の喜びが、私たちの喜びです。

看板
セリシステム
商品
サービス業

常に新しい技術を取り入れながら、お
客様に求められるニーズに迅速に対応
できるよう、資格取得支援・オンライ
ン研修等を活用して、社員全員でスキ
ルアップを目指しています。

入社３年目ですが、優しい先輩社
員が親身になって業務を教えてく
れます。仕事内容も、提案から製造・
設置・運営サポートまで行います
ので、高いモチベーションを持っ
て働けます。

医療
福祉

❷ 社員全員、常にスキルアップ

先輩からのメッセージ

教育
学習支援業

アカダ電器製作所のセリシステムは、
全国シェア No.1。食肉・青果・中古車・
畜産・花きなど日本全国の競りで活用
されており、スピーディーで公正な処
理が出来ると評判を頂いています。

飲食業

❶ セリシステム、全国シェア No.1

Message

不動産業
物品賃貸業

当社は日本で初めての「自動電子セリ機」を開発して以来、専業メーカーとしてセリシステムを全国のお
客様に提供しており、現在、日本全国 200 か所以上で使用されています。プランニングから設計・製造、
施工まで一貫して自社内で行い、部品が手に入る限りはメンテナンスも誠意をもって迅速に対応。創業以
来のモットーである「より良い物を作る」
「お客様のニーズに柔軟に対応する」ことで社会貢献できるよう、
日々、努力・精進しています。

わが社の POINT

卸売業
小売業

●事業内容：システム製造・販売・保守
●所在地：東臼杵郡門川町門川尾末6342-11 ●創立：1945年 ●従業員数：28名
● TEL：0982-63-5157 ● MAIL：info@akadadenki.co.jp
● HP：http://akadadenki.co.jp/

日本中の様々な市場の競りに関するシ
ステムを、設計からメンテナンスまで
自社で行います。このシステムによっ
て、スムーズでスピーディーで正確な
取引を実現させることが可能です。
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農業 林業 漁業

株式会社 アキタ製作所

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業
卸売業
小売業

●事業内容：FA省力化設備の設計・製造・据付
●所在地：日向市大字日知屋16390 ●創立：1953年 ●従業員数：27名
● TEL：0982-52-6251 ● MAIL：yoshinori@akitamfg.jp
● HP：http://akitamfg.jp/
仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

中型自動車免許、クレーン運転・アーク溶接・研削砥石の取替等の経験、玉掛け・ガス溶接・フォークリフト（入社後でも可）

金融業
保険業

高い技術力を誇る産業用機械メーカー

不動産業
物品賃貸業

弊社は、食品機械や省力化機械などの製造を、設計から製作、組立、制御、据付まで一貫して行っていま
す。自社オリジナル製品も数多く保有し、全国溶接技術競技会で優勝するなど技術力を高く評価されてい
ます。社内教育に力を入れており、入社後１か月間は独自のプログラムに従って導入研修を実施。その後
も定期的に現場での研修を行い、各種資格取得なども支援しています。有給休暇については、従業員平均
13.5 日（年）の取得実績があります。

飲食業

わが社の POINT

教育
学習支援業

❶ すべての工程を自社で行う一貫体制

医療
福祉

弊社は、製品ができるまでの工程をすべ
て自社で行う一貫体制を整えています。
設計段階から幾度も話し合い、改良を重
ね、良い製品を作ってお客様に喜んでい
ただく、非常にやりがいのある仕事です。

❷ 日本一に輝いた高い技術力
サービス業
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優れた技術を持つ社員が揃っているのも
弊社の強み。現在の工場長は、1999 年
にアーク溶接競技会で日本一に輝いたこ
とがあり、その技術力を活かして地元の
高校生に溶接の指導をしています。

Message

先輩からのメッセージ

私は入社２年目で、工作機械のオペ
レータをしています。試行錯誤の毎
日で失敗もありますが、どこに間違
いがあるのかを考え、修正して自分
の思い通りの製品ができたときは、
本当にうれしく達成感があります。

会社
おが粉製造機
自慢
弊社オリジナルの『おが粉製造機』
は、40 年以上にわたるロングセラー
商品。今後も、第二、第三の『おが
粉製造機』を開発し、社会に貢献し
ていきたいと考えています。

農業 林業 漁業

旭有機材 株式会社

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業

仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

卸売業
小売業

●事業内容：プラスチック製品製造
●所在地：延岡市中の瀬町2-5955 ●創立：1945年 ●従業員数：1,540名
● TEL：0982-35-0881 ● MAIL：takatsugu.nada@asahi-yukizai.co.jp
● HP：https://www.asahi-yukizai.co.jp/
語学力

金融業
保険業

世界で初めて樹脂製バルブを製造した会社

看板
プラスチック製バルブ
商品
サービス業

会社の財産は人、つまり皆さんです。
当社の新入社員研修は約一か月。企業
人としての仕事の基礎はもちろん、環
境の変化を乗り越えて成長できるよう
思いを込めて研修を設計しています。

製品開発担当として３D CAD を用
いた製品の設計から信頼性試験ま
で、様々な業務を行っています。難
しい課題にも挑戦することで成長を
感じることができ、自身の幅を広げ
られることがこの仕事の魅力です。

医療
福祉

❷「人材」は宝。
「人が主役」の会社

先輩からのメッセージ

教育
学習支援業

❶「マジメで誠実」な会社
旭 有 機 材 の 社 風 は「 マ ジ メ で 誠 実、
ちょっと不器用なのが玉に瑕」といっ
た感じで、実業で勝負の非常に堅実な
会社です。社員の平均年齢が 40 歳を
超えているのも、その居心地のよさの
表れかもしれません。

Message

飲食業

わが社の POINT

不動産業
物品賃貸業

1945 年、現在の旭化成の子会社として誕生。現在、No.1 事業が３つあります。①「樹脂製バルブ」を
軸とした管材システム事業……錆びない・酸やアルカリに強い・軽いという強みで社会インフラを支えて
います。 ②フェノール樹脂を軸とした樹脂事業……自動車のエンジン製造に必要な「鋳造用樹脂」も国内
シェアトップクラス。 ③温泉掘削数・総延長で日本一を誇る水処理・資源開発事業……地熱発電所の掘削
や羽田空港の水処理も手掛けています。

プラスチックは種類が多く、
「錆
びない・薬液に侵されない・軽
い」といった特性を活かし様々
なバルブが開発されています。
目立たないけれど最先端の技術
が、幅広い分野で活躍中です。
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農業 林業 漁業

株式会社 池上鉄工所

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業
卸売業
小売業

●事業内容：鉄とステンレスのメタルクリエイター
●所在地：延岡市大武町39番地6 ●創立：1946年 ●従業員数：44名
● TEL：0982-34-3211 ● MAIL：takuya@ikegamitekko.co.jp
● HP：https://www.ikegamitekko.co.jp

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

仕事で役立つ資格やスキル 『 出来んと、言わん 』、まずは考え挑戦する姿勢と心意気！
金融業
保険業

IKEGAMI は「考える技術企業」

不動産業
物品賃貸業

大手企業のプラントと呼ばれる大きな工場を縁の下で支える黒子的な存在の「鉄工所」
己の腕を磨き、技を身に付け、工作機械や工具を活かし、鉄やステンレスを自由自在にゼロから形にする
「メタルクリエイター」
というか、想いが強すぎてここでは語りつくせません！
申し訳ございませんが、とりあえず、一度ホームページ・Twitter を見てください！

飲食業

わが社の POINT

教育
学習支援業

❶ 考える職人であれ！
もう 1 回言います。
とりあえず、ホームページを見てください！

医療
福祉

尖ったカッコいい採用ページ ➡

❷ 日本トップクラスの溶接技術
サービス業
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全国溶接技術競技会にて
2015 年 特別優秀賞 全国 2 位
2019 年 優秀賞 全国４位

Message

先輩からのメッセージ

モノづくり業界を変革し、
鉄工所のイメージを一緒に変え、
日本を発展させませんか？
女性溶接工も活躍中です！

会社
溶 接アート
自慢
詳細は、ここに書けませんが
Twitter、インスタ、TikTok を
「池上鉄工所」で検索して
とにかく見てください！

農業 林業 漁業

株式会社 井崎製作所

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業

仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

卸売業
小売業

●事業内容：鉄・ステンレス・アルミの総合加工
●所在地：児湯郡新富町大字上富田3215番地 ●創立：1970年 ●従業員数：45名
● TEL：0983-33-2792 ● MAIL：hitomi-i@kk-izaki.co.jp
● HP：https://www.kk-izaki.co.jp

各種溶接・玉掛け・CAD 経験者／フォークリフト・床上式操作式・小型移動式クレーン運転免許
金融業
保険業

みんなで力を合わせて、ものづくりができる会社

❷ オリジナル製品の開発

会社
イザロボくん
自慢
サービス業

社員は製作したい商品アイデアがあれ
ば、それを実現できる環境が整ってい
ます。みんなで日々意見を出し合いな
がらものづくりをし、それがオリジナ
ル製品の誕生につながっています。

社員が日々成長を感じられ、次の世
代へつながる会社を目指していま
す。技術・経験が無くても、スキル
アップを望む気持ちと努力で活躍で
きます。社員や地域の方々と楽しく
ものづくりができる職場です。

医療
福祉

みんなでものづくりを楽しむために、
若手やベテランを問わず社員の意見を
積極的に聞き入れます。そして、弊社
では良いと思ったら即実行に移せる組
織力が備わっています。

経営者からのメッセージ

教育
学習支援業

❶ 良い意見は即実行の社風

Message

飲食業

わが社の POINT

不動産業
物品賃貸業

創業 50 年、社内一貫生産による精密板金、製缶加工を主とした受注生産型の金属製品を製作し、材料調
達から精密切断、曲げ、機械加工、各種溶接、塗装、組立、検査の全工程を自社で行っています。多業種・
多品種な金属製品の製作を得意とし、他社ができない仕事に挑戦すると同時に、人との繋がりを大切にし、
製作者の心遣いがお客様へ届くような製品に仕上げています。近年では自社商品開発にも力を入れ、社員
みんなでものづくりが楽しめる職場づくりを進めています。

製品の改良やアイデアを出し合い、
お客様が満足いただけるよう自社製
品開発に取り組んでいます。最近で
は、自社マスコット“イザロボくん”
が誕生し、様々な分野にチャレンジ
しています。
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農業 林業 漁業

えびの電子工業 株式会社

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業
卸売業
小売業

●事業内容：電子部品・自動車部品の組立て・検査
●所在地：えびの市大字上江670 ●創立：1975年 ●従業員数：660名
● TEL：0984-33-5060 ● HP：http://www.ebinodensi.co.jp
仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

普通自動車免許（通勤用）

金融業
保険業

エレクトロニクスの最先端技術で未来を拓く

不動産業
物品賃貸業

1975 年の創業以来、国内大手企業の協力企業として、最先端の電子部品、自動車部品を生産しています。
現在、生産拠点は宮崎県に５工場と、鹿児島県に１工場の、合わせて６か所。えびの本社工場にはシステ
ム開発部があり、お客様の要望に沿った省力機器及びソフトウェアの設計・開発・販売まで一貫して行っ
ています。次々と変化する時代のニーズに応えながら、安定した生産体制の確立、働きやすい職場づくり
に取り組み続けている会社です。2020 年 12月には、新たに都北第２工場が完成しました。

飲食業

わが社の POINT

教育
学習支援業

❶ 家族やプライベートも大切に

医療
福祉

「助け合いの職場」に取り組み、休み
やすく働きやすい環境整備に努めてい
ます。男性の育児休暇も取得できます
し、家族の急病時も遠慮せず休めるの
で、子育てや介護中の方も安心です。

❷ 未経験者、U I J ターンも多数
サービス業
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仕事は屋内での電子部品、自動車部品
等の軽作業。未経験で始める人も多い
ですが、丁寧に指導します。現在、在
職者の 2/3 以上が女性従業員。それ
ぞれの適性を活かし活躍しています。

Message

先輩からのメッセージ

私は、今年で入社 3 年目になり自動車部
品の製造を担当しています。都北工場は
昨年 12 月に新建屋が完成し、今まで以
上にとても使いやすい工場となりました。
先輩方から親切、丁寧に教わって一人立
ちでき、楽しく毎日を過ごしています。

会社
地元で安心して長く働ける会社
自慢
子育てサポ−ト企業（くるみん）、
女性活躍推進企業（えるぼし）、
働きやすい職場（ひなたの極）の
認定などを取得し、仕事と家庭
の両立に取り組む企業として評
価を頂いています。

農業 林業 漁業

株式会社 MFE HIMUKA

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業

仕事で役立つ資格やスキル

普通自動車運転免許

●従業員数：61名

溶接技術検定

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

CAD 操作技術
金融業
保険業

地域の資源や人材を活かしながら、世界を目指す

社員が主体となって活動する委員会
やプロジェクトがあり、よりよい職
場作りのために、自分たちで考え、
行動し、形にしていける会社です。
また週１回のサークル活動（バドミ
ントン、ミニバレー）も活発です。

医療
福祉

会社
50 周年を迎えました
自慢
サービス業

これまでに培った技術力を駆使し、食
と環境とエネルギー分野などで積極的
に新規開発に取り組みながら業界の
「変革」と「挑戦」を続けています。
（低
温調湿装置、結露防止装置など）

採用担当からのメッセージ

教育
学習支援業

❷ 産学官と連携した画期的な新規開発

飲食業

❶ 設計からメンテナンスまでお任せ
それぞれの分野のプロフェッショナル
が、お客様のご要望に応じて、小さな
物から大きな物まで、何でもオーダー
メイドのオリジナル製品を設計から製
作・据付けまで一貫して行います。

Message

不動産業
物品賃貸業

「宮崎の中小企業が世界を驚かせる企業になる」を合言葉に、100 年企業を目指しています。お客様のニー
ズにあわせたオーダーメイドの機械を作るのは、長年培ってきた「ものづくり」を継承する技術力と、経
験に裏打ちされた人間力。また、宮崎から世界を見つめ、農業分野、環境分野、エネルギー分野など地域
の無限の可能性を広げることにも挑戦しながら、
「 ものづくり」を地域の幸せにつなげていける「創造企業」
としての発展を目指します。

わが社の POINT

卸売業
小売業

●事業内容：産業用機械製造業
●所在地：日向市大字日知屋17148-9 ●創立：1969年
● TEL：0982-52-7215 ● MAIL：hn@hn-t.co.jp
● HP：https://www.hn-t.co.jp

平成 31年４月、50 周年を機に社
名を変更。社歌、ダンス、イメージ
キャラクターが誕生しました。また
小・中学校の出前授業や職場体験学
習の受け入れ等も積極的に行ってい
ます。
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農業 林業 漁業

株式会社 大森淡水

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業
卸売業
小売業

●事業内容：うなぎの養殖、活鰻流通、蒲焼製造、レストランなど
●所在地：宮崎市塩路2300 ●創立：1973年 ●従業員数：155名
● TEL：0985-65-3000 ● MAIL：omori-jinji@omori-tansui.co.jp
● HP：http://omori-tansui.co.jp/

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

金融業
保険業

日本の食文化を支える「うなぎの専門商社」

不動産業
物品賃貸業

九州南部の温暖な気候はうなぎの生育に適しているといわれ、宮崎県はうなぎの生産量全国第 3 位を誇り
ます。当社はうなぎの養殖から活うなぎの流通販売、うなぎ加工食品の製造販売、蒲焼店の運営も手がけ
る『うなぎの専門商社』で取引先は日本全国。2020 年に水産食品加工施設 HACCP 認定を取得し海外に
も商品展開していく予定です。また日本の食文化であるうなぎを守るため、生態調査や放流事業など資源
保護の取り組みも行っています。

飲食業

わが社の POINT

教育
学習支援業

❶ プライベートとの両立がしやすい

医療
福祉

大森淡水は残業が少ない職場です。繁
忙期以外なら休みも自分の好きな日に
取りやすいので、プライベートと仕事
の両立もしやすいのがポイント。メリ
ハリがついて仕事も頑張れます。

❷ 従業員の仲が良い
サービス業
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従業員同士の仲が良い職場です。社員
間では年齢に関係なく意見を交わすこ
とも多いのでコミュニケーション能力
も自然と身につき、仕事を通して自分
の成長を感じることができます。

Message

先輩からのメッセージ

ギ フ ト 用 う な ぎ を ネ ッ ト や TV
ショッピングで販売しています。直
接お客様とお会いすることはないで
すが、電話や手紙で感想を頂くと、
日々の仕事がお客様の喜びに繋がっ
ていると実感。
やりがいを感じます。

会 社 オリジナルキャラクター
自 慢 うなレンジャー
うなぎの姿をした正義のヒー
ロー。メンバーは、リーダーの
レッド、紅一点のピンク、頭脳
派 の グ リ ー ン、 力 持 ち の イ エ
ロー、新入りのブルーで、5 匹
の活躍を描いた絵本もあります。

農業 林業 漁業

株式会社 上沖産業

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業

仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

卸売業
小売業

●事業内容：漬物製造卸し販売
●所在地：北諸県郡三股町大字蓼池4688 ●創立：1989年 ●従業員数：55名
● TEL：0986-52-4521 ● MAIL：kamioki19@olive.plala.or.jp
● HP：http://kamioki.shop-pro.jp/

フォークリフト、移動式クレーン玉がけ、漬物製造管理士（漬物検定）
金融業
保険業

世界中で愛される漬物を作っています

❷ 定年後もしっかりサポート

会社
国産らっきょう漬日本一
自慢
サービス業

定年退職された方々に福祉連携とし
て、７つの福祉施設と共に内職支援を
行っています。これらが認められ、お
かげさまで「宮崎中小企業大賞」を受
賞しました。

漬物屋というと、頑固な職人がいて
年功序列の給与形態というイメージ
があると思いますが、そのようなこ
とはありません。企業を良くするた
めに提案・改善すれば、評価の上が
るシステムがあり、やりがいある面
白い会社だと思います。

医療
福祉

生産量全国一の「らっきょう漬」販売
を柱に、さまざまな農作物を利用した
新商品の開発、新事業の立ち上げを
行っています。また、国産のらっきょ
うは自社工場で一粒一粒、手間隙かけ
て漬物にしています。

先輩からのメッセージ

教育
学習支援業

❶ 全国一の「らっきょう漬」

Message

飲食業

わが社の POINT

不動産業
物品賃貸業

宮崎県の地元農産物（主にらっきょう・大根・ごぼう）を漬物に加工し、国内外へ出荷しています。全国
のスーパーや各地域の生協を網羅しており、生協の共同購入に関しては、らっきょうを注文すると「上沖
産業」の商品が届きます。企業理念の「仕事を通して、豊かな人づくりを行い、みんなで幸せになれる会
社を作ります。」を掲げ、従業員みんなで楽しく仕事をしております。

弊社は「国産らっきょう漬」日本一の
シェアを誇ります。「日本一」になり
たくて、一番得意な国産らっきょうの
開発、販売を全従業員で行ってきまし
た。気付いたら「国産らっきょうは上
沖産業」と言われるようになりました。
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農業 林業 漁業

木田組生コン 有限会社

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業
卸売業
小売業

●事業内容：レディーミクストコンクリート製造・販売
●所在地：西臼杵郡日之影町大字七折12304-5 ●創立：1974年 ●従業員数：36名
● TEL：0982-87-2732 ● MAIL：info@kida.gr.jp
● HP：https://kida.gr.jp
仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

大型自動車・大型特殊自動車免許・車両系建設機械（整地・運搬・積込・掘削用）運転技能講習

金融業
保険業

地域の発展の基礎となる生コンを、高品質で

不動産業
物品賃貸業

宮崎県西臼杵郡日之影町に本社、宮崎市田野町と鹿児島県姶良市加治木町に工場を持つ生コン製造会社で
す。人々の生命・財産・生活を守るための社会インフラを形成する資材である生コン（正式名称：レディー
ミクストコンクリート）。運搬時間が 90 分という制限のある商品ですが、それを、高い品質・安定した供
給量・信頼して頂ける接客マナーで、それぞれの地域の発展への願いを込めて最善の状態で提供できるよう、
常に心掛けています。

飲食業

わが社の POINT

教育
学習支援業

❶ 人と地域を守るコンクリート

医療
福祉

コンクリートは地域づくりの基礎であ
り、人の命や財産を守るもの。その品
質向上に日々取り組み、社会の多種多
様なニーズに応えられるようチャレン
ジ精神をもって仕事をしています。

❷ 社員の子育て支援をサポート
サービス業
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高校・短大・大学生の子どもを持つ社
員へ、会社独自の育英資金制度を 20 年
以上前から運営。社員だけでなくその
家族も含めて大切にし、長く働ける環
境づくりに取り組んでいます。

Message

経営者からのメッセージ

自分の仕事が人の生命・財産・生活を
守り、地域を基礎から支え、後世に
形として残っていく、そんなやりがい
のある仕事です。各種保険・制度も充
実しており、常に前を向いて歩みを
止めない、未来志向の会社です。

会社
業界の今後のために尽力
自慢
一般的な生コンクリート以外にも透水コ
ンクリート「ドライテック」などの特
殊コンクリート製造実績多数。「信頼の
製品・一流の信用・明るい生活」を経営
理念に生コン専業企業としての誇りを
持って、毎日の業務に取組んでいます。

農業 林業 漁業

株式会社 九州コガネイ

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業

仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

卸売業
小売業

●事業内容：エアバルブ等の製造・組み立て
●所在地：都城市高木町7111番地4 ●創立：1991年 ●従業員数：103名
● TEL：0986-38-6111 ● MAIL：gotoh-rs@koganei.co.jp
● HP：https://kyushu-koganei.co.jp/
空気圧装置組立て技能士

金融業
保険業

高度な自動化・省力化機器を手掛けるエレクトロニクス企業

❷ 技能検定などスキルアップをサポート

会社
JAXA と連携
自慢
サービス業

通信教育などの受講料補助をはじめ、
スキルアップのための技能検定の受検
をサポート。重要なスキルのひとつで
ある空気 圧技能 検 定は社内講習も実
施しています。

小さい部品から大きい部品まで扱い、
少しのズレでも不良品となってしま
う繊細な仕事です。日々責任ある仕
事を任され、やりがいを感じていま
す。幅広い世代の人が楽しく働いて
いて、福利厚生も充実しています。

医療
福祉

年間休日が 121 日と多く、休日や有 給
休暇を利用して趣味を楽しむなど仕事と
プライベートを両立できます。また、新
入社員研修なども充実しており、安心し
て社会人生活をスタートできます。

先輩からのメッセージ

教育
学習支援業

❶ 年間休日が多くプライベートも充実

Message

飲食業

わが社の POINT

不動産業
物品賃貸業

弊社は、空気圧機器メーカーである（株）コガネイの国内第３の生産拠点として 1991年に設立。クリーン
で安全、低コストのエネルギー源である空気圧を利用したエアバルブなどの制御機器（空気圧機器）をはじ
め、センサスイッチ、電装製品、金属加工品などの製造・販売を行っています。弊社の製品は、さまざま
な産業の自動化・省力化システムに採用されるなど、幅広い分野に貢献。便利で豊かな私たちの生活を支
えています。

弊社の母体である（株）コガ
ネ イ で は、JAXA と 月 面
探査などに使用する自走ロ
ボットの共同開発をスター
ト。新しい分野へのチャレ
ンジも始めています。
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農業 林業 漁業

株式会社 九州大真空

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業
卸売業
小売業

●事業内容：電子部品製造
●所在地：児湯郡川南町大字川南20013-2 ●創立：1976年 ●従業員数：101名
● TEL：0983-47-0345 ● MAIL：k-kurogi421@kds.info
● HP：https://kds-kyusyu.jbplt.jp/
仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

情報処理・パソコン設備保全・CAD 資格、品質管理スキル等

金融業
保険業

製品の中の見えない所で豊かな社会に貢献

不動産業
物品賃貸業

当社が製造する水晶デバイスは、スマートフォン等の情報通信機器やウェアラブル機器、自動車といった身
近なものからロボットや産業機器等まで、様々な分野において欠かすことのできないものであり、業界シェ
アトップクラスの「高精度水晶発振器」は世界中のあらゆる製品に組み込まれています。令和元年 8 月開始
のウェハ研磨事業は次世代通信機器デバイスの材料加工業であり、これからさらに進化・発展していく時代
を支えていきたいと考えています。

飲食業

わが社の POINT

教育
学習支援業

❶ 世界に繋がるモノづくり

医療
福祉

株式会社大真空のグループ会社として、
国内外で製造と販売を行っています。
人工水晶を用いた電子部品を製造して
いる会社は珍しく、素材により近いモ
ノづくりを行っています。

❷ 福利厚生も充実
サービス業
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年間休日は 124 日で１か月の出勤は
20 日程度。交替勤務もありますが、
その分昼間の時間を有効に使うことも
できます。労働組合もあり職場環境の
改善も積極的です。

Message

先輩からのメッセージ

入社当初は不安と難しさを感じてい
ましたが、丁寧に指導して下さる先
輩方のお陰で心配が吹っ飛びまし
た！世界の様々な場所で活躍するも
のを造っていると思うと、もっと仕
事への知識を高めようと思えます。

会社
水晶専業の電子部品会社
自慢
当社グループは、自社で人工水晶
を造り、それを電子部材へ加工し、
生産から販売までを一貫して行っ
ている、水晶専業の電子部品会社。
まだまだ伸びしろがあり、成長を
実感できる会社です。

農業 林業 漁業

株式会社 共立電機製作所

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業

仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

卸売業
小売業

●事業内容：高圧受変電設備及び LED 照明の開発・製造・販売
●所在地：宮崎市高岡町高浜1495-55 ●創立：1967年 ●従業員数：321名
● TEL：0985-72-7880 ● MAIL：oubo@mgc-kyoritsu.co.jp
● HP：https://www.kyouritsu-denki.com/
電気工事士

金融業
保険業

宮崎から全国を視野に、働きやすい環境を

❷ 著名物件への納入実績

看板
高圧受電設備（キュービクル）
商品
サービス業

当社の納入先のほとんどは関東・関西方
面。中には小さい子どもでも知っている
ような有名な物件もたくさんあります。
誰かに自慢したくなる、そんな仕事に携
われることも当社の自慢です！

当社は全 3 8 種の仕事があり、自分
に適した業種を選択できます。私も
今年入社したばかりですが、入社前
から希望していた人事に早速配属さ
れました。経験年数に関係なく、や
る気次第で成長できる会社です。

医療
福祉

当社は入社するとすぐ、それぞれに教
育担当が付き、一緒に作業を行います。
また、平均年齢が 35 歳と比較的若い
世代が多いので、部活動や共通の趣味
を通し、社員同士の交流が活発です。

採用担当からのメッセージ

教育
学習支援業

❶ 社員同士の風通しが良い！

Message

飲食業

わが社の POINT

不動産業
物品賃貸業

電気を供給する配電事業を軸とする研究・開発・製造で、日本全国を視野にした事業展開をしています。
社是は「育人 敬客 愛品」。ものづくりの現場で常にチャレンジし、良い製品を作り続けていくために、
毎日必ず時間を作って整理整頓やラジオ体操などの環境づくりに社員全員で取り組んでいます。福利厚生
も充実。社員寮や奨学金返還支援制度、企業主導型保育施設、ほかにもたくさんの福利厚生があり、安心
して長く働ける環境が整っています。

完全オーダーメイド制。設置する
建物に合わせて、見た目も中も設
計します。キュービクルを生産
する工場では珍しい一貫工場体
制！受注から出荷まで全てひと
つの工場内で行っています。
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農業 林業 漁業

株式会社 キョーリツ

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業
卸売業
小売業

●事業内容：加工業
●所在地 ：日南市北郷町郷之原乙525-1 ●創立：2018年 ●従業員数：９名
● TEL：0987-55-2271 ● MAIL：kyoritu-ishida@athena.ocn.ne.jp
● HP：https://www.kyoritsu2018.com/info

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

金融業
保険業

ものづくりを通した社会貢献を誇りに

不動産業
物品賃貸業

当社は 2018 年、日南市北郷町に設立。経験豊かな社員の豊富な知識と高い技術を用いて、お客様のニー
ズにあわせた一般産業用機械・装置製造・部品加工に携わってきました。頭の中にあるイメージやアイディ
アを再現し、加工製作、組み立てていきます。得意とするステンレス・鉄・アルミ・銅・チタンなどの
金属加工・溶接のほか、最近はセラミックの平面研磨も行うなど、さらなる成長を目指して日々努力を重
ねています。

飲食業

わが社の POINT

教育
学習支援業

❶ ものづくりの喜びがつまった仕事

医療
福祉

お客様のニーズを広く深く考え、どん
な素材、どんな工程で仕上げていくか
は職人の腕次第。アイディアや技術、
それを実現するまでの情熱が形になっ
た時が仕事の一番のやりがいです。

❷ 新しいことにチャレンジする社風
サービス業
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技術や素材はどんどん新しいものが出
てきます。今の自分に満足することな
く前向きに挑戦する仲間を、社員みん
なで応援するのが当社の社風。一人の
挑戦が会社全体の成長に繋がります。

Message

経営者からのメッセージ

社員のやる気は、会社をあげて応援
します。経験がない方や技術を学び
たい方には、熟練の先輩たちが親身
になって一から教えるので心配あり
ません。一緒に宮崎のものづくりを
盛り上げていきましょう！

会社
マシニングセンター（フライス盤）
自慢
いくつもの切削工具が、コンピュータ
の指令により自動で工具を交換。様々
な加工を連続して行えます。金属の材
料を加工して図面の部品を製作し、自
分が好きな形状部品も製作可能です。

農業 林業 漁業

清本鐵工 株式会社

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業

仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

卸売業
小売業

●事業内容：一般機械器具製造・メンテナンス、鋳鋼品製造
●所在地：延岡市土々呂町6-1633 ●創立：1937年 ●従業員数：501名
● TEL：0982-24-1111 ● MAIL：saiyou@kiyomoto.co.jp
● HP：https://www.kiyomoto.co.jp/
機械系に関するスキル、資格

金融業
保険業

日本のものづくりを支える

❷ スキルアップできる

会 社 実は皆さんの
自 慢 身近なところに ……
サービス業

仕事に必要な資格取得や知識・スキル
習得に掛かる費用は、すべて会社が負
担します。多くの知識やスキルを身に
付けながら仕事ができ、成長した分、
能力を発揮できる環境が整っています。

地元の方の採用が多く、地域に密着
した会社でありながら海外を相手に
大きな仕事ができることが会社の強
みです。工場見学やインターンシッ
プを積極的に受け入れていますの
で、ぜひ、見学にお越しください。

医療
福祉

仕事は一人でするのではなく、たくさ
んの社員やお客様とコミュニケーショ
ンを取りながら進めていきます。その
分、製品が完成した時、工事が完遂し
た時は大きな達成感を得られます。

採用担当からのメッセージ

教育
学習支援業

❶ チームで協力する達成感が大きい

Message

飲食業

わが社の POINT

不動産業
物品賃貸業

私たちは製品事業、メンテナンス事業、鋳鋼事業の 3 つの事業を柱とする総合技術メーカーです。コン
ビニのお弁当を調理する機械やソフトキャンディを作る機械、橋などの大型鋼構造物や発電所機器等の
製作、大型の船舶の錨・海洋構造物用鋳鋼品や発電機器・鉱山機械用鋳鋼品等の製造、大型生産設備の
メンテナンス… どの事業も、熟練の技術者が高いプロ意識で誠実に仕事と向き合うことで、お客様のあ
らゆるニーズに応えています。

清本鐵工が作るもの。それは「鉄に関
するものは何でも」です。橋、歩道
橋、キャンディを作る機械、船の錨な
ど …… 実は皆さんの身近なところで
「キヨモト」の製品が活躍しています。
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農業 林業 漁業

倉本鐵工 株式会社

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業
卸売業
小売業

●事業内容：水力ダム・発電設備のメンテナンス・製作・据付
●所在地：日向市大字日知屋17305 ●創立：1967年 ●従業員数：39名
● TEL：0982-52-4489 ● MAIL：info@kuramoto.to
● HP：https://www.kuramoto-iw.com/
仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

溶接資格、技能士資格

金融業
保険業

創業から 50 年。水力発電所のスペシャリスト

不動産業
物品賃貸業

自然界にある水を利用して電気を発電する水力発電は、二酸化炭素を排出しない、純国産のクリーンエネ
ルギー。その発電所関連の機械・機器・設備については、設計・製作・据付など、関連する仕事が幅広い
分野にまで及び、一つの設備を作り上げるために電気工事や土木工事など職種も多種多様。創業から 50 年
間発電所の仕事に携わり、
「発電所を知り尽くしているからこそ、いざという時も頼りにされる」をモットー
に、絶大な信頼を頂いています。

飲食業

わが社の POINT

教育
学習支援業

❶ 国や地域の発展に貢献できる仕事

医療
福祉

水力発電は国のエネルギー政策の一環
であり、CO 2 を排出しないクリーン
エネルギーです。その設備を守る仕事
は「地域とともに社会の発展へ貢献」
していることに繋がっています。

❷ 大型重量物の製造・運搬ができる
サービス業
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弊社の第二工場は「国際物流特区」の
指定を受けている地域にありますの
で、大物（重量物）の製造、移動が可
能です。また細島港が近く輸送も容易
であることも、大きな強みの一つです。

Message

経営者からのメッセージ

現存する発電所を大事に使い続ける
ため、
「修繕前より機能を向上させ、
生き返らせる」という使命感を持っ
ています。また全社員に対し技術面
だけでなく総合的な人間力の向上も
重視した教育を行っています。

会社
仕事も趣味も活発に！
自慢
ベテラン層から若い世代まで幅広い
年齢層となっており、明るく元気な職
場です。また、各自の趣味を生かした
活動（野球・サッカー・釣り・登山・
ゴルフ）も仲間同士で楽しんでいます。

農業 林業 漁業

株式会社 栗山ノーサン

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業

仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

卸売業
小売業

●事業内容：豚肉・鶏肉を使った加工品の製造・販売
●所在地：都城市横市町9762番地1 ●創立：1978年 ●従業員数：92名
● TEL：0986-23-8491 ● MAIL：kuriyama@kuriyama-nosan.com
● HP：http://www.kuriyama-nosan.com

しっかりとあいさつが出来るなど、基本的なコミュニケーションがとれる方。食べ物に興味がある方。
金融業
保険業

豚肉の副生物を逸品に変える

看板
おさつポークの生ジャーキー
商品
サービス業

「お客様が喜ぶ商品とは？」などの課題
を若手社員中心に意見を出し合い、商品
開発や問題解決に役立てています。また、
「とんそく」を皆様に知ってもらうため
のイベントを定期的に実施しています。

私は、製造部門のリーダーとして働
いています。仕事上で一番大事にし
ていることは、チームワークです。
「明るく、そして真剣に」を心がけ、
チームで業務にあたっています。皆
様に美味しい商品を届けるために、
日々の業務を頑張っています。

医療
福祉

❷ 本当は美味しい素材（副生物）
を知ってもらうには !?

先輩からのメッセージ

教育
学習支援業

❶ 他社に負けない、ハイレベルの食肉工場
2017 年 10 月に、全国でもトップクラ
スの衛生管理と最新設備を備えた工場
を新たに建設しました。工場から出荷
された商品は、主に卸売業者を通じて
全国の飲食店やスーパーなどで販売し
ています。

Message

飲食業

わが社の POINT

不動産業
物品賃貸業

弊社では、主に豚肉の処理と加工品の開発・製造・販売を行っています。
「頂いた命を無駄にしない」
をモットー
に、豚肉出荷額日本一の都城市にて、豚足や豚内臓など、「手をかけて初めて食べられるようになる素材
（副生物）」を加工する食品メーカーです。まだまだ一般的には馴染みのない食材を使って、独自の商品開発
力や製造技術により、誰からも好まれるような商品を作り、社員一丸となって「日本一のとんそく屋」を
目指しています。

弊社には、
「羽根つき豚足」や「おさ
つポークの生ジャーキー」など、他
社にない「オンリーワン」の商品が
多数あります。
「頂いた命を無駄にし
ない」という気持ちを胸に、自慢の
商品を全国に届けています。
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農業 林業 漁業

K・P クリエイションズ 株式会社

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業
卸売業
小売業

●事業内容：印刷、デザイン、編集、出版、食品コンサルティング
●所在地：宮崎市旭1-6-25 ●創立：1936年 ●従業員数：25名
● TEL：0985-24-4155 ● MAIL：koyanagi@koyanagi.co.jp
● HP：http://www.koyanagi.co.jp
仕事で役立つ資格やスキル

イラストレーター・フォトショップの操作、ライティング経験

金融業
保険業

「地域」と「食」のブランディングのお手伝いをいたします

不動産業
物品賃貸業

弊社は創業 85 年目を迎えました。令和３年からは、「地域の生産者様・メーカー様・自治体様」と「食の
バイヤー様」をつなぐ新サービス「タメショク（試食）」の全国展開をスタートいたしました。Web ＆
カタログ D M 発送 ＆ オンライン商談 ＆ セミナー ＆ 流通 ＆ ＰＲを行い“売れる商品”つくりのお手伝いをい
たします。また、企業や自治体様のオンライン・プロモーション事業や動画プロモーションなどの PR も
行っています。

飲食業
教育
学習支援業

わが社の POINT

Message

❶ 全国の企業・自治体の仕事ができる

入社して１年目です。私は、幅広く
クリエイティブな事業内容に興味が
湧き、入社に至りました。会社は若手
の意見も積極的に取り入れ、それを実
現しています。また、風通しも良くの
びのびと成長を感じられる職場です。

医療
福祉

弊社は宮崎を中心に活動していますが、
県内はもとより県外の企業、自治体の
お仕事も数多く手掛けています。地域
を問わない感性を身につけることがで
きるため、とてもやりがいがあります。

❷ 幅広くクリエイティブなジョブ
サービス業
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□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

刊行物や、WEB の記事取材・ライティン
グ・ビジュアルの提案はもちろん、企画の
段階からプランニングに携わることができ
ます。出版物から WEB サイトなど、様々
なジャンルのコンテンツ制作が得意です。

先輩からのメッセージ

看板
発見たんけん宮崎県
商品
小中学校のキャリア教育を支援
する目的で誕生した冊子。業種
別にそれぞれの仕事や、働くこ
との意味が載せられており、毎
年４月に県内小中学校に献本。
全国展開もしています。

農業 林業 漁業

株式会社 児湯食鳥

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

金融業
保険業

日本最大規模の畜産インテグレーター

看板
児湯食鳥ブランド鶏
商品
サービス業

｢会社は人を幸せにするために存在す
る｣ という企業理念のもと、私たちが
生きていく上で最も大切にしたい感謝
のこころを常に忘れることなく仕事に
取り組んでいます。

私は入社４年目で、ベトナムの子会社
に出向中です。現在は、鶏肉加工品の
輸出などを担当していますが、今後は
ベトナム以外の海外販路の開拓にも
携わりたいと思っていて、挑戦と学
ぶ姿勢を忘れずに頑張っています。

医療
福祉

❷「感謝のこころ」を忘れずに

先輩からのメッセージ

教育
学習支援業

弊社は、日本最大規模の畜産インテグレー
ターとして、全国の食卓に安心・安全な
鶏肉を提供しています。さらに、業界で
初めてベトナムに進出し、成長著しいア
ジア市場の開拓に取り組んでいます。

飲食業

❶ 宮崎から全国、アジアの食卓へ

Message

不動産業
物品賃貸業

弊社は、昭和 41年の創業以来、食を通じて皆様に貢献できる企業でありたいと願い歩んできました。現在、
グループ 10 社のネットワークで全国の食卓に、まごころ込めてつくった鶏肉をお届けしています。
「ありが
とうのこころをあなたに」をスローガンとして掲げ、社員一人ひとりが、人との巡り合いを大切にし、たく
さんの人々の温かい心に支えられて今日があることを常に意識しながら仕事に取り組んでいます。

わが社の POINT

卸売業
小売業

●事業内容：鶏肉処理・加工・販売
●所在地：児湯郡川南町川南21622-1 ●創立：1966年 ●従業員数：1,057名
● TEL：0983-27-1165 ● MAIL：koyu-mail@koyushokucho.co.jp
● HP：https://www.koyushokucho.co.jp/

生産者の徹底した品質管理と、うま
い鶏づくりへのこだわりが生んだ児
湯食鳥ブランド鶏。長年の経験に基
づいた独自の工夫と改良が加えられ
た商品は、銘柄鶏として高い評価を
受けています。
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農業 林業 漁業

サンキョーミート 株式会社

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業
卸売業
小売業

●事業内容：食肉処理加工
●所在地：小林市細野2516 ●創立：1981年 ●従業員数：160名
● TEL：099-474-1118 ● MAIL：info@sankyomeat.co.jp
● HP：http://sankyomeat.co.jp
仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

第二種電気工事士

金融業
保険業

南九州で育った牛と豚を世界の食卓へ届ける

不動産業
物品賃貸業

伊藤ハム（株）のグループ会社として、南九州の豚と牛を食肉に加工し、全国のスーパーや海外へ提供して
います。一日に食肉となる豚は約 1,100 頭、牛は約 40 頭で、納品先に応じたカット規格を効率よく的確
に行っています。食に対する安全・安心を確実にするため I S O22000 の認証を取得。品質管理、衛生管
理を徹底し、日々レベルアップを図っています。また、I S O14001も取得。命をいただく恩返しのつもり
で環境に優しい企業活動も行っています。

飲食業

わが社の POINT

教育
学習支援業

❶ 徹底した生産管理で食生活に貢献

医療
福祉

消費者の食品の安全性に対する関心は、
日本のみならず国際的に高まっていま
す。食品の安全性と品質、事業活動が及
ぼす環境への影響をシステムとして管
理するため、
国際規格を取得しています。

❷ 環境負荷低減への取り組み
サービス業
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エネルギーの一部に液体天然ガスを導
入。環境負荷への低減や省エネ効果が
期待できます。エネルギー管理の改善
や技術の向上の成果が評価され「2013
年九州経済産業局長賞」
を受賞しました。

Message

先輩からのメッセージ

仕事は連係プレー。次の工程のこと
を考えて仕事を行います。命を扱う
重みのある仕事だからこそ、責任が
あり、やりがいがあります。食肉を
つくる工程は覚えることも多いので、
向上心を持って仕事に取り組めます。

看板
鹿児島県産黒豚「黒の匠」
商品
飼育期間はおおむね 200日以上
とじっくり丹念に育て上げた、
「豊
かな旨みときめ細かい肉質」の
鹿児島県産黒豚の自信作。サツマ
イモを含む専用の飼料を与え、旨
みとこくを一層引き出しました。

農業 林業 漁業

三和ニューテック 株式会社

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業

仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

卸売業
小売業

●事業内容：電子機器の開発・設計・製造（ODM・EMS）
●所在地：宮崎市清武町正手1丁目11番地 ●創立：1970年 ●従業員数：124名
● TEL：0985-85-1234 ● MAIL：m_kubo@sanwa-newtec.co.jp
● HP：http://web.sanwa-newtec.co.jp/

CAD、アセンブラ、「Ｃ」・
「Ｃ++」言語（組込ソフトウェア）、電気電子工学の基礎知識
金融業
保険業

「下町ロケット」のような数々のドラマが生まれる会社です

❷ モノづくりに対する熱い思い

看板
ロコモ測定機器
商品
サービス業

「企業は人なり」が会社の精神です。
特に開発・製造部門のモノづくりへの
探求心やこだわりは自慢の一つです。
社員が自然に打ち解けられ、モノづく
りの楽しさや喜びを語り合えます。

弊社は 「ゼロからモノを生み出す
力」を持っています。自身のアイデ
アが通りやすく、先輩方のサポート
もあり、集中してモノづくりに打ち
込める環境が整っています。情熱や
挑戦する心のある人は、ぜひ！

医療
福祉

弊社は、1970 年に創業して 50 年以上
にわたって技術力を磨いてきました。
それを生かし、新製品をゼロからつく
りあげて社会に貢献してきました。こ
の技術力が、他には決して劣らない強
みです。

採用担当からのメッセージ

教育
学習支援業

❶ 積み上げてきた技術力

Message

飲食業

わが社の POINT

不動産業
物品賃貸業

弊社は、電子機器の企画から開発・設計・製造・販売まで一貫して行うメーカーです。主力製品は TV
視聴デバイスや、様々な場所で利用されているカード処理機器です。近年、宮崎大学と共同で歩行計測
器などのセンサー・I C 応用機器分野なども開発しており、「自分の作った製品が世の中で使われる」と
いうモノづくりの醍醐味を味わうことができます。特に工業系出身の学生が学んできたことを生かせる
会社です。

弊社と宮崎大学で共同開発した「ロ
コモ測定機器」が「第７回ヘルスケ
ア産業づくり貢献大賞」で特別賞
を受賞しました。歩行機能低下の改
善を意識付けるツールとして役立て
られています。
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農業 林業 漁業

株式会社 システム技研

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業
卸売業
小売業

●事業内容：産業用省力化装置の設計・製作・部品加工
●所在地：都城市吉尾町1989-1 ●創立：1985年 ●従業員数：49名
● TEL：0986-27-5300 ● MAIL：soumu@sys-gi.co.jp
● HP：http://www.sys-gi.co.jp
仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

CAD 経験や EXCELなどの基本的な PC スキル、ものづくりへの興味

金融業
保険業

高い技術を目指して日々挑戦するモノづくり集団

不動産業
物品賃貸業

当社は「産業用省力化装置」の設計・製作と「精密な金属部品」の製作をしている会社です。ロボットや
画像技術を駆使しながら、自動車やスマートフォンなどを製造するための生産設備を、独自のアイデアと
技術力で開発しています。また、得意とする精密な金属加工品で次世代半導体分野に貢献。中小企業なので、
少数精鋭・フットワークの軽さを目指しています。モノづくりが好きな人たちの集まりで、高い技術を目
指して日々チャレンジしています。

飲食業

わが社の POINT

教育
学習支援業

❶ 都城市から全国の企業の仕事を！

医療
福祉

製作拠点は都城市ですが、客先のほと
んどが県外。出張などで都会や県外、
海外の空気感を味わえるため、新しい
情報も発見できます。さまざまな分野
にも挑戦でき、やりがいがあります。

❷ 技術指導はマンツーマンで
サービス業
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当社開発の技術が大手自動車メーカー
に認められ、ハイブリッドカーを動か
す心臓部で活躍しています。これらの
技術を継承するため、マンツーマンで
指導。志のある人をじっくり育てます。

Message

先輩からのメッセージ

「思い描いたアイデアが現実の装置と
なって、イメージどおりに動き出した
ときの喜びは、それまでの苦労から一
転、達成感と満足感で一杯になる」と
社員たちが話をしてくれます。ぜひそ
の喜びを一緒に感じませんか？

会社
“世の中にないものを生み出す”
が基本
自慢
機械設計・電気設計・金属加工など
技術力が満載！カップラーメンの
カップに穴が開いていないかを検査
する機械や、ハイブリッドカーの電
池を検査する装置など、生産機械に
携わっています。

農業 林業 漁業

株式会社 シンコー

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業

仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

卸売業
小売業

●事業内容：練りゴム・工業用ゴム製品の製造
●所在地：都城市高城町大井手1945-1 ●創立：1969年 ●従業員数：169名
● TEL：0986-58-2560 ● MAIL：info@kyushu-shinko.co.jp
● HP：http://kyushu-shinko.co.jp

フォークリフト・玉掛け・ホイスト式クレーン・乙種危険物取扱者（第四類）・電気関係資格等
金融業
保険業

設立から半世紀、情熱で取り組むものづくり

Message

❶ アイディアを発信・実現できる環境

わが社は福利厚生が充実していま
す。例えば育児及び介護休業からの
復帰率は 100％。家庭と仕事を両
立しながら働くことができます。ま
た役職、年齢に関係なく気軽に話せ
る雰囲気も働きやすさの一つです。

会社
練りゴム
自慢
サービス業

利益の１/３を、役職に関係なく従業員
に一律還元する「決算賞与制度」があ
ります。毎月従業員に売上と利益の目
標・結果を明示することで目標が明確
になり作業の効率化が進んでいます。

医療
福祉

❷ 明確な目標がやる気に直結

採用担当からのメッセージ

教育
学習支援業

各部門の改善を推進しており、社員の
考え・意見を取り入れる「改善提案制
度」があります。これによりモチベー
ション高く仕事に取り組むことがで
き、順調に利益を伸ばしています。

飲食業

わが社の POINT

不動産業
物品賃貸業

私たちの会社は、地元の人材を中心に事業拡大をしてきたゴム製品製造メーカーです。グループ関連会社
として、大阪、韓国、中国に事業所を置き、グローバル展開を図っています。私たちはゴム素材の設計・
開発から製品製造に至るまで一貫してできる技術・製造部門と、製造に必要な設備の設計、開発を社内で
行える部門を有し、多くのお客様のニーズにお応えできる体制で、高品質で細かい納期対応・サービスを
心掛け、高い評価を頂いております。

ゴム製品の製造上欠かせない「練
りゴム」を設計から製造まで担
える九州唯一の会社。お客様の
ご要望をもとにそれぞれの用途
に合わせた配合設計を行い、高
品質の練りゴムを製造します。
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農業 林業 漁業

千住技研 株式会社

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業
卸売業
小売業

●事業内容：はんだ製品の製造・販売
●所在地：宮崎市佐土原町東上那珂17880番地25 ●創立：2006年 ●従業員数：100名
● TEL：0985-30-5520 ● MAIL：sgc-saiyo@senju.com
● HP：https://www.senju.com/ja/

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

金融業
保険業

電子機器の進化を支える高品質のはんだ製品を世界へ

不動産業
物品賃貸業

今や私たちの日常生活に欠かすことのできないパソコンやスマートフォンなどの電子機器。弊社は、こう
した電子機器の内部に使用される「はんだ微粒子（マイクロボール、マイクロパウダー）」を製造してい
る会社です。電子機器の小型化・多機能化が進むにつれて、はんだ製品の需要は年々増加。弊社の製品は、
超小型半導体の接続部分に使われる高品質のはんだとして、日本国内のみならず、海外へも出荷されてお
り、世界のものづくりを支えています。

飲食業

わが社の POINT

教育
学習支援業

❶ 社員の健康維持をサポート

医療
福祉

福利厚生の一環として、保険料を会社
が全額負担する「がん保険制度」を用
意。また、医療機関の受診で発生した
医療費の一部を会社が負担する「医療
費会社負担制度」も設けています。

❷ 休暇を取得しやすい職場環境
サービス業
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週 休 ２ 日 や 年 末 年 始、 ゴ ー ル デ ン
ウィークなどの長期休暇はもちろん、
有給休暇を１時間単位で取得すること
も可能。若い社員が多く、
コミュニケー
ションが取りやすい職場です。

Message

先輩からのメッセージ

弊社の製品は世界中のいたるところ
で使用されており、間接的ではあり
ますが、
“世の中に貢献している”と
感じることができます。自分の発想
力やアイディアを生かして、世界の
ものづくりを支えていきませんか。

会社
世界トップクラスのシェア
自慢
弊社のはんだ製品は、世界
でもトップクラスのシェア
を獲得。
「千住技研」という
名前は知らなくても、私た
ちの製品や技術は皆さんの
身の回りで活躍しています。

農業 林業 漁業

株式会社 高嶺木材

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業

仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

卸売業
小売業

●事業内容：製材業、乾燥材加工、プレカット
●所在地：日南市伊比井173-1 ●創立：1943年 ●従業員数：135名
● TEL：0987-29-1234 ● MAIL：info@taka-moku.co.jp
● HP：http://www.taka-moku.co.jp
フォークリフト運転資格

金融業
保険業

飫肥杉を原料に住宅の優良材料を造る会社

❷ 働きやすい職場づくり

会社
各所で使用される当社木材
自慢
サービス業

働きやすい職場を目指し育児休暇の導
入や時短勤務など働き方を支援。事業
部ごとのチームワークや、他の部署と
の連携を図るため、懇親会やレクリ
エーションを開催しています。

木は生き物なので切ってどのように
製材し加工していくかが勝負。それ
が難しさであり、面白さです。仕事
はチャレンジ精神が大事です。何事
にもあきらめずに挑戦し、バランス
を取りながら進んでほしいです。

医療
福祉

管理職は 30 代が多く、業務のスピー
ドや対応力をみながら適材適所で配属
配置をしております。信頼を得るため、
ホウレンソウ（報告・連絡・相談）を
徹底し、顧客満足向上に努めます。

先輩からのメッセージ

教育
学習支援業

❶ 適材適所で配属配置

Message

飲食業

わが社の POINT

不動産業
物品賃貸業

本県は、杉の生産量日本一。その良質な原木飫肥杉を仕入れ、本社（日南）、都城工場、高原工場にて製
材・乾燥加工。住宅メーカーや工務店などの施工業者に、住宅の構造材やプレカット材を販売します。J R
九州の観光列車「海幸山幸」や、宮崎交通の「レトロバス」の内装材、また、スポーツの国際大会で使用
される施設に製品が採用され評判もよく、業績も好調です。若い人材も増え、エネルギー溢れる会社になっ
ています。

JR 九州観光列車「海幸山幸」
、
宮崎交通「レトロバス」で内装材
に使用。スポーツの国際大会で
使用される施設に製品が採用さ
れ評判もよく、業績も好調です。
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農業 林業 漁業

株式会社 デンソー宮崎

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業
卸売業
小売業

●事業内容：自動車用小型モータ製造
●所在地：東諸県郡国富町大字木脇4188 ●創立：1991年 ●従業員数：436名
● TEL：0985-75-1236 ● MAIL：kiyoshi.shiiba.j7p@jpgr.denso.com
● HP：https://www.denso-miyazaki.co.jp/

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

金融業
保険業

地域に、社会に、すべての人に

不動産業
物品賃貸業

株式会社デンソーのグループ会社の九州生産拠点として自動車用パワーウィンドモータ、パワーシート
モータなどを生産し、世界の自動車メーカに納めています。デンソースピリットに基づく行動を着実に実
践しながら、世界に通用するモノとサービスを提供しております。また、｢環境｣ ｢安心｣ ｢企業基盤｣ に
関する課題を､ 事業活動を通じて SDGs に貢献し、地域から愛される会社、地域にとってかけがえのない
会社づくりを目指しています。

飲食業

わが社の POINT

教育
学習支援業

❶ 最先端の技術と磨き抜かれた技能で勝負

医療
福祉

デンソーグループのレベルの高いもの
づくりは、私たちの技術と技能が支え
ています。生産する人、使う人目線の
設備づくりや独自の生産技術が、高い
品質と生産性を可能にしているのです。

❷ 共に学び常に向上
サービス業
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共に学び育つというチームを大切にし
た共育と、自分の技能を伸ばし競い合
う競育を実施。チームワークとコミュ
ニケーションを大切にし、高い技術力
を支える人づくりに力を入れています。

Message

採用担当からのメッセージ

人事総務として、特に人財育成に力
を入れています。階層別教育の整備
やオンラインでデンソー本社と宮崎
を結び最先端の教育を受けられるな
ど、社員の皆さんの活躍を支援する
環境づくりを進めています。

看板
車の小型モータ
商品
100 年に一度の大変革が起きよ
うとしている自動車業界で、自動
運転や電動化を支えるモータ。事
業と人の成長を進める中、自ら学
び、考え、新たな価値実現に挑戦
するあなたをお待ちしています。

農業 林業 漁業

東郷メディキット 株式会社

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

金融業
保険業

医療を通じて社会に貢献する

会社
透析用留置針と中島美術館
自慢
サービス業

業務については、徐々に習得して頂く
システムとなっているため、初めての
方でも安心して働ける職場です。また、
子どもが病気の時などは、お互いに助
け合い、臨機応変に対応しています。

私たちが開発・製造している医療機
器が患者さんの命を救うことに繋が
るため、誇りや責任感を持って業務
に取り組んでいます。働きやすい職
場で、一緒に世界の医療に貢献しま
しょう！

医療
福祉

❷ お互いに助け合える仲間がいる

先輩からのメッセージ

教育
学習支援業

若い社員も多く、野球やバレーボール
部等もあって自由な社風です。仕事が
集中する時期もありますが、土日祝日
の休み、夏季・冬季休暇がきちんと確
保されており働きやすい職場です。

飲食業

❶ 自由な社風で働きやすい

Message

不動産業
物品賃貸業

当社の人工透析用留置針の国内シェアは 55 ％、安全静脈留置針（輸液用静脈留置針）の国内シェアは
60％。その他にも、血管造影用・血管内治療用カテーテル等を製造していて、実は血管カテーテル専門の
医療機器メーカーです。現在、国内の人工透析の患者さんはもとより、世界各地の人工透析の患者さんに
利用いただいていますが、今後は人口が多く、食生活も豊かになり患者さんが増加している中国への輸出
も多くなるであろうと考えています。

わが社の POINT

卸売業
小売業

●事業内容：医療機器製造
●所在地：日向市大字日知屋字亀川17148-6 ●創立：1973年 ●従業員数：750名
● TEL：0982-53-8000 ● MAIL：jinji@togomedikit.co.jp
● HP：https://www.togomedikit.co.jp/

人工透析用留置針は国内シェア 55％、
針刺し防止と血液暴露防止の二つの
安全機能を備えています。2012 年
９月設立の中島美術館は、なんと県北
唯一の私立美術館なんですよ。
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農業 林業 漁業

外山木材 株式会社

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業
卸売業
小売業

●事業内容：一般製材
●所在地：都城市八幡町18街区7号 ●創業：1913年 ●従業員数：210名
● TEL：0986-22-0176 ● MAIL：soumu@toyama-woodsupport.com
● HP：https://toyama-woodsupport.com/
仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

簿記検定、フォークリフト（あれば尚可）

金融業
保険業

日本最高クラスの国産材製材工場

不動産業
物品賃貸業

大正 2 年に創業し、今年で 109 年目です。国産材製材工場の中では年間原木消費量 250,000㎥と全国上
位に入る生産量で、品質に関しても日本トップクラスを誇ります。都城市に 3 つの大型工場を有しており、
2019 年 1 月には、鹿児島県の志布志市に大型工場（70～ 80 名勤務）を稼働させました。近代化工場と
して年々品質を高め、全国に製品を販売しております。これからも日本一の製材工場を目指し、木材産業
を盛り上げて参ります。

飲食業

わが社の POINT

教育
学習支援業

❶ 日本一の製材工場を共に目指しましょう
「お取引先様と社会発展に貢献できる
会社」を目指し、製品・サービスの品
質向上に努め、皆様に信頼される日本
一の会社へと成長・発展して参ります。

Message

先輩からのメッセージ

若手の社員が多く、とても活気のあ
る会社です。また、先輩・上司がと
ても分かりやすく丁寧に指導して下
さるため、木材の知識がなくても安
心して働けます。これからも色々な
意味で楽しみな会社だと思います。

医療
福祉

❷ 社是を胸に日々励んでいます
サービス業
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木材業界の老舗企業として、信用と創意
工夫、そして熱意をもって、企業使命を
達成して参ります。そのためにも、社
是である「信頼と品質」、
「誠意と熱意」、
「知恵と連携」を念頭に働いています。

会社
日本トップクラスの設備
自慢
最新鋭の A I システムを導入した機械
を使い、日本トップクラスの生産量と
品質を誇る木材製品を作っておりま
す。また、最新の工場の敷地面積も広
大で 70,000 坪を超えています。こ
れは一般住宅で言うと、2,000 戸以
上の住宅が建つほど広大な敷地です。

農業 林業 漁業

株式会社 豊中ホット研究所

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業

仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

卸売業
小売業

●事業内容：工業用高圧ホース・ホットホース製造・販売
●所在地：宮崎市田野町乙1742-46 ●設立：1987年 ●従業員数：42名
● TEL：0985-86-1588 ● MAIL：info@toyonakahot.co.jp
● HP：https://www.toyonakahot.co.jp/
PC への知識や操作に明るいこと

金融業
保険業

液体・気体の温度制御を含めたヒーターホース専門メーカー

有名
豊中ホット研究所の CM
ＣＭ
サービス業

お客さまが弊社に注文する製品は多種
多様であり、ほぼオーダーメイドでつ
くっています。そのため、毎回変化に
富んだ“ものづくり”を体感できます。

指定休暇制度を導入し、オフの時間
を有効に活用できます。賞与も年に
３回支給、会社の業績が上がれば社
員への還元を積極的に行っていま
す。また、製品を通じて、社会に貢
献したという達成感も味わえます。

医療
福祉

❷ 製品はほぼオーダーメイド

採用担当からのメッセージ

教育
学習支援業

❶ さまざまな経歴を持った社員
新卒採用者はもちろん、異業種からの
転職者など、さまざまな経歴を持った
社員が在籍しているため、どんな人も
比較的馴染みやすい雰囲気がある会社
です。

Message

飲食業

わが社の POINT

不動産業
物品賃貸業

ヒーターホースの専門メーカーとして創業以来 50 年余の実績。お客さまのニーズに対応できる技術開発を
テーマに、自動車関係から食品、医療機器にわたる幅広い産業界で活躍中！国内外の代表的な多くの企業
や研究機関で採用されています。お客さまに提供するホースは人間に例えるなら「血管」と同じ。時にはトッ
プシークレットな流体が通ることもあります。温度や圧力、使用環境などを考慮し、オーダーメイドでし
か提供できない製品を届けています。

毎週日曜日の朝 10:30 から 11:00
に UMK テレビ宮崎さんで CM をオ
ンエア中です。目にしている方もい
るかもしれません。今回、イメージ
を一新しました。ぜひ御覧ください。
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農業 林業 漁業

株式会社 中園工業所

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業
卸売業
小売業

●事業内容：金属製品製造業
●所在地：延岡市粟野名町1772-1 ●創立：1974年 ●従業員数：115名
● TEL：0982-33-3943 ● MAIL：info@naka-zono.co.jp
● HP：http://naka-zono.co.jp

金融業
保険業

お客様のニーズに沿った商品

不動産業
物品賃貸業

液晶などに使用される FPD（フラットパネルディスプレイ）製造装置、家電にも使われている半導体製造
装置等、産業用装置全般の部品加工から溶接工 ･ 装置組立までを一貫し、受注しています。
「多品種少量生産」、
「高品質」、「短納期」、「低コスト」を目指し、お客様のニーズに合わせた商品をご提供できるよう努めて参
ります。また入社志望者は、営業や溶接工、検査員など本人の希望に沿って職種を選ぶことができます。

飲食業

わが社の POINT

教育
学習支援業

❶ 不安な場面でも先輩がしっかりフォロ－

医療
福祉

技術面では、
「バディ制」を取り入れて
おり、指導係の先輩とスキルアップを目
指します。工業系出身でなくても、入社
後のフォローアップ体制がしっかりして
いるので安心して仕事ができます。

❷ 新人も安心して製品を作れます
サービス業
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□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

高い精度の製品を作るため、最新鋭の
マシニングセンターを導入しておりま
す。機械の導入で入社間もないスタッ
フでも、熟練工と大差ない製品を作る
ことができます。

Message

先輩からのメッセージ

入社してまず驚いた事は、大小さま
ざまな工作機械が設置されていたこ
とです。ほかにも沢山の経験をさせ
ていただける会社なので、自分のス
キルアップにも繋がり、向上心を
持って取り組んでいます。

会社
他社に負けない施設・設備
自慢
◎令和元年７月に、組立工場クリーン
ルームも完備した「クレアパーク工場
（80m×30m）
」を設立 ◎ 三次元測定
機を導入したことで、高度な検査が
可能 ◎「地域未来牽引企業」に認定

農業 林業 漁業

有限会社 南海服装

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

金融業
保険業

合言葉は『パンツといえば、南海服装』

看板
南海服装といえば“パンツ”
商品
サービス業

当社には、縫製全般からミシンのメン
テナンスまで様々な仕事があること
や、産休育休・介護休暇なども取得し
やすいことから、従業員の大半が女性。
また勤続年数の長い人が多いです。

大学は県外でしたが、地元で働きた
くて入社しました。現在担当してい
る裁断は生産の入り口となるところ
なので、日々緊張感をもって作業し
ています。地元で世界レベルの仕事
ができることを誇りに思います。

医療
福祉

❷ 長く勤められる、働きやすい環境

先輩からのメッセージ

教育
学習支援業

昨今のコロナ禍で不足が社会問題と
なったマスクや医療用ガウン。その生
産を手掛けることで微力ながら地域社
会への貢献も果たしています。使い心
地が良く、繰り返し使えると好評です。

飲食業

❶ 縫製業を通して社会貢献

Message

不動産業
物品賃貸業

アパレルメーカーの商品を作り続けて 48 年目。心がけているのは、数を売るのではなく、一人ひとりが
満足できる商品を手間暇かけて作ること、そして小林市という土地に根差しながら付加価値を追求して
いくことです。創業以来の技術と経験を糧とし、職人が一つひとつ心を込めて製作。独自の検品基準を
クリアしたものだけを世に送り出し高い評価を得ています。ミシンに慣れれば、休み時間で、子ども用
の雑貨や個人の装飾品を作ることも可能です。

わが社の POINT

卸売業
小売業

●事業内容：製造業
●所在地：小林市堤2748-4 ●創立：1973年 ●従業員数：32名
● TEL：0984-24-5575 ● MAIL：nankai_sales@bell.ocn.ne.jp
● HP：http://www.craftpants.com

年 間 お よ そ 400 型 に も 及 ぶ、
様々なバリエーションのパンツ
を製造しています。見た目はも
ちろん、見えない部分にも細か
な技術が活かされた、着心地と
デザインの良さが自慢です。
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農業 林業 漁業

南国興産 株式会社

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業
卸売業
小売業

●事業内容：飼料・肥料の製造、養豚業、養殖業
●所在地：都城市高城町有水1941 ●創立：1973年 ●従業員数：245名
● TEL：0986-53-1041 ● MAIL：saiyou@nangokunet.co.jp
● HP：https://www.nangokunet.co.jp/
仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

普通自動車免許（AT 限定可）

金融業
保険業

資源循環型社会を構築し、地域農業を発展させる

不動産業
物品賃貸業

製造から販売まで一貫体制を設け、企業、農業、畜産業、水産業から排出される副産物の飼料化や、家畜排
泄物の肥料化、エネルギーとしての利用化を図り、社会的に重要な役割である資源循環、環境対策分野まで、
幅広く対応できる企業へ成長しました。畜産が盛んな南九州では、畜産副産物の量は当社設立から何倍に
もふくらんでいます。今後も、未利用資源を有効活用する「資源循環型社会の構築」を進めて、地域農業
の発展に役立っていきます。

飲食業

わが社の POINT

教育
学習支援業

❶ 改善提案制度

医療
福祉

改善提案制度を設けており、社員全員
で常に改善を試みています。毎月の全
体朝礼で提案内容の紹介を行い、新年
会では年間の優秀賞に対して、金一封
を送り表彰しています。

❷ 良質な豚肉「日向おさつポーク」
サービス業
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食品残さを加熱加工処理した飼料で、
のびのびと育てた豚を飼育。良質なで
んぷんと繊維質の多い国産のさつまい
もを加えることで、脂肪ののりを適度
に抑え、肉の甘みを引き出しています。

Message

採用担当からのメッセージ

当社は南九州の農畜水産業に欠かす
ことのできない役割を担っています。
農業や畜産への関わりはもちろん、
食べる大切さを学ぶこともできます。
多くの方に当社を知ってもらい、興
味を持ってもらえるとうれしいです。

会社
国内初鶏ふん発電ボイラーを設置
自慢
昭和 60 年より鶏ふんを燃料とする
特殊ボイラーを設置、さらに国内で
初の「鶏ふん発電ボイラー」を平成
14 年、平成 24 年には家畜全般を
処理できる「畜ふん発電ボイラー」
を設置しました。

農業 林業 漁業

株式会社 ニチワ

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業

仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

卸売業
小売業

●事業内容：自動車用精密金属小物部品の製造・販売
●所在地：日南市上方1765 ●創立：1973年 ●従業員数：165名
● TEL：0987-27-1311 ● MAIL：j-shigemura@nichiwa-corp.co.jp
● HP：http://www.nichiwa-corp.co.jp/
必要な資格は入社後に取得可能。資格取得費用の支援制度あり。

金融業
保険業

Bright，Fun & Power！

❷ ものづくりへのこだわり

会社
製品づくりを支える技術課開発係
自慢
サービス業

ものづくりで大切なことは、高品質の
製品を安定的につくり続けること。ニ
チワは車種やメーカーに合わせた設
計・開発が可能で、高品質な製品を量
産できるため、厚い信頼を得ています。

0.001 mm の精度を求められる製品
の維持管理も生産技術課の仕事の
一つ。部品が間に合わないとお客様
の工場がストップするので責任重大
です。一方で狙い通りに工程が整っ
た時は達成感があります。

医療
福祉

一人では完結しない仕事が多いため、社
員全員「明るく・楽しく・元気よく」、
思いやりとチームワークを大切にしてい
ます。私たちは「愛と和」を大切に、お
客様、地域の皆様、従業員と家族から最
も愛される企業をめざしています。

先輩からのメッセージ

教育
学習支援業

❶ 愛と和を大切に

Message

飲食業

わが社の POINT

不動産業
物品賃貸業

約 300 種類の自動車用精密金属部品を製造しています。「すべての人に身近な車だからこそ、良い製品を
作る責任がある。」私たちが造った部品で車が安全に走ることが、NICHIWA 社員の喜びであり願いです。
いつも「明るく、楽しく、元気よく !」をモットーに NICHIWA は進化を続けます！

ニチワが細かなオーダーに対応
できるのは、根幹となる冷間鍛
造用金型の自社設計開発 ・製作
技術があってこそ。将来は航空・
医療業界など異業種分野への挑
戦も見据えています。
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農業 林業 漁業

野崎グループ（野崎漬物 株式会社ほか）

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業
卸売業
小売業

●事業内容：食品・総菜製造、弁当店運営、物品購入卸
●所在地：宮崎市高洲町95 ●創立：1951年 ●従業員数：230名
● TEL：0985-24-7767 ● MAIL：k-miyazaki@nozaki-p.com
● HP：http://www.nozaki-p.com/
仕事で役立つ資格やスキル

管理栄養士を始め食品関連の資格、【製造部】フォークリフト・玉掛け・クレーン

金融業
保険業

「食卓の幸せ」を第一に

不動産業
物品賃貸業

野崎漬物は、昭和 26 年の創業より漬物を通して常に「食卓の幸せ」を大切にし、企業活動を行っています。
現在は、「食生活の総合プロデュース企業」として東京、神戸、鳥栖の支店から全国へ向け、漬物・生おせ
ち料理・宮崎名物鶏炭火焼・ひや汁などのフード商品をお届けしております。宮崎に根ざしているからこ
そできる企業活動を実践し、こうした考え方を社員一人ひとりが持つことによって、本当に魅力的な企業
になろうとしています。

飲食業

わが社の POINT

教育
学習支援業

❶ 企業の魅力となる人財の育成

医療
福祉

社員教育として、各種セミナーへの参画等
を通し、創造的なアイデアの発想と能動的
な行動ができるよう努めています。また、
福利厚生の向上、アスリート雇用など働き
やすい環境づくりにも尽力しています。

❷ 地元の文化や観光活動に協賛
サービス業
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□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

様々な青少年スポーツへの協賛・大会運営
や、小学生向けの野崎杯スポーツ大会を毎
年開催。また、宮崎を代表するお祭り「み
やざき納涼花火大会」にてフィナーレを飾る
「大淀川の架け橋」への協賛も行っています。

Message

経営者からのメッセージ

食＋スポーツ＝健康による、ワーク
ライフバランスの取れた心身ともに
健全な状態をつくれるよう商品づく
りに取り組んでいます。ぜひこれか
らも野崎グループとともに成長を楽
しみましょう。

看板
千本漬
商品
代表的な商品は宮崎の風物詩である櫓干
し大根を使った沢庵漬、通称「千本漬」
です。生大根を含む干し沢庵の製造メー
カーとしては、日本一の出荷量を誇って
います。これからもトップメーカーとし
て成長を続けていきたいと考えています。

農業 林業 漁業

株式会社 花菱塗装技研工業

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業

仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

卸売業
小売業

●事業内容：塗装業
●所在地：延岡市大武町39-70 ●創立：1943年 ●従業員数：89名
● TEL：0982-34-8228 ● MAIL：hanabishi@hanabisi.co.jp
● HP：http://www.hanabisi.co.jp/

乙種四類危険物取扱者・土木施工管理技士（鋼構造物塗装）・塗装技能士
金融業
保険業

塗装技術で、宮崎から世界へ！

会社
あの赤白も、あの黒も！
自慢
サービス業

自動車部品から建築物まで、塗装に関
する仕事は何でもやります。この業界
でも技術の進歩は著しく、高度な技術
を駆使し、美しさだけでなく耐久性も
兼ね備えた塗装を施します。

戦時中に塗装修繕工事会社から始ま
り、現在はトヨタの最上級車レクサ
スの部品を塗装するまでに成長しま
した。若い社員は先輩から指導を受
けながら技術習得に励み、分け隔て
なく意見を言い合える職場です。

医療
福祉

❷ 塗装で街をいつまでも美しく

経営者からのメッセージ

教育
学習支援業

❶ 経験より、素直さと挑戦する心
幅広い世代や外国人も在籍しており、
個性豊かな職場です。意見の言いやす
い風通しの良い環境が特徴です。仕事
は優しい先輩方が丁寧に教えてくれる
ので、未経験でも大丈夫です。

Message

飲食業

わが社の POINT

不動産業
物品賃貸業

大きなものから小さなものまで、使い道や部材にあわせ、塗装に関することなら一貫して行う会社です。
最近では新国立競技場のモニター枠の塗装も行いました。技術を磨き、職人の技を活かして街の景観や製
品の機能向上に役立つことで、宮崎から世界へ貢献していきます。当社に関わる全ての人に誠実に、感謝
の心をもって接することを心掛けながら、社員が健康な生活を送り、新しいことに挑戦できるよう、働き
やすい職場環境も整えています。

延岡のシンボルの一つ、旭化成の
赤白の煙突の塗装も、高級車レク
サスの部品塗装で自動車部品の中
でも難しいとされる「ピアノブラッ
ク塗装」も、花菱塗装の技術です。
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農業 林業 漁業

株式会社 日向屋

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業
卸売業
小売業

●事業内容：レトルト食品の企画・開発・製造・販売
●所在地：東臼杵郡門川町庵川西6丁目180番地 ●創立：2007年 ●従業員数：82名
● TEL：0982-63-7250 ● MAIL：jin@hyugaya-miyazaki.co.jp
● HP：https://hyugaya-miyazaki.co.jp
仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

パソコンスキル

金融業
保険業

宮崎の食材にこだわった安心・安全なレトルト食品を提供

不動産業
物品賃貸業

弊社は、23 年前に門川町に誕生しました。創業以来、レトルト食品の研究・開発を重ね、現在は鶏・豚肉
を使った日向屋ブランド製品を全国へ出荷しています。宮崎県産の原料にこだわった商品や食品添加物不
使用の安心・安全な商品は、有名スーパー・大手コンビニなどでも人気です。年々売上を伸ばし、2021年
春には新工場が稼働。「信頼」と「協力」を基本方針に、チームワークを大切にしながら社員みんなが目標
に向かっていきいきと仕事をしています。

飲食業

わが社の POINT

教育
学習支援業

❶ 幅広く仕事にチャレンジできる

医療
福祉

大手企業と違い、立候補をすれば部署の
垣根を越えて多くの仕事に関わることが
でき、社員の成長速度が速いです。経営
者との距離も非常に近いので、経営者目
線での判断も知ることができます。

❷ アイデアを直接伝えられる
サービス業
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自分たちで企画した商品を全国の量販
店などの得意先にダイレクトに提案で
き、全国に発信することができます。

Message

採用担当からのメッセージ

「会社を良くしたい」という強い気
持ちの社員が多く、全員で協力して
仕事をしていることを常に感じられ
る社風です。社員の意見などをすぐ
に受け入れてくれる風通しの良い文
化も魅力的です。

看板
鶏炭火焼
商品
宮崎の郷土料理、鶏炭火焼が弊社の
一番人気。国産親鶏を使用し、オリ
ジナルの塩胡椒・にんにく・ロース
トオニオンで味付けした鶏の旨みと
炭火の香ばしさが美味しい一品です。

農業 林業 漁業

福栄産業 株式会社

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業

仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

卸売業
小売業

●事業内容：ビニールハウス用資材・部品の製造
●所在地：西都市大字鹿野田11365-2 ●創立：1991年 ●従業員数：62名
● TEL：0983-43-0121 ● MAIL：miyazaki@fukuei-net.co.jp
● HP：http://www.fukuei-net.co.jp/

玉掛け・小型移動式クレーン運転技能講習 / フォークリフト等講習他
金融業
保険業

「農業は国の宝。国の繁栄は農業から。」

❷ 九州では有数の自社工場を構えています

看板
弊社を代表する商品の数々
商品
サービス業

私たちの工場では、すべての工程を自
社で行うので、製品の質・納期など生
産管理も万全です。さらに、工業用ロ
ボットの導入により、加工力が強化さ
れました。

「和気藹々（わきあいあい）
」が社訓
の一つです。創業者の会長が農業一
筋で会社を大きく成長させて来まし
た。
「農業は国の宝。国の繁栄は農
業から。
」をモットーに農業者とと
もに、
さらに成長させてみませんか。

医療
福祉

昨年より、日本製鉄株式会社が特許を
保有する信頼性の高い銅管で造管を開
始しました。お客様のニーズにお応え
できるよう、他社にない製品を全国へ
向け販売いたします。

採用担当からのメッセージ

教育
学習支援業

❶ 素材からこだわりぬいた造管

Message

飲食業

わが社の POINT

不動産業
物品賃貸業

日本の農畜産業をサポートする仕事です。「施設園芸用温室ビニールハウス」の設計・製造・加工・販売
から、
「 畜舎」の施工・販売など農畜産業者が効率的で生産性の高い作業ができるようサポートしています。
厳しい自然環境から大事な作物を守るビニールハウスだからこそ、施工には特に力を入れています。綿密
な測量・基礎工事から、機械化された組み立て・仕上げ作業まで、厳しい現場管理を行うことで早く正確
な施工を実現しました。

◎スーパーダイマ（高耐食性ハイテ
ン「鋼管」
）◎プルスフォグ（ドイ
ツから輸入している高性能ジェット
煙霧器）◎クールミスティ（多目的
高圧微細霧システム）◎快適ファン
（オリジナルの循環扇）
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農業 林業 漁業

株式会社 フジキン

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業
卸売業
小売業

●事業内容：金属加工業（主にステンレス）
●所在地：都城市吉尾町752 ●創立：1951年 ●従業員数：39名
● TEL：0986-38-1087 ● MAIL：fujikin@cello.ocn.ne.jp
● HP：http://www.fujikin.ne.jp
仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

元気・やる気・創造力

金融業
保険業

金属加工でお客様の夢を実現する

不動産業
物品賃貸業

株式会社フジキンは、業務用厨房機器・冷蔵庫用電動扉・特注ショーケース・建築金物を、完全オーダー
メイドにて製造・販売しています。製造という分野は、今までなかったものをこの世に生み出すことができ、
仕事に対するやりがいを実感することができます。当社の経営理念「早く」
「きれいに」
「精確に」を追求し、
お客様とともに進化・成長する会社であり続けるために、私たちと一緒にものづくりの楽しさを実感しま
せんか。

飲食業

わが社の POINT

教育
学習支援業

❶ 教育・研修制度の充実

医療
福祉

未経験でも心配ありません。仕事は先
輩たちが丁寧に教えますし、教育や研
修の制度も充実しています。何より大
切なのは元気とやる気、そしてお客様
の希望を形にするための創造力です。

❷ 一人一人の創造力を形にできる仕事
サービス業
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ショーケースや冷凍冷蔵庫は、温度や
鮮度をキープするだけでなくディスプ
レイとしての存在も大きいものです。
お客様のイメージにあうものを創り出
す仕事はやりがいにあふれています。

Message

先輩からのメッセージ

ものづくりに携わりたいと思ってい
た時にこの会社と出会い、ステンレ
スの平板から１つの製品が出来上が
ることに興味が沸きました。物を形
にする楽しさや難しさと向き合うこ
とが、私の学びだと感じています。

会社
九州随一のショーケースメーカー
自慢
宮崎大学農学部と熟成肉をつくる
ドライエイジングセラーの開発や、
宮崎県工業技術センターと野菜など
の鮮度を高品位で保持し賞味及び販
売期間を延長できる、冷蔵ショー
ケースの製造開発を行いました。

農業 林業 漁業

株式会社 ブンリ

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

卸売業
小売業

●事業内容：工作機械用クーラント装置の開発・製造・販売・アフターサービス
●所在地：都城市高城町穂満坊708 ●創立：1960年 ●従業員数：147名
● TEL：0986-58-5678 ● MAIL：recruit@bunri.com
● HP：https://www.bunri.com/

仕事で役立つ資格やスキル ［設計開発］電気、図面、機械の知識・CAD の操作 ［製造］アーク溶接・普通自動車免許
（AT限定可）
金融業
保険業

名品誕生の傍に、BUNRI

❷ 大きい仕事に挑戦できる

看板
冷却液を濾過、クーラント濾過装置
商品
サービス業

社員は担当業務以外に委員会活動やプ
ロジェクトへ参加。誰でも意見が提案
でき、検討された結果を本人にフィー
ドバックする「改善提案制度」があり、
業務や環境改善以外の提案もできます。

図面を見て自分の手で製品を形にし
ていくことにやりがいを感じます。社
員同士の仲が良く、雰囲気の良い職場
です。有給休暇取得平均 9 日。育児
休業は男女共に取得しています。プラ
イベートも大切にできる会社です。

医療
福祉

濾過精度の高い弊社の製品は、コア技
術の生産現場でも活躍。専門メーカー
が成せる高い技術力、そしてそこから
生まれるオンリーワンの製品は、業界
でも高いシェアを獲得しています。

先輩からのメッセージ

教育
学習支援業

❶ 日本唯一の専門メーカー

Message

飲食業

わが社の POINT

不動産業
物品賃貸業

株式会社ブンリは、国内唯一のクーラント濾過・切粉処理システムの専門メーカーです。社員 150 名程の企
業ながら、製品機械の開発、製造、販売、アフターサービスまでを一貫して行っています。お客様は、自動
車、飛行機、スマートフォン、家電製品などを作っている多種多様な企業。高品質を追求し、妥協を許さ
ないものづくりの現場にこそ、私たちの製品が選ばれています。お客様は国内だけに留まらず、海外までも。
世界各国の企業から、技術力の高さを認めていただいています。

工作機械の裏方ではありますが、金属
の精密加工において精度や効率を高
めるサポート役。産業廃棄物を削減す
ることで環境に優しいものづくりを
支える大切な役割を担っています。
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農業 林業 漁業

丸栄宮崎 株式会社

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業
卸売業
小売業

●事業内容：自動車用構成部品の製造、設計・技術、研究開発
●所在地：宮崎市佐土原町東上那珂11956-4 ●創立：1993年 ●従業員数：250名
● TEL：0985-74-3900 ● MAIL：marumiya3900@marueimiyazaki.jp
● HP：https://www.marueimiyazaki.jp/

金融業
保険業

“丸栄でしかできない技術”を日々追求

不動産業
物品賃貸業

当社は平成５年に設立され、創業から 27 年にわたって冷間鍛造と切削加工などを組み合わせて自動車用
部品を製造しています。開発部門では、斬新なアイデアで活路を見出します。今まで培った技術や経験を
もとに、自分たちの求める生産設備を自社開発しています。自動 NC 旋盤や画像検査機の開発など社員が
一から考え、仕事の幅を拡げています。常に斬新なアイディアを求め日々開発を進め、新たな面白さを創
造し続ける企業です。

飲食業

わが社の POINT

教育
学習支援業

❶ 充実した福利厚生

医療
福祉

誕生日月の社員へ食事券プレゼント、
クリスマスケーキ配布、制服の無料ク
リーニング制度、資格支援制度、永年
勤続表彰、1食 200 円 で利用できる食
堂などの福利制度を実施しています。

❷ 働きやすい職場を目指しています
サービス業
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□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

看護師常勤による健康相談、メンタル
ヘルスを実施しています。また有給も
奨励。１時間から取得できる時間休制
度もあり、仕事とプライベートのメリ
ハリをつけ楽しく過ごせます。

Message

先輩からのメッセージ

入社 4 年目で切削設備を動かしてい
ます。3 年目までに 2 種類の研磨設
備・4 種類の切削設備を動かせるよ
うになり、成長を実感できます。要
望に応えることは大変ですが、クリ
アすることでやりがいを感じます。

会社
自動 N C 旋盤メーカーを開発
自慢
機械メーカーと共同で生産設備の開発
を行い、完全自動 NC 旋盤メーカーの
開発に成功。自動車の精密小物部品パー
ツを作る為に、日々技術を磨き、新し
い技術と製品を生み出しています。

農業 林業 漁業

ミクロエース 株式会社

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業

仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

卸売業
小売業

●事業内容：自動車・半導体・航空機部品へのめっき
●所在地：宮崎市花ケ島町京出1411-1 ●創立：1952年 ●従業員数：93名
● TEL：0985-25-4696 ● MAIL：micro@micro-ace.co.jp
● HP：http://micro-ace.co.jp/

公害防止管理者 ( 水質2種 )・毒劇物取扱責任者・特定化学物質作業主任者・パソコン検定
金融業
保険業

表面処理技術を開発・提案する企業集団

❷ 会社ぐるみの子育て支援

会社
VAIO ５周年記念特別限定モデル
自慢
サービス業

人に優しい企業づくりを目指し、子育
て支援を会社ぐるみで実施するととも
に、働きやすい職場づくりにも積極的
に取り組んでいます。

開発の仕事に携わり、お客さまが要
求する性能を満足させるため、分析・
実験を繰り返して、製品化を目指して
います。納品して感謝の言葉をいただ
くと、やりがいを感じますね。会社の
資格取得制度も活用しています。

医療
福祉

宮崎本社や関東の大学に研究室を設
け、産学官連携で研究開発を実施。表
面処理で世界を変える技術を展開し、
特許申請・論文発表なども行い、大手
企業とも共同開発を行っております。

先輩からのメッセージ

教育
学習支援業

❶ 研究開発力

Message

飲食業

わが社の POINT

不動産業
物品賃貸業

当社はめっきを中心とした金属処理の会社で、業界屈指の技術力を持って開発・提案を行っています。航
空機部品、スマートフォンの電子部品、半導体の製造装置部品、大型自動２輪、自動車部品への特殊表面
処理技術を持ち、お客さまの困りごとや要望を調査し、弊社の技術で柔軟に対応。研究開発・品質管理・
環境と調和という３つの技術を企業理念に、豊富な経験と蓄積された技術を生かし、地球環境と人に優し
い製品作りで、社会に貢献する企業を目指しています。

V A I O ® SX12と SX14 に、VAIO
５周年を記念した特別限定モデル
「勝色特別仕様」に弊社技術が採用。
自然藍を含んだ染料を着色させる
ジャパンブルーアルマイトという技
術を確立しています。
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農業 林業 漁業

ミツワハガネ 株式会社

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業
卸売業
小売業

●事業内容：精密機械部品加工・組立、航空機部品加工、特殊鋼鋼材販売
●所在地：延岡市天下町1213-622 ●創立：1959年 ●従業員数：59名
● TEL：0982-23-5234 ● MAIL：soumu@mitsuwa-hagane.co.jp
● HP：http://www.mitsuwa-hagane.co.jp/
仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

入社後の配置状況により必要な資格を取得指示（バックアップ支援有）

金融業
保険業

ものづくりから夢づくりへ

不動産業
物品賃貸業

弊社は、ミツワ鋼材という商号で一般建築用鋼材の販売業として創業し、平成元年に、「かたちのないもの
をカタチに」という思いから、精密機械部品加工業務を立ち上げました。一般建築用鋼材の販売で培った
知識を強みに、チャレンジ精神を忘れず「不可能を可能にする」という信念で取り組んだ結果、航空機産
業にも進出し、人命を預かる航空機降着装置部品製造に携わっています。
また、ものづくりを通して、「人々の夢を叶えられる会社」を目指し、日々邁進しています。

飲食業

わが社の POINT

教育
学習支援業

❶ 最新鋭の工作機械がある

医療
福祉

従業員の半数以上は未経験者ですが、
先輩からの教育訓練、外部講習でスキル
アップを図っています。また、業務に
必要と会社が判断した講習や資格取得
は、全面的にバックアップしています。

❷ 仕事と生活の両立応援宣言
サービス業
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働きやすい職場環境づくりの取り組み
として「仕事と生活の両立応援宣言」
をしており、男女の育児休業、家族の
病気・行事などの休みは社員同士理解
し、助け合う体制が整っています。

～人の夢を叶える会社に～

Message

先輩からのメッセージ

入社３年総務部所属です。入社半年で
参加したフランスでの商談会で未熟さ
を痛感し、どう成長すれば自信がつき、
会社で活躍できるかを考えるきっかけ
になりました。ものづくりの可能性に
誇りを持ち挑戦し続けます。

会社
降着装置部品（ランディングギア）製造
自慢
航空宇宙において製品・サービ
スの安全性を確保し、信頼性を
向上させるため「JISQ 9100」
の認証を取得し、厳しい管理体
制 を 整 え、
「高精度」
「高品質」
の製品を出荷しています。

農業 林業 漁業

南日本ハム 株式会社

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

金融業
保険業

地元九州の特性を生かしたオリジナル商品を数多く展開

看板
薫の詩ウインナー
商品
サービス業

商品検査を行う部署や、商品開発を行う
部署、機械の修理を担当する部署など活
躍の場は多岐にわたります。それぞれの
部署で必要な能力が違うのできっと自分
に合う仕事が見つかるはずです。

小学校に出向いて食に関する授業を行
うなど地域密着が弊社の好きなとこ
ろ。フォロー研修が充実し不安や悩み
の解決がしやすいです。安心安全な食
品を皆さまに届けられるようにとやる
気をもって取り組んでいます。

医療
福祉

❷ さまざまな働く場があり活躍できる

先輩からのメッセージ

教育
学習支援業

県や市など行政依頼のセミナーや講演、
学校に出向く出前授業や事業所訪問を
実施。2012 年度から開始した食育活
動は 2019 年度までにのべ 20,000 人
以上の方に参加していただきました。

飲食業

❶ 地域密着でより良いものをつくる

Message

不動産業
物品賃貸業

創業以来、約 60 年、自然の豊かさと歴史・文化の恩恵を受けながら発展。現在では、ハム・ソーセージ、規格肉、
調味料、惣菜など多くの分野で事業を行っており、ナショナルブランド以外にも地元九州の特性を生かし
たオリジナル商品を数多く展開しています。また、この歴史と自然を未来に伝えるために、畜肉製品の加
工及び卸業などを主たる業務とする企業としての特徴を活かして、環境との調和を実現していくことに誠
意をもって取り組んでいます。

わが社の POINT

卸売業
小売業

●事業内容：食品製造販売業
●所在地：日向市大字財光寺1193 ●創立：1960年 ●従業員数：556名
● TEL：0982-54-4186 ● MAIL：soumujinji2.mnh@nipponham.co.jp
● HP：http://www.minami-nipponham.co.jp

2018 年１月には「第８回キャリア
教育アワード」の優秀賞を大企業
の部で受賞、また 2019 年 12 月に
「令和元年度地球温暖化防止活動環
境大臣表彰」を環境教育活動部門に
おいて受賞しました。
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農業 林業 漁業

南日本酪農協同 株式会社

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業
卸売業
小売業

●事業内容：牛乳および乳製品類の製造・販売
●所在地：都城市姫城町32-3 ●創立：1960年 ●従業員数：501名
● TEL：0986-23-3456 ● MAIL：recruit@dairy-milk.co.jp
● HP：https://www.dairy-milk.co.jp

金融業
保険業

宮崎県都城市に本社を置く総合乳業メーカー

不動産業
物品賃貸業

「より新鮮でおいしい牛乳をたくさんの人に飲んでいただきたい」南日本酪農は酪農家たちのそんな願いが
ひとつになって誕生。「お客さまの毎日の健康づくりに貢献するため、南九州の酪農家とともに安心安全な
商品をお届けします。」の経営理念のもと、酪農家から届けられた新鮮な生乳で、牛乳をはじめ乳製品を幅
広く製造。チルドからドライ品まで製品は多岐にわたります。『ミルクでつなぐ明日の笑顔』わたしたちの
未来は、この言葉の中にあります。

飲食業

わが社の POINT

教育
学習支援業

❶『先駆・独創』という企業ポリシー

医療
福祉

これまでの伝統と実績のなかで磨きあ
げられた『先駆・独創』という企業ポ
リシーを大切に新製品開発、品質改良、
規模の拡大、新分野開発などを行い、
常に前向きに取り組んでいます。

❷ 安心・安全かつ高品質の製品
サービス業
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□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

FSSC 22000（食品の安全に関する
国際規格）を積極的に推進するととも
に、「安心・安全」
、そして「高品質」
の製品を届けるよう、会社一丸となっ
て製品の品質向上に努めています。

Message

採用担当からのメッセージ

当社は、南九州の酪農家の夢と願い
が集まって生まれた会社。顧客満足
度を深く追求していきたいという熱
い想いを持つ方が活躍できる、やり
がいのある職場環境です。一緒に夢
や思いを実現していきましょう！

看板
Dairy という統一ブランド
商品
Dairy という統一ブランド
で商品展開。代表商品とし
て、デーリィ牛乳、スコー
ル、高千穂牧場シリーズ、
ヨ ー グ ル ッ ペ、LP432、
北海道日高モッツァレラチーズなどが看板商品です。

農業 林業 漁業

株式会社 都城くみあい食品

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業

仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

卸売業
小売業

●事業内容：農畜産物加工品の製造
●所在地：都城市山田町中霧島3500-7 ●創立：1987年 ●従業員数：117名
● TEL：0986-64-2145 ● MAIL：kumisyok@cvn.bbiq.jp
● HP：http://miyakonojyo.ja-miyazaki.jp（JA都城のホームページに掲載）

食品衛生管理者・食品衛生責任者・調理師・栄養士など食に関する資格および、衛生管理者など
金融業
保険業

都城から業務用食材や小売用食材を全国に出荷

❷ 先輩社員が分かりやすく指導

看板
自慢の食肉・農産加工品
商品
サービス業

未経験であっても先輩社員が分かりや
すく丁寧に一つ一つ指導しています。
入社後は、食料品製造だけでなく、品
質管理・営業・経営管理といったさま
ざまな業務を経験することもできます。

学んだ食品化学の知識を、食品に関
わる品質面や衛生面で生かせていま
す。弊社で扱う食肉加工品すべての
製造業務に携わることができ、経験
次第で、重要な仕事も任せてもらえ
るため、やりがいもひとしおです。

医療
福祉

さまざまな年齢層の従業員が勤務して
おり、職場の雰囲気はとても和やかで、
笑顔いっぱいです。社員の福利厚生の
制度は、積極的に取り入れられており、
入社後も安心です。

先輩からのメッセージ

教育
学習支援業

❶ 笑顔いっぱいの職場

Message

飲食業

わが社の POINT

不動産業
物品賃貸業

弊社は、J A 都城の関連会社で、県産の農畜産物を主原料に、食肉加工品（生ハム・ウインナー・ベーコンなど）
や、ほうれん草・里芋などの冷凍野菜、野菜ジュース用のピューレ、甘藷パウダーといった農産加工品の
製造から販売まで行っています。国産食料品のニーズが高まるなか、全国有数の畜産地域である都城から
業務用および小売用食材を全国に向け出荷しております。安心・安全な食品を製造・販売することで、都
城地域農業の振興や発信に貢献していきます。

食肉加工品は、生ハム、ウイン
ナー、ベーコン、ハンバーグ、
旨 味 な ん こ つ。 農 産 加 工 品 で
は、冷凍ほうれん草、冷凍里芋、
冷凍ニラ、甘藷パウダー、野菜
ジュース用ピューレがあります。
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農業 林業 漁業

株式会社 都城酒造ＨＤ

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業
卸売業
小売業

●事業内容：焼酎の製造・販売、ソフトバンク商品の販売、フランチャイズ外食事業、野菜の生産・加工・販売
●所在地：都城市乙房町2887-1 ●創立：1956年 ●従業員数：300名
● TEL：0986-37-3014 ● MAIL：y-niina@ms-c.co.jp
● HP：http://www.ms-c.co.jp/
仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

採用会社や募集職種により異なります。詳しくはお問い合わせを

金融業
保険業

「良いものをより安く」をモットーに、
「伸化」し続ける

不動産業
物品賃貸業

弊社は、グループ内の管理を行う「（株）都城酒造 HD」、焼酎・リキュールの製造・販売を行う「（株）
都城酒造」、携帯電話の販売を手掛ける「（株）エムエスシステム」、ドトールコーヒーショップやペッパー
ランチの F C 飲食店を運営する「（株）エムエスフードサービス」、水耕栽培野菜の生産販売を手掛ける
「（株）エムエスバイオ」の５社で成り立ちます。私たちはグループ会社を「伸化する集合体」と呼び、
連携しつつ、多角的に挑み「伸化」し続けます。

飲食業

わが社の POINT

教育
学習支援業

❶ グループの根幹・都城酒造

医療
福祉

2019 年焼酎メーカー売上高ランキン
グ（帝国データバンク調べ）で売上高
約 23億円、全国 21 位。2019 年から
２年連続で酒類鑑評会において、弊社
の「みやこんじょ」が優等賞に。

❷ 仕事と生活の両立応援宣言企業
サービス業
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家族の病気など、急な休みの時には他
の従業員がサポートしたり、有給休暇
の取得率促進に努めたりと、「働きや
すい・家族を大切にできる職場の雰囲
気づくり」を目指しています！

Message

先輩からのメッセージ

出張先など、弊社を知らない場所で
試される人間力。営業とは、どれだ
け自分のファンを作れるかです。
「営
業＝大変」ーそんなイメージをく
つがえすほどのやりがいや面白さが
見出せるのも、
この仕事の魅力です。

看板
あなたにひとめぼれ
商品
誕生以来、皆さまに愛飲される焼
酎。淡麗な味わいが特徴で非常に飲
みやすいです。独自の製法で原材料
にコーンスターチを使用し、より安
く提供。芋のほかに米や麦、そばと
品揃え豊富。

農業 林業 漁業

宮崎日機装 株式会社

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業

仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

卸売業
小売業

●事業内容：精密機械器具製造
●所在地：宮崎市高岡町高浜1495-63 ●創立：2017年 ●従業員数：382名
● TEL：0985-82-5600 ● MAIL：miyazaki-saiyo@nikkiso.co.jp
● HP：https://www.miyazaki-nikkiso.co.jp/

様々なことに興味を持ち、熱い情熱とチャレンジ精神で何事にも粘り強く取り組む姿勢
金融業
保険業

オンリーワン・ナンバーワンを世界へ！

看板
クライオジェニックポンプ
商品
サービス業

年間休日126日（2021年実績）や育児の
ための勤務時間短縮など、安心して長く働
ける環境が整っています。また、野球部
やフットサル部などクラブ活動も盛んで、
仲間同士の交流を深める機会がたくさん！

従業員の平均年齢は約 30歳と非常
に若く、職場全体が活気にあふれて
います。日頃から従業員同士がコ
ミュニケーションを取ることで社内
全体に一体感が生まれ、結果として
業務の効率化にも繋がります。

医療
福祉

❷ 充実の福利厚生、従業員に優しい企業

採用担当からのメッセージ

教育
学習支援業

❶ 美味しくて低価格の社員食堂
従業員の健康を考え、地元宮崎の食材
をふんだんに使用したメニューが揃っ
ています。さらに福利厚生の一環で会
社が費用を半額負担しているので、ど
れも美味しくて低価格で嬉しい！

Message

飲食業

わが社の POINT

不動産業
物品賃貸業

日機装グループは、ポンプ・システム、産業用機器、航空機部品、医療機器、深紫外線 LED の５事業を
展開しています。宮崎日機装では航空宇宙工場が 2018 年に竣工し、世界シェア 90％以上のカスケード
など CFRP を使った航空機部品を製造しております。さらに 2021年には日本で唯一となるクライオジェ
ニックポンプ試験設備を兼ね備えたインダストリアル工場と、医療機器の研究やオペレーター研修を行う
施設である「M.Ret 宮崎」が新たに稼働予定です。

液化天然ガスの移送で使用される
大型の特殊ポンプで、当社は世界
で 約 50 ％ の シ ェ ア を 誇 り ま す。
−162 ℃という過酷な環境下で使
われ、金属の収縮まで計算された
設計です。
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農業 林業 漁業

宮崎パワーライン 株式会社

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業
卸売業
小売業

●事業内容：保全、目立て、電気小売業
●所在地：日南市南郷町榎原甲2091 ●創立：2015年 ●従業員数：13名
● TEL：0987-74-1313 ● MAIL：infompl@woodenergy.or.jp
● HP：現在、新規 HP を作成中です。
仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

高所作業車運転、第一種・第二種電気工事士、各種溶接関係、危険物取扱、玉掛けなど

金融業
保険業

森林資源の循環を支える「縁の下の力持ち」

不動産業
物品賃貸業

木材を取り扱う「吉田産業株式会社」のグループ会社として、その仕事の細部を支えるのが仕事です。例
えば製材に使う機械の刃を研ぐ「目立て」、現場や製材で使う機械のメンテナンスを行う「電気工事」など。
また加工の際に出る端材や樹皮、チップを使ってグループ会社が発電した電気を売買し、製材工場の電気
に使うのも、大切な資源である木を余すことなく使うアイディアの一つ。知恵と技で木を価値ある商品に
する縁の下の力持ちのような会社です。

飲食業

わが社の POINT

教育
学習支援業

❶ 最高の製材のための細かな気配り

医療
福祉

製材機に欠かせない帯鋸（帯状の鋸）
の目立て（刃を研ぐ作業）は自社内で。
１周 6～10ｍもある帯鋸から縦 8 cm
横 4 cm の小さい刃物まで、細心の技
と配慮で最高の状態に仕上げます。

❷ 安心して働ける環境づくり
サービス業
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資格取得に必要な経費を会社が負担し
ますので、仕事をしながらキャリア
アップに挑戦できます。また、子供手
当などの福利厚生もあり、安心して働
ける環境づくりに取り組んでいます。

Message

先輩からのメッセージ

製材機には欠かせない、帯状の鋸の
刃を研ぐ仕事を担当しています。こ
の良し悪しで出来上がる製品のラン
クが変わるので気を遣いますが、丸
太を設定寸法通りに切ることが出来
た時には、やりがいを感じます。

会社
目立て工程を自社で！
自慢
目立てとは刃物を研ぐ作業。製材
作業に欠かせない製材機の帯鋸な
ど を 自 社 工 場 内 で 目 立 て し ま す。
最新の冷却式帯鋸研磨機で従業員
の作業環境改善と作業能率アップ
が可能になりました。

農業 林業 漁業

株式会社 宮崎南印刷

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業

仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

卸売業
小売業

●事業内容：総合印刷業
●所在地：宮崎市大字田吉350-1 ●創立：1966年 ●従業員数：89名
● TEL：0985-51-2745 ● MAIL：post@minami-p.co.jp
● HP：https://minami-p.co.jp

営業経験または同業界での経験者、就学時にデザインやデジタル関連を学んだ方は有利。
金融業
保険業

ヒューマンマインドが創る豊かな未来

❷ 紙も、デジタルも、I T も。

会社
ドイツ製の印刷機械
自慢
サービス業

半世紀以上かけて築き上げてきた様々
なノウハウと、Ｍ＆Ａ等による多種多
様な業種業態が、私たちの強みです。
時代やお客様のニーズにあわせて総合
的にお客様をサポートします。

自分がしたいと思ったことをさせて
もらえる、自由度の高い会社です。
また、個人ではなくチームで仕事を
するため、一人で背負うことなく、
相談しながら仕事を進めることがで
きます。

医療
福祉

ひとりひとりの個性を活かした発想や
感性が大切な仕事。個人の裁量でいろ
いろなことにチャレンジできる雰囲気
を大切にし、社員の意見や提案が通り
やすい社風と仕組みができています。

先輩からのメッセージ

教育
学習支援業

❶ 意見や提案を言いやすい社風

Message

飲食業

わが社の POINT

不動産業
物品賃貸業

宮崎南印刷は、印刷技術を核にした地域発信の情報産業の担い手として役割を果たしてきました。「月刊
パームス」は民間が運営する唯一無二の宅配フリーペーパーとして 30 年間継続発行。デジタル部門では
オリジナルシステム「地域特化型電子書籍ポータルサイト 宮崎イーブックス」を開発。Japan ebooks
として全国28都道府県に拡大中。その他 Web ページ、動画制作、SNS・YouTube 広告によるデジタルマー
ケティング等で宮崎発の情報を全国に配信し、需要獲得を推進しています。

印刷機械はすべてドイツのハイデル
ベルグ社製で、
デジタル機器も充実。
2021 年 に は 最 新 鋭 の LE D - UV
印刷機の導入で、紙以外の印刷も含
め更に高付加価値印刷が可能になり
ます。
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農業 林業 漁業

株式会社 ミヤチク

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業
卸売業
小売業

●事業内容：食肉製造・販売、外食
●所在地：都城市高崎町大牟田4251-3 ●創立：1981年 ●従業員数：903名
● TEL：0986-62-2901 ● MAIL：soumu@miyachiku.jp
● HP：http://miyachiku.jp/

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

金融業
保険業

命をつないで、みんなの暮らしを豊かに

不動産業
物品賃貸業

宮崎の大自然の中で大切に育てられた牛や豚を、安心・安全なお肉やハム・ソーセージ・ハンバーグ等に加
工し、県内はもとより全国、世界各国へ販売しています。事業展開としては、工場・加工センターでの食
肉加工、直営直売店での販売、県外 8 つ、県内 3 つの営業所で販売・納品を行うほか、県内 4 店舗・県外
2 店舗のレストランを経営しています。これからも宮崎の畜産業界を発展させ、みなさんのもとへ「美味し
い食」を届けていきます。

飲食業

わが社の POINT

教育
学習支援業

❶ 多岐にわたる事業展開

医療
福祉

職種は大きく分けると“製造職・営業
職・調理職・事務職”
。一つのことをと
ことん極めたい人や、
様々な部署で色々
な経験を積んでみたい人など、それぞ
れの人に向いた活躍の場があります。

❷ 福利厚生の充実
サービス業
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社員旅行やスポーツ大会など、交流の
場がたくさん。また安くて美味しいと
評判の社員食堂の人気メニューは、当
社の豚肉を使ったとんかつや、自家製
チャーシューののった豚骨ラーメン！

Message

経営者からのメッセージ

代表取締役社長の有馬慎吾です。昨今、
社会情勢の変化から消費者ニーズも大
きく変化し、ピンチをチャンスに変え
るべく、全社一丸となって業務に取り
組んでいます。一緒に日本有数の畜産
県宮崎を盛り上げましょう！

会社
宮崎牛・宮崎ブランドポーク
自慢
「宮崎牛」や「宮崎ブランドポーク」
は、お肉自体の美味しさはもちろ
んですが、工場で働くお肉のプロ
達（従業員）の技術によって、より
良い状態で出荷されています。

農業 林業 漁業

株式会社 メタルフォージ

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業

仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

卸売業
小売業

●事業内容：自動車部品・建設機械部品等のハンマー鍛造、プレス鍛造、機械加工
●所在地：東臼杵郡門川町大字門川尾末10787-2
●創立：1993年 ●従業員数：150名
● TEL：0982-63-7001 ● HP：http://www.metalforge.co.jp

製造部門は鍛造技能士（国家技能士）の全員取得を会社としてバックアップ、推進
金融業
保険業

「鍛造」という工法で自動車や建設機械の部品を製造

❷ ワークライフバランスに取り組む

会 社 様々なメーカーの
自 慢 製品群を担う
サービス業

残業時間の削減・有給休暇取得（昨年取
得日数 14.3 日 / 年、取得率 80 ％）の
促進に力を入れています。完全週休２日
制でしっかりリフレッシュする、ワーク
ライフバランスにも力を入れています。

当社は世界でも高い評価を得ている
鍛造技術を持つ企業です。若いうち
から挑戦できるチャンスがあります。
オンリーワンの技術を持ち、各分野
の大手メーカーのパートナーである
当社の仕事はやりがいがあります。

医療
福祉

自動車産業に関わりたい、国内外でいろ
いろ経験し可能性を試したいという人
財を積極的に採用します。「ワクワクす
る会社にしよう」を合言葉に、全員で
挑戦できる文化づくりを進めています。

採用担当からのメッセージ

教育
学習支援業

❶ 社員が集い、共に成長する企業

Message

飲食業

わが社の POINT

不動産業
物品賃貸業

当社は 1993 年、門川町に株式会社メタルアートの子会社として設立。常にお客さま第一、品質第一を心
掛け、鍛造品の供給を通じて自動車産業、建設機械産業などの、さまざまな産業に貢献しています。鋼を
鍛える鍛造領域から機械加工完成品までの一貫生産。鍛造品の特徴を生かし、新しい製品を開拓し組み立
て部品の性能の向上につなげています。メタルアートグループの九州生産拠点として、お客さまへの提案
やサービスができる体制を整えています。

鍛造品を通じて日本を代表
する自動車産業、建設機械
産業など様々な産業に貢献
し、九州カーアイランドの
一翼を担っている会社です。
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農業 林業 漁業

安井 株式会社

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業
卸売業
小売業

●事業内容：合成樹脂製品製造販売
●所在地：東臼杵郡門川町大字加草2725 ●創立：1930年 ●従業員数：330名
● TEL：0982-63-7111 ● MAIL：yasui@yasui-kk.co.jp
● HP：http://www.yasui-kk.co.jp
仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

業務上必要な資格は、全額会社負担で取得可能

金融業
保険業

経済の発展や社会環境の変化に適応し事業を拡大

不動産業
物品賃貸業

創業 90 年という歴史がある会社です。長い歴史のなかで、プラスチック容器、発泡スチロール製品、医
療機器製造販売、印刷業、商事など時代のニーズに合わせて業種を拡大してきました。なかでも、「コウプ
ライト」は自社オリジナル製品で、国内外に販売しています。製造工場内はクリーンルーム対応できれい
な環境。女性も多く働いている会社です。社員家族を含めてのバーベキュー大会や全社員での忘年会など、
他にも参加自由の楽しいイベントを実施しています。

飲食業

わが社の POINT

教育
学習支援業

❶ さまざまな業種を経営
わが社で製造された医療機器は医療
の現場で、印刷物や発泡スチロール
は身近なところで皆さんの役に立っ
ています。

Message

採用担当からのメッセージ

「品質に妥協なし、能力は無限」を
モットーに全社員でものづくりに挑
戦しています。宮崎が大好き、もの
づくりが大好きな貴方、私達と一緒
に働きましょう！

医療
福祉

❷「九州経済産業局長賞」受賞
サービス業
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「コウプライト」の開発に関する活動
について、第８回ものづくり日本大賞
で「九州経済産業局長賞」を受賞しま
した。宮崎県からは６年ぶりの受賞
です。

看板
オリジナル製品「コウプライト」
商品
わが社で独自開発した医療用手術
具です。昔からある手術用鈎を革
新し、全く違う次元にまで昇華さ
せ、これからの定番商品となる可
能性を評価されて、2018 年グッ
ドデザイン賞も受賞しました。

農業 林業 漁業

矢野産業 株式会社

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業

仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

卸売業
小売業

●事業内容：砕石・砕砂の製造・販売
●所在地：東諸県郡国富町大字木脇3952番地3 ●創立：1962年 ●従業員数：62名
● TEL：0985-24-3551 ● MAIL：rockyano@chive.oce.ne.jp
● HP：https://yanosangyou.co.jp/

採石業務管理者、砂利採取業務主任者、火薬取扱保安責任者、危険物取扱者（入社後に取得可能）
金融業
保険業

インフラ整備を支える県内最大手の砕石メーカー

看板
石に関するあらゆる製品
商品
サービス業

弊社は、宮崎に根を下ろし、半世紀以
上の歴史を重ねてきました。これまで
培ってきた経験を基盤に、地域資源を
最大限に活かす 100 年企業を目指し
て挑戦を続けていきます。

資格が必要な作業が多いため、研修
会や勉強会が充実しています。何も
「わ・か・ら・な・い」まま入社しても、
上司や先輩が丁寧に相談に乗ってく
れるので、
安心して仕事ができます。

医療
福祉

❷ 地域に愛される100 年企業へ

先輩からのメッセージ

教育
学習支援業

❶ インフラの基礎資材を供給
弊社が製造・販売している道路用砕石
やコンクリート用砕石などの建設用骨
材はインフラの基礎となるもの。社会
のあらゆるところで私たちの製品が使
われています。

Message

飲食業

わが社の POINT

不動産業
物品賃貸業

弊社は、1962 年に綾町で創業し、インフラ整備に欠かすことのできない砕石や砕砂の安定供給を担ってき
ました。「建設用骨材を通じて地域社会に奉仕する」を社是として掲げ、県内最大手の採石業者として砕石・
砕砂の安定供給に努め地産地消の推進に取り組んでいます。地域で開催される祭りやイベントなどにも積
極的に参加し、地域に根差した企業活動を展開しています。また、これからの重要な課題である環境保全
や人づくりにも力を入れています。

砕石や砕砂をはじめ、鉄道に
敷 か れ て い る 道 床 バ ラ ス ト、
農業用土、県内の学校で利用
されている防草用土やグラン
ド用土など、石に関するあら
ゆる製品を手掛けています。
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農業 林業 漁業

ヤマエ食品工業 株式会社

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業
卸売業
小売業

●事業内容：味噌・醤油の醸造業
●所在地：都城市西町3646番地 ●創立：1871年 ●従業員数：124名
● TEL：0986-22-4611 ● MAIL：soomu@yamae-foods.co.jp
● HP：https://yamae-foods.net/
仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

フォークリフト運転技能講習・電気工事士・日商簿記・危険物取扱者

金融業
保険業

創業 150 年目を迎える県内最大の老舗メーカー

不動産業
物品賃貸業

弊社は創業から 150 年を迎える味噌・醤油の醸造会社です。営業、原料仕入れから自社の検査・開発技術を
含む最終製品の仕上げまでを担います。醤油 JAS 格付け A システム認証工場で、安心・安全な商品の提供
を目的として、ISO 22000 を取得しました。企業理念の一つ「創意工夫による 地域に根ざした こだわ
りの商品を提供する」を意識し、地元、宮崎県の原材料を使用したこだわりの商品をお届けできるよう、日々
商品開発に精進しています。

飲食業

わが社の POINT

教育
学習支援業

❶ 福利厚生をしっかり管理している

医療
福祉

家族の予定や行事に合わせたシフトで
就業管理を行い、有給休暇の消化率は
70％から 100％の実績。半日や時間
単位での有休も可能です。また弊社商
品を社員価格で購入できます。

❷ 働きやすい環境
サービス業
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未経験者でも長く働けます。部署間を
越えて従業員同士が協力し合う環境で
非常に働きやすいです。また、研修や
資格取得にも力を入れ、取得の際は手
当もつくのでやりがいもあります。

Message

先輩からのメッセージ

私は入社２年目で、商品開発を担当
しています。商品開発は味の組み立
てだけでなく、コスト、製造工程、
保存性などさまざまなことを考慮し
なくてはならないため、難しさはあ
る反面、やりがいを感じています。

看板
高千穂峡つゆ
商品
県内外の消費者に長年親しまれてい
る「高千穂峡つゆ」は発売 30 余年。
いまだ人気が衰えず、ヤマエの主力
商品です。霧島山系地下水で作るこ
の商品は、近年では日本国内はもと
より海外にも輸出をしています。

農業 林業 漁業

吉川工業アールエフセミコン 株式会社

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業

仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

卸売業
小売業

●事業内容：半導体製品の設計・開発・製造
●所在地：児湯郡新富町大字上富田4637-1 ●創立：1984年 ●従業員数：331名
● TEL：0983-33-4488 ● MAIL：nagatomo.takashi@yrsc.co.jp
● HP：https://www.yrsc.co.jp/
パソコン、タブレットのスキル

金融業
保険業

宮崎から世界へ最先端技術を発信

会社
スポーツ施設が充実
自慢
サービス業

仕様不確定な初期の段階から技術開発に
参画でき、独自の提案・試作・評価も
自分でできます。構想から関わった製品
が量産化され、流通するまで携われるこ
とは、仕事のやりがいの一つです。

「仕事に誇りを持ち、自ら考え創造し、
目標達成にチャレンジし、責任を果た
していく、活力ある社員」を求めてい
ます。世界水準のエレクトロニクスを
宮崎から世界へ。吉川工業アールエフ
セミコンで一緒に挑戦しましょう。

医療
福祉

❷ 初期段階から技術開発に参画できる

採用担当からのメッセージ

教育
学習支援業

❶ 幅広い技術力を身につけられる
幅広い業界と取引しているため、新規
性の高い刺激的な開発情報を得ること
ができます。そのため、仕事を通して、
業界の垣根を越えた最新の技術動向と
開発力、応用力が身につきます。

Message

飲食業

わが社の POINT

不動産業
物品賃貸業

スマートフォンや電化製品、自動車、キャッシュレスで買い物ができる I C カードなど今やほとんどの工業
製品に使われているのが半導体。当社では、半導体の動作確認や RFID 製品の設計・製造を行っています。
その柱は、テスト事業、R F 事業、ODM 事業の３分野。技術や製造の部門だけではなく、営業・事務や経
営企画など、さまざまな部署を備えています。インドネシアにも工場を持ち、高品質な製品を安定供給で
きる、グローバル企業です。

目の前にあるセミコンスポーツ
プラザ（プール、ジム、テニス、
エアロビ等）の施設が格安で利
用でき、仕事の後に気持ちの良
い汗を流すことができます。
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農業 林業 漁業

吉田産業 株式会社

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業
卸売業
小売業

●事業内容：木材加工
●所在地：日南市南郷町榎原甲2091 ●創立：1952年 ●従業員数：77名
● TEL：0987-74-1311 ● MAIL：info@yoshidasangyo.net
● HP：http://www.yoshidasangyo.net/index.html
仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

フォークリフト

金融業
保険業

木を余すことなく使い「循環型社会」を目指す

不動産業
物品賃貸業

建築材として国内外で人気の木材、飫肥杉がある宮崎県。私たち吉田産業は、先人たちが積み上げてきた
知恵と努力が育んできた財産である「林業」を常に尊重し、山の恵みに感謝します。森林は大切な資源です。
だからこそ、木を「切る」だけでなく「育てる」こと、そして効率的に「使う」ことで、木を余すことなく「価
値ある商品」へ転換し、かつ森林資源を持続可能な形で循環させながら利用していく会社であり続けるこ
とを使命とします。

飲食業

わが社の POINT

教育
学習支援業

❶ 生活を会社が応援！

医療
福祉

当社は日南市南郷町の会社です。通う
のは少し大変…という人は、思い切っ
て県南に住んでみませんか？ 会社から
の家賃補助がありますので、一人暮ら
しを始めるいい機会になるかも。

❷ さらにこんなバックアップも！
サービス業
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自社専用のガソリンスタンドがあるの
で、格安で給油ができるんです。さら
に 1 時間単位で有給休暇も取得可能。
私用で少しだけ早く帰りたい…そんな
時は遠慮なく有給を使ってください！

Message

先輩からのメッセージ

人事担当者として従業員と交流しな
がら声に耳を傾け、人間関係の構築
や環境整備などに着手できることに
やりがいを感じています。働きやす
い職場を作ることでみんなが笑顔で
仕事ができるよう、頑張ります。

会社
木のぬくもりあふれる建物
自慢
吉田産業の木材を利用した建築
例に「綾町立綾中学校」
「小林
市庁舎議会棟」
「あがた幼稚園」
そして令和３年３月完成予定の
「道の駅くしま」があります。ぜ
ひ立ち寄ってみてください。

農業 林業 漁業

吉玉精鍍 株式会社

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業

仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

卸売業
小売業

●事業内容：表面処理（めっき加工）
●所在地：延岡市大武町39-24 ●創立：1954年 ●従業員数：110名
● TEL：0982-33-1251 ● MAIL：yst-info@yoshitama.co.jp
● HP：http://www.yoshitama.co.jp/

資格は入社後取得で大丈夫です。求める人物像は「誠実に向上心を持ち、仕事に打ち込める人」
金融業
保険業

目指すのは「頼りがいのあるめっき屋」

❷ 社員のお祝い事を大切にする会社

会社
目指すのは「世界一！」
自慢
サービス業

年に２日「メモリアル休暇」は、誕生
日などのお祝い事など記念になること
に対して付与されます。また、誕生月
にはお祝い品（現在はスイーツ詰合せ）
の贈呈、各種表彰制度があります。

高校在学時のインターンシップで、
明るい社風に惹かれて入社しまし
た。人と話すのはあまり得意ではな
かったのですが、研修や電話を通じ
て人と接することでコミュニケー
ション力も自然と身に付きました。

医療
福祉

年齢や経験を問わず、向上心があれば、
仕事に関することは会社がバックアッ
プ。コミュニケーションを大切に指導
しますし、業務に関する資格取得にか
かる費用は全て会社が負担します。

先輩からのメッセージ

教育
学習支援業

❶「人材」は「人財」～社員は会社の宝

Message

飲食業

わが社の POINT

不動産業
物品賃貸業

各種表面処理（めっき加工）を手がけ、電子部品関係や自動車・機械部品、精密金型等に処理を行ってい
ます。「誠実で正確な仕事」でお客様の新製品開発の一翼を担う「頼れる存在」であり続けるため、技術
開発にも積極的。企業や大学との共同研究や長年の経験と高水準な技術をもとに、常に新しいことへの挑
戦を続けています。また、お互いに意見を言い合える風通しの良い人間関係から生まれる提案を大切にし、
新規事業にも取り組んでいます。

常に誠実で正確な仕事を心がけ、大き
な志を持って仕事に取り組んでいま
す。長年の豊富な経験と高水準の技術
で、目指すのは日本一、いずれは「世
界一頼りがいのあるめっき屋」です！
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農業 林業 漁業

株式会社 ロビンフッド

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業
卸売業
小売業

●事業内容：金属建具製造販売、木造建築物建築
●所在地：日南市北郷町郷之原乙504-1 ●創立：1992年 ●従業員数：19名
● TEL：0987-21-7500 ● MAIL：kodama@robinhood.jp
● HP：http://www.robinhood.jp
仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

フォークリフト、木造建築物や足場の組立作業主任者、玉掛け、アーク溶接、ガス溶接

金融業
保険業

21世紀における快適居住空間の創造を

不動産業
物品賃貸業

自社開発のオリジナル製品、防水ガラリの製作 / 太陽光架台の製作・施工 / 木造建築物の建方 ･ 造作 / 杉
苗の育成が主たる仕事となります。品質・価格・納期という原点に忠実に、社員一丸となってお客様の要
求に応えられる製品づくりに取り組んでいます。そして私たち自身も、防水ガラリ以外はまったくの未経
験からスタートしてきました。経験がなくても心配ありません。現場で丁寧に指導しますので、ゼロから
でも十分に技術を身に付けていけます。

飲食業

わが社の POINT

教育
学習支援業

❶ 色々な仕事を経験できる

医療
福祉

仕事の分野としては、アルミ事業・太陽
光関連事業・アグリ事業・建設事業とい
う、大きく分けて４つの部門があります。
仕事の業種が多岐にわたり、色々な経
験や知識を得ることができます。

❷ 若い世代に、知識と技術の継承を
サービス業
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少人数ですが、幅広い年齢層が家族の
ような雰囲気で働いています。一人で
も多くの若い世代に技術と知識を伝え、
花開かせて実を結ばせることが、私た
ちのビジネスビジョンの一つです。

Message

経営者からのメッセージ

自然相手の育苗作業、工場での製造
作業、現場での家造りと多岐にわた
る職業が経験・習得できる会社で
す。技術革新の目覚ましい今だから
こそ、
『Go To Try』挑戦、考動を！
一度会社を覗きに来てください。

看板
主力製品「防水ガラリ」
商品
多くの建築物の換気口等に使わ
れている、自社開発のオリジナ
ル商品。北海道から沖縄まで、
有力サッシメーカー（ YKKAP、
不二サッシ、LIXIL、三協アルミ）
に販売しています。

私事にできる仕事、発見！

電気 ガス

熱供給 水道業
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農業 林業 漁業

有限会社 一政設備

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業
卸売業
小売業

●事業内容：管工事業全般、リフォーム全般
●所在地：宮崎市大字赤江530-4 ●創立：1999年 ●従業員数：７名
● TEL：0985-53-4884 ● MAIL：oomori@ichimasasetubi.co.jp
● HP：http://ichimasasetubi.co.jp/
仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

普通自動車免許
（AT 限定不可）

金融業
保険業

人・物・環境を大切にする

不動産業
物品賃貸業

私たちの仕事は水に関することが多く、生活を支えているライフラインに密接な関わりがあります。例え
ば、日常生活で、トイレ・お風呂・台所などが突然使えないような事態が起こった時など、早急に駆けつ
けて対応すると、お客様にとても喜ばれます。常に人・物・環境を大切にする気持ちを意識して事業に取
り組み、循環型社会づくりに技術で貢献すること。また、社内で働く仲間同士も、思いやりをもって共に
成長していく会社を目指しています。

飲食業

わが社の POINT

教育
学習支援業

❶ お客様の生活に安心を届ける

医療
福祉

生 活 に 欠 か す こ と の で き な い「 水 」
に 関 わ る 仕 事 を し て い る 会 社 で す。
常に技術を磨き、緊急事態にも対応
できる判断力をもつスペシャリスト
として、お客様の暮らしに安心を届
けます。

❷ 常に新しいことに挑戦する
サービス業

122

これからの事業には、若い世代の新し
い発想と熱意、パワーある前向きな行
動力が必要です。そのために必要な技
術や資格、免許取得を応援し、挑戦し
ようとする気持ちを大切にします。

Message

経営者からのメッセージ

朝、近所のお客様から慌てた様子で
「トイレが詰まって使えない」と電
話があり社員と駆け付けた時など、
とても感謝されました。
「地域の消
防団のように何かあったらすぐ駆け
つける会社」を目指します。

会社
先を見据えた挑戦を
自慢
創業時は新築工事が中心でした。
現在は、蓄えた技術や知識を自社
ブランドとして確立し、リユ―ス
品の販売や展示会、困りごとの相
談・解決など、５年先・10 年先
を見据えています。

農業 林業 漁業

三桜電気工業 株式会社

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業

仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

卸売業
小売業

●事業内容：送電設備工事、一般電気設備工事
●所在地：宮崎市大字小松字下川原1158番地の11 ●創立：1946年
●従業員数：300名 ● TEL：0985-47-4077
● MAIL：soumu@misakura.co.jp ● HP：https://misakura.co/

部活動などでの運動経験、第2種電気工事士・測量士補などの資格
金融業
保険業

九州トップクラスの技術力と実績を誇る電気設備のプロ集団

❷ 充実した福利厚生

会社
送電線工事
自慢
サービス業

社員食堂や寮（家電付、インターネット
対応）を完備。奨学金返還支援制度や、
旅行・グルメなどのさまざまなサービス
を会員価格で利用できる「えらべる倶楽
部」など福利厚生も充実しています。

私たちと一緒に未来を創っていく、
チャレンジ精神のある人をお待ちし
ています。会社見学やインターン
シップを随時行っています。弊社
の魅力を存分にお伝えしますので、
ぜひお越しください。

医療
福祉

入社後２か月間は、研修を通して社
会人としての心構えから業務に関す
る技術習得までをサポート。業務に
必要な資格の取得支援制度も用意し
ています。

採用担当からのメッセージ

教育
学習支援業

❶ スキルアップをサポート

Message

飲食業

わが社の POINT

不動産業
物品賃貸業

弊社は、今年で創業 75 周年を迎える電気設備工事会社です。発電所と変電所をつなぐ「送電線」の建設
や保守メンテナンス、官公庁などの電気設備工事、一般家庭のオール電化や光インターネット工事、浄化
処理施設やバイオマスプラントをはじめとする環境事業など、さまざまな事業を九州全域で展開していま
す。特に送電工事に関する技術力や施工実績は九州でもトップクラスを誇り、人材教育を基本に技術の継
承に力を入れています。

弊社の事業の中心となっているの
が、発電所と変電所をつなぐ架空・
地中の送電線工事です。電気という
ライフラインを支える技術集団とし
て高く評価されています。

123

農業 林業 漁業

宮崎ガス 株式会社

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業
卸売業
小売業

●事業内容：都市ガスの製造・供給・販売
●所在地：宮崎市阿波岐原町野間311番地１ ●創立：1930年
●従業員数：147名 ● TEL：0985-39-3911
● MAIL：jinji@miyazakigas.co.jp ● HP：https://www.miyazakigas.co.jp/

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

金融業
保険業

地域の暮らしを支え、未来を創るインフラ企業

不動産業
物品賃貸業

弊社は県内唯一の都市ガス事業者として、地域の暮らしを支え、宮崎の発展に貢献してきました。クリー
ンエネルギーである都市ガスは、日常生活だけでなく、工業用・空調・燃料電池など多様な利用法があり、
宮崎の未来を創る力があります。また、ガス事業以外にも、スポーツや音楽イベントを主催するなど、地
域の活性化に取り組んでいます。これからも地域に密着した企業として、皆さまに親しまれ、選択してい
ただける存在であるために挑戦を続けていきます。

飲食業

わが社の POINT

教育
学習支援業

❶ 人財を大切にする明るい社風

医療
福祉

入社10 年以内の離職率はゼロ。人財
（人材）を大切にする明るい社風のも
と、何でも相談できる先輩や上司が
いて、安心して長く働くことのでき
る職場です。

❷ 地域総合産業を目指して
サービス業
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コア事業であるガス事業を積極的に展
開するとともに、事業の多角化や課題
にも挑戦しながら、宮崎ガスグループ
として、宮崎の発展に貢献する地域総
合産業を目指しています。

Message

採用担当からのメッセージ

弊社には“自分の会社が好き”とい
う社員が多くいるように感じます。
それは、
「エネルギーを届け、暮ら
しを支える」という仕事に誇りとや
りがいを感じているから。私たちと
一緒に明日の宮崎を創りましょう。

会社
ガスホルダー
自慢
宮崎・延岡・都城の３か所に
工場があり、大きな球体のガ
スホルダーがトレードマー
クとなっています。延岡のガ
スホルダーには、イラストも
描かれていて目を引きます。

私事にできる仕事、発見！

情報通信業
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農業 林業 漁業

株式会社 アイティーシェルパ

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業
卸売業
小売業

●事業内容：システム開発、アプリ開発、クラウドサービス、IoT 開発等
●所在地：宮崎市橘通西5-1-24 矢野興業第２ビル３F ●創立：2000年
●従業員数：104名 ● TEL：0985-75-0310
● MAIL：saiyo-miyazaki2@itsherpa.com ● HP：https://itsherpa.com/
仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

基本情報技術者試験の合格者、もしくは、何らかの言語のプログラムを勉強している方

金融業
保険業

IT 技術で、社会とお客様を支える

不動産業
物品賃貸業

株式会社アイティーシェルパは、福岡に本社を構え宮崎とベトナムに拠点を持つ IT 企業で、宮崎支社では
Web システム、スマホアプリ等の開発の仕事をしています。例えば動画配信サイトやネットショッピング
のサイトなど意外と身近なサービスから、企業で必要な各種業務システムまで、幅広く開発しています。
またクラウドや GPS などのサービスも提供。特に動画配信システムについては国内トップレベルの技術
を持ち、お客様から高い評価を得ています。

飲食業

わが社の POINT

教育
学習支援業

❶ 人と人との風通しが良い環境

医療
福祉

社員全員がダイレクトにチャットで繋
がっています。なんと、社員同士だけ
でなく福岡の社長とも直接、連絡を取
ることも可能。何か困ったときは気軽
に誰にでも相談できる雰囲気です。

❷ ゲームもドローンも！充実の福利厚生
サービス業
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ドリンクバー完備、大型テレビでゲー
ム可能、ドローンもあり！休みは土日
祝、夏季、年末年始、誕生日休暇。有
給休暇は入社後すぐ３日付き半年後に
７日追加。２時間単位で取得できます。

Message

先輩からのメッセージ

社長や支社長を始め従業員のほぼ全
員がエンジニアなので、お互いの仕
事や気持ちを共有しあえる働きやす
い環境です。仕事を通してお客様に
感謝していただけている実感があり、
それがやりがいに繋がっています。

会社
500 台のサーバが！
自慢
SNS やライブストリーミングな
どのシステムをオールインワン
で提供するため、データセンター
内でサーバを約 500 台管理し、
リアルタイムコミュニケーショ
ンをバックアップ。

農業 林業 漁業

株式会社 アシストユウ

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業

仕事で役立つ資格やスキル

●従業員数：10名

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

卸売業
小売業

●事業内容：IT システム提供、自社開発カメラ販売
●所在地：宮崎市新別府町前浜1401-30 ●創立：1994年
● TEL：0985-83-4217 ● MAIL：info@assistyou-m.com
● HP：http://www.assistyou-m.com/

Word ／ Excel ／ PowerPoint・ネットワークカメラの知識・サーバー構築
金融業
保険業

高いモチベーションと自己改革を実践

❷ チームワークで常に新しい挑戦を

看板
移動式ネットワークカメラ
商品
サービス業

「オンリーワン」の企業であるために
は、常に挑戦が必要です。当社は長年、
新しい自社製品の開発を続けてきまし
た。その姿勢が認められ、宮崎県の未
来成長企業にも認定されています。

オンリーワンの企業になるため、努
力と発想力で商品開発に取り組んで
きました。これからも、地域に貢献
できる企業を目指しながら常に新し
いことに挑戦し、全国・海外を視野
に事業展開している会社です。

医療
福祉

良い製品を作り出すためには、心身の
リフレッシュやプライベートの充実が
大切です。そのため当社では、３年前
から、残業０と年間６日以上の有給休
暇消化に社員一同取り組んでいます。

経営者からのメッセージ

教育
学習支援業

❶ プライベートも大切に

Message

飲食業

わが社の POINT

不動産業
物品賃貸業

アシストユウは、26 年前から宮崎の電気設備業に特化した業務システムの販売・指導・コンサルを提供し、
電気設備業の IT 化に貢献している企業です。さらに新事業として 14 年前から、置くだけで見たい画像を
瞬時にインターネットで全世界に配信できる“移動式ネットワークカメラ”を開発。便利さと高い機能性で、
全国・海外へと販路拡大を行っています。技術革新のプロフェッショナルとして、地域に、世界に貢献し
ていける企業を目指します。

経産省・国土交通省認定の自
社開発商品です。技術者不要、
メンテナンスフリー。電源を入
れて３分でネットに映像アッ
プ。土木現場・自治体等、
1,000
か所以上で運用されています。
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農業 林業 漁業

AJS 株式会社

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業
卸売業
小売業

●事業内容：システムの開発、保守・運用
●所在地：延岡市旭町6-4100 ●創立：1987年 ●従業員数：689名
● TEL：0982-22-2131 ● MAIL：ajs-jinji@ajs.co.jp
● HP：https://www.ajs.co.jp/
仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

情報処理技術者資格全般

金融業
保険業

クライアントの頭脳となり、発展に貢献する

不動産業
物品賃貸業

AJS は 1987 年、旭化成グループの情報システム会社として設立。30 年以上にわたるシステムの開発、
保守・運用の実績を持っています。現在は国内 10 か所に事業所があり、TIS インテックグループの一員
として「基幹システムの開発 / 保守 / 運用 / コンサルティング」
「 基幹系データを活用する業務ソリューショ
ン」「パッケージ開発・販売」の３つを柱に、様々な産業分野に向けた企業価値向上のためのソリューショ
ンを提供しています。

飲食業

わが社の POINT

教育
学習支援業

❶ 研修・教育制度の充実

医療
福祉

内定者教育（資格取得支援）、新入社
員導入研修、階層別研修、経営層研修
など、入社前から入社後まで、長期的
にキャリアアップしていくための幅広
い研修や教育制度があります。

❷ 雰囲気も環境も、働きやすい会社
サービス業
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◎社長も“～さん”で呼び合うフラン
クな社風 ◎短時間勤務 ◎在宅勤務制
度の整備 ◎有給休暇取得率 74％ ◎
平均残業時間 23.4 時間／月

Message

採用担当からのメッセージ

九州地域では宮崎県延岡市に事業所
がございます。AJS では現状に満
足することなく“挑戦を続けられる
人”を求めています。皆様からのご
応募、お待ちしております！

看 板 AJS の
商 品 IT ソリューション
◎ P-TH/P-TH ＋【人事評価システム】◎ A
FIT CHEMS【化学品に関する情報の一元管理】
◎ FORUS AI【半導体工場・工程向け目視検
査 AI】◎ SAP【SAP S/4 HANA への移行・
運用・コンサルティング】◎ GRANDIT【製
造業向け ERP ソリューション】等

農業 林業 漁業

SATT 九州 株式会社

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業

仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

卸売業
小売業

●事業内容：システム開発・運用・保守
●所在地：宮崎市広島1-18-12 宮崎フコク生命ビル８F ●創立：2002年
●従業員数：16名 ● TEL：0985-29-5756 ● MAIL：info@sattkyushu.jp
● HP：https://sattkyushu.jp
積極的な行動力・周囲との協調性・柔軟な対応力を求めています。

金融業
保険業

教育と IT を融合したシステムの開発

会 社 医療系大学
自 慢 教育支援システム (ESS)
サービス業

令和２年１月に、宮崎県の立地企業に
認定。さらに仕事と生活の調和を図る
ため、ノー残業デーの設定や年次有給
休暇の整備など、安心して働ける環境
づくりに積極的に取り組んでいます。

プロジェクトチームの一員としてシ
ステム設計に携わっています。仕事
は難しい部分もありますが、自分の
製造したシステムが画面上で実際に
動いているのを見ると、達成感を感
じ、次へのやる気に繋がります。

医療
福祉

❷ 駿台グループ企業としての安心感

先輩からのメッセージ

教育
学習支援業

❶ 人と最新の IT をコーディネート
「教育と IT の融合」をコンセプトに、
e ラーニングシステム・学校教務支援
システム等の開発を行う会社です。最
新のシステムで教育現場を支える仕事
は、自分の成長にもつながります。

Message

飲食業

わが社の POINT

不動産業
物品賃貸業

駿台予備学校を母体とする駿台グループの一員である SATT 九州株式会社は、都市部の「システム開発技
術者不足」「開発コストの高騰」などの問題を解決する「ニアショア開発拠点」として、教育と IT を融合
したシステム開発を中心に様々なシステム開発を行っています。またニアショア開発拠点として必要な技
術者を正規社員として雇用すると共に、様々な分野での AI 活用を模索し、実現に向けた取り組みで地域産
業の発展に貢献していきます。

医療系大学の学内試験問題作成
から試験の実施、国家試験対策・
共用試験対策に特化した教育支
援システムで良質の試験問題を
蓄積でき、入学から卒業まで様々
な場面で有効活用できます。
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農業 林業 漁業

SCSKニアショアシステムズ 株式会社 宮崎開発センター

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業
卸売業
小売業

●事業内容：ソフトウェア開発
●所在地：宮崎市橘通東4-7-28 TOKIWA30ビル ●創立：2001年 ●従業員数：350名
● TEL：0985-26-9700 ● MAIL：saiyo@scsk-nearshore.co.jp
● HP：https://www.scsk-nearshore.co.jp/
仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

情報処理技術者資格・Java 技術者資格など情報系の資格

金融業
保険業

大好きな地元にいながら首都圏の大規模システム開発を行う会社

不動産業
物品賃貸業

私たちは、SCSK グループが大手企業から受注したシステム開発、保守業務を地方拠点で担っている会社
です。ネットワークやコミュニケーションツールを活用し、出張することなく首都圏の大規模システム開
発を行っています。2013 年度から働き方改革に取り組み、
「 ワーク・ライフ・バランス」を推進しています。
社員の月平均残業時間 20 時間以下と有給休暇取得率 95％を実現しています。また、育児休業、育児支援
のための各種制度も整っており、地元で家族や友人との時間も大切にしながら働くことができます。

飲食業

わが社の POINT

教育
学習支援業

❶ 転勤がないから地元で働ける

医療
福祉

SCSK グループの一員として、全国各
拠点で大都市圏のお客様のソフトウェ
ア開発業務に携わっています。各拠点
の社員は転勤もなく、大好きな地元で
落ち着いて勤務することができます。

❷ 残業は削減、休みは取りやすく
サービス業
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「ワーク・ライフ・バランスの推進」と
「働きやすい会社」「やりがいのある会
社」の実現を通じて、健康管理の取り
組みや仕事と生活を両立させ、安心し
て働くための各種制度が整っています。

Message

先輩からのメッセージ

親会社である SCSK や他拠点のス
タッフとチームを組んで仕事を進め
ています。首都圏の大規模業務を、
会社の垣根を越えて相談し合い、助
け合いながら取り組めることが、仕
事のやりがいに繋がっています。

会 社 夢ある未来を、
自 慢 共に創る
私たちは、社員、地域、お客様の夢
や理想を叶えられる存在でありたい
と思っています。一番あなたらしく
いられる場所で、テクノロジーの
“匠”を目指しませんか？

農業 林業 漁業

株式会社 MJC

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業

仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

卸売業
小売業

●事業内容：ソフトウェア開発
●所在地：宮崎市霧島2-84-1 ●創立：1972年 ●従業員数：300名
● TEL：0985-25-8228 ● MAIL：rexruit@mjcnet.co.jp
● HP：https://www.mjcnet.co.jp/
ITパスポート試験、基本情報技術者試験、プログラミングスキル

金融業
保険業

「命をまもる」九州最大級の独立系 IT 企業

❷ 人間関係が心地よい

会 社 M-NEXT
自 慢 消防業務管理システム
サービス業

風通しの良い社風で業務を進めやすい
環境です。また新人教育は毎年ブラッ
シュアップし９か月間行います。トレー
ナーと１対１の丁寧なフォロー体制で
一流の技術者に成長していけます。

情報系の大学院を卒業し、入社して
１年目です。新人の私が業務の中で
感じたのは、MJC はお客様からの信
頼が厚く、さらに成長を続けている
ことです。私も今後、
スキルアップし、
先輩方の様にお客様から信頼されて
仕事を任されるようになりたいです。

医療
福祉

東京・大阪・福岡・宮崎に拠点がある
ため、各所の魅力あるプロジェクトに
若いうちから参画し宮崎の発展に尽く
せる技術を身に付けられます。もちろ
ん一拠点でずっと働くことも可能です。

先輩からのメッセージ

教育
学習支援業

❶ 全国主要都市で働くことができる

Message

飲食業

わが社の POINT

不動産業
物品賃貸業

企業理念は「ICT を通じた地域社会への貢献」。消防・防災・医療・福祉等「命をまもる」自社開発ソリュー
ションを全国展開中で、お客様は官公庁・自治体・政令指定都市や大手優良企業。一流の技術者として活
躍し、将来は上流コンサルも経験できます。宮崎県の「仕事と生活の両立応援宣言企業」に登録されてお
り、社員の入社３年後定着率は 95%、育児休業復帰 100％。さらに 49 年の信頼と実績、魅力あるプロジェ
クトも多数あり、ますます飛躍する MJC です。

全国の消防局・消防本部等 60 団体
に利用されています。最新の Web
技術を採用し、消防本部独自の業務
に対応するカスタマイズや法令改正
への柔軟な対応に高い評価を頂いて
います。
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農業 林業 漁業

株式会社 オロ宮崎

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業
卸売業
小売業

●事業内容：クラウド ERP「ZAC」の開発・提供、Web サイト構築・運用、Web 広告運用
●所在地：宮崎市橘通西2-4-20 アクア宮崎ビル ●創立：2016年 ●従業員数：76名
● TEL：0985-60-7340 ● MAIL：oro_miyazaki_recruit@jp.oro.com
● HP：https://www.oro-miyazaki.com/
仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

基本的な PC スキル

金融業
保険業

より多くの「幸せ・喜び」の提供を目指す

不動産業
物品賃貸業

株式会社オロ宮崎の前身となる宮崎サポートセンターは 2012 年に株式会社オロの事業支援を行う一拠点
として設置されました。人員規模や業務の拡大の中でさらなる成長・発展が期待されるようになったこと
から、2016 年に株式会社オロ宮崎が設立。宮崎では株式会社オロが自社開発した基幹業務システム「ZAC」
の開発・提供・活用支援、ショッピングモールの web サイト運営、デジタル広告の運用業務、管理業務を行っ
ています。

飲食業

わが社の POINT

教育
学習支援業

❶ IT 業界未経験者歓迎！

医療
福祉

職業訓練出身者も多く IT 業界未経験
でもしっかり成長できます。入社後は、
まず基本知識を身に付けてから、運用
担当として業務を担当。フランクで風
通しが良く働きやすい環境です。

❷ 宮崎で、全国規模の仕事ができる
サービス業
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親会社の株式会社オロは、安定的急成
長を目指し 1999 年の創業以来黒字
経営を続けている東証一部上場企業で
す。宮崎で都市部と変わらない仕事に
携われることは、魅力のひとつです。

Message

経営者からのメッセージ

宮崎に進出した IT 企業として成長
を続けており、今後は培ってきた技
術力で地元宮崎に貢献できるような
仕事に取り組んでいきたいと思って
います。一緒にチャレンジしていけ
る方の応募をお待ちしています！

看 板 累計導入社数
商 品 1,000 社突破
クラウド ERP「ZAC」と姉妹
製品「Reforma PSA」は販売・
購買・勤怠・経費の一元管理
が可能なシステム。企業成長
に欠かせないシステムとして
ご評価いただいています。

農業 林業 漁業

株式会社 クリエート

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業

仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

卸売業
小売業

●事業内容：ソフトウェア開発、IT エンジニア
●所在地：東臼杵郡門川町須賀崎4-39-3 ●創立：1999年 ●従業員数：30名
● TEL：0982-63-7706 ● MAIL：soumu@create-m.co.jp
● HP：https://create-m.co.jp

IPA 情報処理技術者試験（ITパスポート、情報セキュリティマネジメント等）
金融業
保険業

ICT を駆使して、豊かな社会づくりを

❷ 個人の特性を活かした仕事がある

看板
EC 直売所システム
商品
サービス業

SE、プログラマーだけでなく、運用
オペレーターやテクニカルサポートな
ど IT の様々な職種がある職場なので、
いろいろ体験しながら個人の特性を活
かす仕事に就くことができます。

宮崎ならではの ICT サービスの提
供を行い、クリエートだからできる
こと、
クリエートしかできないこと、
創業精神である「日本をリードする
ソフトウェアメーカーへ」を一緒に
目指す方を大募集しています！

医療
福祉

社会のあらゆる所に求められる IT の
力。自社システム開発では農産物直売
所向けシステム、畜産業管理システム
など農業に関するシステムの他、様々
な業種の IT 化をお手伝いします。

経営者からのメッセージ

教育
学習支援業

❶ 様々な業種の IT 化を手掛ける

Message

飲食業

わが社の POINT

不動産業
物品賃貸業

私たちは「ICT を駆使したサービスで豊かな社会に貢献します。」という経営理念に基づき、自社システ
ム開発・販売・運用サポート、ソフトウェア受託開発、IT エンジニアのアウトソーシングの３つの事業を
展開しています。世の中の潜在的な問題やニーズをいち早く見極め、提案し解決につなげること。ネット
とリアルを融合した新しい社会をつくること。そして情熱ある社員を育てお客様に愛されるソフトウェア
メーカーを目指しています。

農産物生産者の出荷から売上集
計 ま で を ス ム ー ズ に 行 う「EC
直売所システム」は、県内他、
北は北海道、南は沖縄県まで 50
か所以上の農産物直売所や道の
駅に導入実績があります。
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農業 林業 漁業

株式会社 コア・クリエイトシステム

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業
卸売業
小売業

●事業内容：コンピュータシステム開発
●所在地：宮崎市大字本郷南方3231-3 ●創立：1991年 ●従業員数：70名
● TEL：0985-56-7111 ● MAIL：soumu@corecreate.com
● HP：https://www.corecreate.com
仕事で役立つ資格やスキル

医療に関する知識、医療情報技師／情報処理技術者などの資格

金融業
保険業

社会に不可欠な医療の分野に、地方から挑戦し続ける企業

不動産業
物品賃貸業

弊社は、宮崎県唯一の電子カルテのメーカーとして、地域医療の課題解決をシステムの面からお手伝いし
ています。独自の電子カルテシステムや経営分析システムなどを、全国の医療機関に提供。システムの企
画から、販売、導入、保守、システムのバージョンアップまで全てを自社で行い、お客様をきめ細かくサポー
トしています。住み慣れた宮崎に根差しながら、活躍の舞台は全国にあります。

飲食業

わが社の POINT

教育
学習支援業

❶ 活躍の舞台は日本全国

医療
福祉

自主性さえあれば、年齢に関係なく、
中核メンバーとして活躍できます。住
みよい宮崎を拠点にしながら、九州は
もちろん、全国各地を舞台に活躍の
チャンスがあります。

❷ 新しいものを生み出す仕事
サービス業
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□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

弊社は、電子カルテの開発などを手掛
ける宮崎県で唯一のメーカーです。世
の中になかったものを自分達で生み出
し、広めていくクリエイティブな仕事
は挑戦とやりがいであふれています。

Message

経営者からのメッセージ

自分たちで一から形にしたサービス
が、住み慣れた地域や全国に広まっ
ていく。そんな経験ができるのは、
メーカーならでは。
「宮崎にはこん
なおもしろい会社があるんだ」と全
国に向けて一緒に発信していける方
をお待ちしています。

看板
カルテ Man.Go!
商品
弊社の電子カルテシステム「カル
テ Man.Go!」は、宮崎を代表する
もうひとつのマンゴー。宮崎はも
ちろん、鹿児島、大分、佐賀、福岡、
岐阜、京都、北海道など多くの医
療機関でご利用いただいています。

農業 林業 漁業

株式会社 コドモン

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業

仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

卸売業
小売業

●事業内容：ICT システム「コドモン」の運営
●所在地：宮崎市吉村町大町甲1990 3F ●創立：2009年
●従業員数：127名（インターン含む） ● TEL：03-6459-4318
● MAIL：recruit@codmon.co.jp ● HP：https://www.codmon.co.jp
チャレンジ精神、気持ちの良いコミュニケーション

金融業
保険業

こどもたちと向き合う時間と心のゆとりを

❷ 柔軟な働き方ができる

会 社 業務支援 ICT サービス
自 慢 「コドモン」
サービス業

おしゃれなカフェスペースのあるオ
フィスで働く日もあれば、リモート勤
務する日も…。働きやすさを重視し、
フリーアドレスやフレックスなどの制
度設計も柔軟に行っています。

宮崎オフィスはユーザー様への利用
方法や仕様に関するサポートをして
います。日本中の教育施設で働く先
生方の負担を軽減し、こどもの未来
を豊かにできることにやりがいを感
じられるこの環境が大好きです！

医療
福祉

急成長中の当社には毎月数名の新しい
仲間がジョインします。ミッションや
ビジョンに共感した頼もしい仲間たち
と、同じ方向に向かって楽しみながら
走り抜けることができる会社です。

先輩からのメッセージ

教育
学習支援業

❶ 社会貢献を志す仲間と働ける

Message

飲食業

わが社の POINT

不動産業
物品賃貸業

私たちは、こども施設で働く職員向けの業務支援サービス「CoDMON（コドモン）」を展開している会社
です。導入することで先生の業務負担が大幅に軽減され、かつ保護者にとっても、スマホアプリで欠席連
絡や連絡帳のやりとりができるなどメリットが多く、全国のこども施設で最も使われているクラウドサー
ビスです。特に宮崎オフィスはお客様からの問い合わせに回答するサポートオフィスであり、お客様のい
ちばん近くで課題感や喜びに寄り添うことができます。

電子連絡帳、写真販売、登降園
管理、給食管理など多機能
実績…◎全国のこども施設 6,500
施設導入 ◎保護者アプリ利用者
数 53 万人 ◎渋谷区、港区をはじ
めとした公立施設でも採用
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農業 林業 漁業

株式会社 サポータス

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業
卸売業
小売業

●事業内容：ソフトウェア開発、コールセンター
●所在地：都城市安久町5023-1 ●創立：2010年 ●従業員数：45名
● TEL：0986-36-5795 ● MAIL：info@supportas.co.jp
● HP：https://supportas.co.jp/
仕事で役立つ資格やスキル

データベース開発、プログラミング、コミュニケーション力など

金融業
保険業

「宮崎から日本を元気に」大切なのはその思い

不動産業
物品賃貸業

設立以来、幅広い案件を手掛けてきた実績があるので、要望にあわせたシステム開発、コンサルティング
業務、BPO 事業と、顧客の課題に合わせたサービスが提供できます。また、システム開発から、業務改
善→ AI、RPA などを活用した定型作業の自動化→カバーできない有人作業の部分を BPO 事業部ではワ
ンストップで行うようにしているので、様々な業界について学べます。

飲食業

わが社の POINT

教育
学習支援業

❶ 部署の垣根を越えた楽しみ「部活動」

医療
福祉

最低２部署のメンバーが５人以上集ま
れば部活設立の申請が可能。活動費も
支給され活動内容は社内共有ツール等
で報告します。現在、イベント部、ラー
メン部、クリエイト部などが活動中。

❷ 社内の人間関係がとにかく良好
サービス業
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□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

従業員同士、とにかく仲が良いです。
20 代～ 60 代までという幅広い年代
の老若男女が、それぞれの立場でお互
いを思いやり、助け合う心をもってい
る、良好な人間関係の職場です。

Message

採用担当からのメッセージ

2020 年９月開設の宮崎デジタルコ
ミュニティーセンターは、カフェテ
リアで料理したり、リフレッシュ
ルームで仮眠もできる快適な環境で
す。
「ここから日本を変える！」そ
んな気持ちで一緒に働きませんか？

会 社 宮崎デジタルコミュニティー
自 慢 センター（MDCC）
2020 年９月に開設した MDCC
は、天井が高くて窓も多く開放
感がある、自慢の施設です。駐
車場の桜の下での花見や、霧島
山を観ながらの BBQ なども実
現したいと思っています。

農業 林業 漁業

株式会社 ジーニアスウェブ

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業

仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

卸売業
小売業

●事業内容：ホームページ制作、広告運用など
●所在地：宮崎市橘通東2-9-14 トライスター本町通りビル４F ●創立：2006年
●従業員数：26名 ● TEL：0985-27-3114 ● MAIL：info@genius-web.co.jp
● HP：https://www.genius-web.co.jp/
何事にも挑戦する気持ち・Web に関する知識

金融業
保険業

ホームページで「新しいお客さまの獲得」の実現に

❷ さまざまな業界の案件を扱う

会 社 制作、運用から
自 慢 システム開発まで
サービス業

今までにも病院・飲食店などをはじめ、
機械部品製作所、石材店、エステサロ
ン、税理士事務所など、ジャンルを問
わず多種多様なお客さまとやり取りを
してきました。

入社してすぐは基礎知識や用語など
覚えるのに苦労しました。今でも勉
強の日々ですが、デザイナーやコー
ダー、プログラマーなど専門分野に
特化したスタッフがいるため、相談
や確認がしやすいです。

医療
福祉

Web 業界は常に進化しているので、
新しい知識を得たいスタッフは、外部
のセミナーなどに積極的に参加してい
ます。会社からも支援し、スタッフの
学びたい気持ちを大切にしています。

先輩からのメッセージ

教育
学習支援業

❶ 学びたい気持ちをサポート

Message

飲食業

わが社の POINT

不動産業
物品賃貸業

当社は「ホームページを使った新規客獲得」をはじめ、
「 受注率のアップに役立つコンテンツ・販促物の作成」
「リピート率の向上」「ネットでの採用支援」までお客さまが抱える問題解決に取り組んでいます。目先の
華やかさ、面白さなどではなく、強み、売りを忠実に表現したホームページ。今までに取り引きをした 1,400
社以上のお客さまとのやり取りや知識を生かし、かっこいいだけではない確実に新しいお客さまを獲得す
るホームページ制作をしています。

ホームページ制作から広告運用、シ
ステム開発まで幅広く展開していま
す。さまざまな会社にそれぞれを依
頼することなく弊社だけで賄うこと
ができるため、トータルで提案でき
ます。
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農業 林業 漁業

スパークジャパン 株式会社

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業
卸売業
小売業

●事業内容：インターネット関連サービス
●所在地：宮崎市柳丸町85番地 ●創立：1997年 ●従業員数：87名
● TEL：0985-31-9171 ● MAIL：recruit@sparkjapan.co.jp
● HP：https://www.sparkjapan.co.jp/
仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

コミュニケーション能力など

金融業
保険業

最先端の IT 技術で企業の業績アップに貢献

不動産業
物品賃貸業

弊社は、コンサルティングや業務システムの開発、ネットワークの保守、データセンターの運用、Web サ
イト制作など、IT に関する事業をワンストップで提供している会社です。近年は、人材不足やコミュニケー
ションに関する課題を抱えている企業が増えており、AI（人工知能）や RPA（ロボット・プロセス・オー
トメーション）・IoT（モノのインターネット）などの新しい技術にもいち早く対応。業務の効率化や生産
性の向上など、お客様のビジネスを IT で支えています。

飲食業

わが社の POINT

教育
学習支援業

❶ IT のエキスパート集団

医療
福祉

コ ン サ ル テ ィ ン グ や デ ザ イ ン、 サ ー
バー、ネットワークなど、IT の各分野
のエキスパートが集結。ワンストップ
でサービス提供できるので、スピーディ
かつ高品質での課題解決が可能です。

❷ 多種多様な業種への取引実績
サービス業
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航空・製造・運輸など、他業種での取
引実績が豊富なため、業界に依存しな
い共通的・業界特化型の課題解決を行っ
ています。それらのノウハウによって
現状に即した改善提案が可能です。

Message

採用担当からのメッセージ

弊社は、多様な職種、年代のスタッ
フが集まり、業務を進めています。
自分の専門分野はもちろんのこと、
IT に係るさまざまな技術に触れら
れ、成長することができます。

会 社 ワンストップ
自 慢 ソリューション
Web マーケティングを使った集客や
CRM（顧客管理システム）
、SFA（営
業支援システム）
、ERP（企業統合
システム）などによる業務の効率化
など、幅広いニーズにワンストップ
で応えられるのが弊社の強みです。

農業 林業 漁業

センコービジネスサポート 株式会社

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業

仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

卸売業
小売業

●事業内容：コンタクトセンター、事務代行、データプリントサービス
●所在地：延岡市天下町1176-13 ●創立：2006年
●従業員数：481名（2020年10月時点） ● TEL：0982-23-5780
● MAIL：sbs-saiyou@sknet.senko.co.jp ● HP：http://www.sbs.senko.jp
コミュニケーション力、パソコン操作

金融業
保険業

信頼をつむぎ、真心をこめた、プロの仕事を

Message

❶ 幅広い年齢層がお互いを成長させる

入社して 11 年、３つ目の職場です
が、一番居心地がいいと感じていま
す。採用担当としてはまだ２年目で
すが、多くの学生さんや先生方にこ
の会社の良さをお伝えできるように
頑張ります！

名 物 電話応対コンクール、
社 員 全国チャンピオン！
サービス業

仕事がしやすいだけでなく、休憩時間
もリラックスして過ごせる自慢の社
屋。天気がいい時は屋上庭園のテラス
席が大活躍。気持ちいい風に吹かれて
気分転換すれば、仕事もはかどります。

医療
福祉

❷ 2010 年建設の、快適な自社ビル

採用担当からのメッセージ

教育
学習支援業

年の離れた社員同士も仲が良く、専門
的知識が必要な業務も先輩がしっかり
サポート。プライベートの相談もでき
る仲間に囲まれ、社会人としても職業
人としても成長することができます。

飲食業

わが社の POINT

不動産業
物品賃貸業

国内外に約 130 社あるセンコーグループホールディングス株式会社のグループ会社です。働きやすい環
境づくりや社員の成長のサポートに力を入れ、社員ひとりひとりの“頑張り”を評価する制度等を取り入
れています。「The professional Partner“SBS”～信頼をつむぎ、真心をこめて～」という理念のもと、
お客様の頼れるパートナーとして、事務・コールセンター・印刷～発送など専門知識や技術、人手の必要
な業務の全部または一部を代行することで、お客様企業をサポートします。

初出場で初優勝という輝かしい経歴
の社員がいます。現在は社外での講
演や社内の電話応対スキル向上のた
めの研修に力を入れてくれていて、
頼れるプロフェッショナルパート
ナーです。
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農業 林業 漁業

TIS 西日本 株式会社 宮崎事業所

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業
卸売業
小売業

●事業内容：ソフトウェア開発
●所在地：宮崎市広島2-5-11 宮崎東京海上日動ビルディング６F
●創立：1988年 ●従業員数：175名 ● TEL：0985-35-1600
● MAIL：info@tis-w.co.jp ● HP：https://www.tis-w.co.jp/
仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

情報処理技術者試験（各種）

金融業
保険業

「身近な IT の専門家」としてニーズに応える

不動産業
物品賃貸業

当社の原点は宮崎県です。1988 年、宮崎県にてテクノポリス構想誘致企業として誕生。2004 年に福岡
へ本社を移転し、以来九州・山口を中心とする西日本エリアで皆さまのニーズに応えて参りました。宮崎
事業所では主に、販売・会計・人事給与などの基幹業務システムの開発に携わっています。私たちはお客
様である企業・自治体が、短時間かつ効率的に業務を進められるよう、システム開発の分野から社会に貢献。
「技術は人のために」を合言葉に、これからも努力し続けます。

飲食業
教育
学習支援業

わが社の POINT

Message

❶ 大手グループならではの安心の環境

「人財」は、最も重要な経営資源。
時間外労働の削減や年休取得率の向
上、各種勤務制度の整備、長期休暇
制度、カジュアルな服装での勤務可
など、働きやすい環境づくりに取り
組んでいます。

医療
福祉

従業員数約２万人の TIS インテックグ
ループなので、安定した基盤で働けま
す。また福利厚生も充実。地方で働き
ながら大きなグループに所属できるこ
とは、当社の自慢のひとつです。

❷ 様々な業界の知識を得ることができる
サービス業
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当社は独立系のシステムインテグレー
ターなので、メーカー系・ユーザー系
という縛りがありません。様々な業種・
業態の企業と取引することはシステム
エンジニアとして大きな財産です。

採用担当からのメッセージ

有名
コミカルなテレビ CM
CM
「IT で社会の願い叶えよう」を
キャッチフレーズに「広く社会
課題の解決に貢献する企業であ
りたい」という企業意思を表現
したテレビ CM です。一緒に IT
で社会の願い、叶えませんか？

農業 林業 漁業

TNAソリューションデザイン 株式会社

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業

仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

卸売業
小売業

●事業内容：経営コンサルティング、Web サイト制作、各種デザインの企画・制作
●所在地：宮崎市橘通西1-2-25 橘パークビル３・４F ●創立：1993年
●従業員数：10名 ● TEL：0985-21-1930 ● MAIL：info@tna.co.jp
● HP：https://www.tna.co.jp

Illustrator、Photoshopの操作スキル・html5、CSS、php（wordpressやデータベースに関する知識）
金融業
保険業

デザイン力と ICT 技術、そして創造力でイノベーションを

❷ 仕事もプライベートも充実させる

会 社 自社で新商品開発・
自 慢 販売も挑戦
サービス業

限りなく残業ゼロを目指しています。
また、芸術に触れる機会を支援するアー
ト助成金、本の購入を支援するブック
助成金など、社員自ら発案した、さま
ざまな生活支援の制度を整えています。

ディレクター、デザイナー、エンジニ
アが同じ環境にいるのでチームで共
創している実感があります。また本質
的なデザインを大切にしているため、
仕事をする上で普遍的に役立つスキ
ルを身に付けることができます。

医療
福祉

有給休暇を取得しづらい現実がありま
すが、当社は 100% 取得を実施。休
暇が多くなるのは大変だと感じる社員
もいますが、休暇を取ることも仕事の
一部として理解が進んでいます。

採用担当からのメッセージ

教育
学習支援業

❶ 有給 100% 取得を実現しています

Message

飲食業

わが社の POINT

不動産業
物品賃貸業

インターネット黎明期からの ICT 関連の業務経験と、長年培ってきたデザイン思考による創造力を掛け合
わせて、新しい価値を生み出しパートナー企業のビジネスに貢献することが最大の使命です。デザインは
作れば成果が出るものではありません。表現を間違えれば、企業や商品のコンセプトが意図しない方向へ
広まることもあります。当社は、経営理念やコンセプトから戦略の立案を行い、パートナー企業の魅力を
最大限に引き出すことを得意としています。

EC 事業を強化するために、試
験的に商品販売を開始しまし
た。商品を選定し、パッケージ
のデザイン、販売、発送までの
一連の流れを自社内で行ってい
ます。
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農業 林業 漁業

デジタルゲイト 株式会社 日南支店

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業
卸売業
小売業

●事業内容：コールセンター
●所在地：日南市岩崎3-6-5 三浦ビル２F ●創立：2000年12月
●従業員数：201名 ● TEL：0987-32-1007
● MAIL：nichi-saiyou@digitalgate.net ● HP：https://digitalgate.net/
仕事で役立つ資格やスキル

MOS（Word・Excel）個人・法人の営業スキル

金融業
保険業

「人と話すのが好き」その気持ちから始まる

不動産業
物品賃貸業

インターネット回線の申込に関する案内が主な業務で、要望を聞き、問合せに合うサービスを提案します。
お客様の顔が見えない分難しい面もあり、インターネットの知識と営業話法も必要ですが、日南支店で勤
務している人の９割はコールセンター未経験。知識研修や営業研修を行い OJT もしっかりしていきます
ので、人と話すことが好き、新しいことを覚えることが楽しいという思いがあれば未経験の方でも TOP
プレイヤーへ成長できますよ！

飲食業
教育
学習支援業

わが社の POINT

Message

❶ 自分の成長を実感できる職場環境

対面せずに電話での営業は難しいで
すが、お客様から感謝の言葉を頂く
と、やりがいを感じます。また、不
安なことや分からないこともその都
度アドバイスが貰えるので、安心し
て業務に取り組める職場です。

医療
福祉

年功序列ではないので、若いうちから
様々なことに取り組めます。また、業
務環境をよくするために自分の考えを
提案できる“提案制度”というものも
あり、風通しが良い職場環境です。

❷ オフィスがキレイでオシャレ！
サービス業
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□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

オフィスがカフェ風のデザインになっ
ていて気持ちよく働けます。休憩室に
はフットマッサージャーや寝ころべる
スペースもあって、ゆっくりくつろい
だ後の仕事はさらにはかどりますよ。

先輩からのメッセージ

会 社 お客様の声と
自 慢 直結している仕事
2018 年に誘致企業として日南市に
進出して以来、
お客様の声をもとに、
次に必要とされるサービスをクライ
アントに提案しています。直接お客
様対応をする会社だからできる仕事
です。

農業 林業 漁業

日本情報クリエイト 株式会社

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業

仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

卸売業
小売業

●事業内容：DX・IT サービスの企画・開発
●所在地：都城市上町13街区18号 ●創立：1994年 ●従業員数：239名
● TEL：0986-25-2212 ● MAIL：jinji@n-create.co.jp
● HP：https://recruit.n-create.co.jp

コミュニケーション能力、プログラミング経験、イラストレーター・フォトショップ操作
金融業
保険業

宮崎から全国へ、不動産業界に特化した DX 化の牽引企業

❷ 東証マザーズ市場へ上場

会 社 業界トップクラスの
自 慢 導入実績
サービス業

創業から 26 年連続増収を続けており、
2020 年７月に東証マザーズ市場に上
場しました。変化し続ける時代ととも
に、全社一丸となって常に新しい挑戦
を続けています。

「自分磨き」は場所選びが重要。高い
「志」を持ったあなたを弊社は歓迎し
ます。IT ソリューションで日本中に
変革を起こす弊社のビジネスを通し
て、クリエイティブな生活と今まで
にない自分を手に入れましょう。

医療
福祉

年 に １ 回 の キ ャ リ ア 申 告 制 度 で は、
培った経験や自身の適性などを会社に
アピールできます。いきいきと働くた
めの他キャリアへの挑戦をはじめ、若
手の役職登用も盛んです。

採用担当からのメッセージ

教育
学習支援業

❶ 挑戦を奨励する社風

Message

飲食業

わが社の POINT

不動産業
物品賃貸業

宮崎県に本社を置き、全国の主要都市 11 か所に営業拠点を展開。不動産業界の DX（デジタル・トラン
スフォーメーション）・IT 化を推進するリーディングカンパニーとして、クラウドサービスや Web アプリ
ケーションなどの企画・開発から販売・サポートまで、すべてのサービスの提供を創業当時から自社で行っ
ている企業です。住生活、そして私たち自身の未来に誇れる「新しい価値づくり」に日々、挑戦し続けて
います。

弊社の製品やサービスを導入して
い る 企 業 は 6,000 社 を 超 え、 業
界トップクラスを誇ります。CM
などでも目にする大手不動産会社
から、町の不動産会社まで幅広い
層に選ばれ続けています。
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農業 林業 漁業

株式会社 ビービーシー

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業
卸売業
小売業

●事業内容：通信機器・携帯電話の販売（ソフトバンク・ワイモバイル）
●所在地：宮崎市橘通西５丁目６番７号 アルテマイスター101号 ●創立：1995年
●従業員数：29名 ● TEL：0985-32-8818
● MAIL：bbchonten@bbc-keitai.co.jp ● HP：https://www.bbc-keitai.co.jp

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

金融業
保険業

より良いモバイルライフ・インターネットライフを提案

不動産業
物品賃貸業

弊社は、ソフトバンクとワイモバイルのショップを宮崎県内で３店舗運営する代理店です。業務内容は、
携帯電話やスマートフォンの販売をはじめ、インターネットの契約、スマートフォン教室など多岐にわた
ります。社員一人ひとりが「お客様の喜ぶ顔を見たい」、「ありがとう」、「また来ます」と言っていただき
たいという思いで接客にあたり、お客様のモバイルライフやインターネットライフをより良いものにする
ための提案を行っています。

飲食業

わが社の POINT

教育
学習支援業

❶「地元採用率 100％」を目指す

医療
福祉

10 年連続で県内の新卒者を採用。入
社後に、マナー研修やソフトバンクの
集合研修などでしっかりと基礎から学
べるので安心です。社員一人ひとりの
意見を聞き、働きやすい職場作りを目
指しています。

❷ 福利厚生が充実
サービス業
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福利厚生にも力を入れており、弊社は
もちろんのこと、ソフトバンクからも
手厚いサポートがあります。キャリア
アップや昇給にチャレンジできる資格
試験制度も導入しています。

Message

先輩からのメッセージ

弊社の特徴のひとつが「勤続年数の
長いクルーが多い」こと。働きやす
い職場である証だと思います。皆さ
んには、仕事とプライベートとを
しっかり分けて、
“何事にも全力で楽
しめる”社会人になってほしいです。

名 物 ゆるキャラ
社 員 「ベルちゃん」
「ベルちゃん」は、社員みんなで考
えたキャラクターです。他のお店に
はない何かがしたいというクルーの
意見で実現しました。ゆるキャラグ
ランプリなどのイベントにも出演依
頼がくるなど大活躍です。

農業 林業 漁業

株式会社 ひむか流通ネットワーク

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業

仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

卸売業
小売業

●事業内容：流通業用システム企画・開発・運営
●所在地：宮崎市北川内町下釘崎5539 廣建設ビル１F ●創立：1988年
●従業員数：36名 ● TEL：0985-64-1430
● MAIL：himuka-recruit@hdnc.jp ● HP：https://www.hdnc.jp/

これから厳しい社会に旅立つ覚悟、厳しさの中でも自ら楽しさを見出す視点
金融業
保険業

流通システム事業を展開する、宮崎で唯一の会社

❷ フレックスタイム制の導入

会社
自由に挑む！
自慢
サービス業

社員が自分の勤務時間をコントロールす
ることで、家庭の行事やプライベートの
用事に対応できる仕組みになっていま
す。社員からは「ワークライフバランス
が取りやすくなった」と評判です。

入社１年目で企画開発グループに所
属。グループ内やお客さまと話し合
いを重ね、システムの開発・提供を
行っています。先輩方が手厚く指導
してくださるのでチャレンジがしや
すい環境に感謝しています。

医療
福祉

小売店と卸売業者との間の受発注など
のやり取りがスムーズにできるよう、
支援しているのが私たちです。コロナ
禍でも、安定した地域の食のライフラ
インを支えていることが誇りです。

先輩からのメッセージ

教育
学習支援業

❶ 社会に欠かせない流通システム

Message

飲食業

わが社の POINT

不動産業
物品賃貸業

地域の小売店舗・卸売業者・生産者の業務効率化を支援する店舗システム、EDI サービスや自動発注シス
テムなど流通業に特化したシステムの企画提案・開発・運営を行っています。物流の根幹をなす、社会に
欠かせない流通システム事業を展開する、宮崎で唯一の会社です。今後も、人工知能（AI）の活用を加速
させ、需要予測やデータ分析などに注力することで、本県での存在価値を生かし、卸生産者などのさらな
る業務効率化を絶えず推進していきます。

AI、ビッグデータ解析、ワーケー
ション支援事業などに取組んでいま
す。元々、弊社は『流通業に特化し
たシステム開発に取組む』という
チャレンジから創業。
新しい挑戦を、
会社は応援します。
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農業 林業 漁業

株式会社 フェニックスシステム研究所

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業
卸売業
小売業

●事業内容：情報サービス業
●所在地：宮崎市佐土原町東上那珂16079-35 ●創立：1989年
●従業員数：173名 ● TEL：0985-30-5160
● MAIL：saiyo2022@eandm.co.jp ● HP：https://www.psl-em.co.jp/
仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

基本情報技術者・応用情報技術者など

金融業
保険業

ふるさと宮崎でコンピューター社会の新しい時代を創造

不動産業
物品賃貸業

平成元年４月、宮崎県の誘致企業として宮崎市佐土原町に設立しました。当社のサービス内容としては放
送、印刷、住宅 CAD、新聞、医療、電力などの多業種・業態向けのシステム開発及びソリューションで
す。長年培ったあらゆる業種のさまざまなケースに対応してきた知識とノウハウをもとに、最適なソリュー
ションを提案しています。「社員を大切にする」ことにも重きを置き、「人材育成」や「働きやすい職場環
境づくり」にも注力しています。

飲食業

わが社の POINT

教育
学習支援業

❶ 若手育成への注力
◎新入社員研修を入社後２か月実施
◎アドバイザー制度
（配属後に新入社員を先輩社員が１
年間フォローする）

Message

先輩からのメッセージ

入社２年目で、地図関連のシステム
開発に携わっています。２か月の新
入社員研修で基礎的な技術を身につ
け、その後の社内教育制度も充実。
毎日新しいことに挑戦でき、成長を
感じることができる職場です。

医療
福祉

❷ 子育て世代が働きやすい職場環境
サービス業
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◎育児休業取得から復職した女性社員
が多数在籍（復職率 100%）◎短時間
勤務制度（育児中の場合、小学 6 年生
まで適用）◎県内 IT 企業初「くるみん」
認定を取得（2015 年 12 月）

会 社 社員を育成するための
自 慢 環境整う
教育専門部署によるスキル教育と業
務 OJT を通し、モノづくりできる
システム開発エンジニアの育成に注
力。教育研究室所属の社員が講師役
となり、新入社員研修や技術カリ
キュラムを実施します。

農業 林業 漁業

株式会社 Branding Engineer

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業

仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

卸売業
小売業

●事業内容：IT を活用したサービス事業
●所在地：宮崎市橘通東3-6-34 クロノビル１F ●創立：2013年
●従業員数：165名（宮崎オフィス22名） ● TEL：0985-71-3775
● MAIL：terazono_yuichi@b-engineer.com ● HP：https://b-engineer.co.jp
タイピングスキル

金融業
保険業

既知の応用で、新たな喜びを創り出す

❷ 仕事とプライベートも充実

会 社 カフェのような
自 慢 オフィス
サービス業

どのような見出しを作れば記事が検索さ
れやすいのか、創意工夫することも仕事
の面白さの一つです。また、毎日がノー
残業デーなので家庭を持っている社員で
も、無理せず働きやすい環境です。

上下関係なく、みんなで成長し支
えあえる環境があるなど、社員が
過ごしやすい空間を築いています。
これまでの経験だけでなく、自分
自身が「どうなりたいか」を重視
しています。

医療
福祉

弊社では、自分以外の誰かを幸せにす
る目的があると、特別休暇が付与され
ます。この休暇をとった社員にはハッ
ピー支援金を支給します。実際に親友
の結婚式に行き、支援金でハンカチを
プレゼントした社員がいます。

採用担当からのメッセージ

教育
学習支援業

❶「ハッピーコミット休暇」

Message

飲食業

わが社の POINT

不動産業
物品賃貸業

私たちは、IT を通じて新しい価値観や革新を起こし続ける、ホールディングカンパニーを目指しています。
起業家精神をもった人間が集い、常識をくつがえすサービスを生産し続けることこそ、私たちの存在価値
です。エンジニアのためのキャリア情報マガジン「Mayonez」や、メディア運営の受託、コンサルティ
ングを行う「SAKAKU」サービスなど、様々な事業を行っています。弊社にしか実現できない新しい社
会を創りだし、業界に革新を起こすほどのインパクトをもたらし続けます。

社 内 に BGM が 一 日 中 流 れ て お
り、カフェで仕事をしているよう
な、落ち着いた雰囲気のオフィス
です。さらに、好きなタイミング
で休憩を取ることができ、社員の
自主性を尊重しています。
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農業 林業 漁業

MANGO 株式会社

建設業

Teamwork
Responsibility
Challenge
Smile

製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業
卸売業
小売業

●事業内容：運用型デジタル広告オペレーション事業
●所在地：宮崎市広島2-5-16 興亜宮崎ビル６F・１F（総合受付） ●創立：2009年
●従業員数：114名 ● TEL：0985-35-6166
● MAIL：mango_hr@10005.co.jp ● HP：https://www.10005.co.jp/

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

金融業
保険業

全国の企業のデジタルマーケティング活動を宮崎から支援します

不動産業
物品賃貸業

当社は、デジタルマーケティング支援事業を中心に展開するセプテーニグループのグループ企業です。
Facebook・Twitter などで配信する広告の運用や配信のセッティング、広告効果のデータ集計を行い、全
国の企業のデジタルマーケティングを支援。コア・バリュー（働く上で大切にしたい共通の価値観）に、
「チー
ムワーク・責任感・挑戦・笑顔」を掲げ、共通の価値観を大切にしている仲間が多く集っていることが、私
たちの財産であり強みです。成長し続ける市場で人材価値を磨き、地域に新しい価値を提供していきます。

飲食業

わが社の POINT

教育
学習支援業

❶ オフィス１F を 2020 年 10 月に増床

医療
福祉

１F のコンセプトは「空港」。宮崎か
らデジタルマーケティングのキャリア
が「出発（離陸）
」する滑走路や、県
外人材の「着陸」地点、また「つなが
りの場」にしたいという想いを込めて
います。

❷ リモートワークにおける工夫
サービス業
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出社時と変わらないつながりを実現する
ため、オンラインでラジオ体操やヨガを
実施。また、「Slack」というビジネス
チャットツールで、業務を報告する日報
などを通してつながりを維持しました。

Message

先輩からのメッセージ

入社２年目で、デジタル広告運用コ
ンサルタントとして働いています。
限られた時間内で高いパフォーマン
スを発揮する方がカッコいいという
文化があり、チームメンバーが定時
内に仕事を終えられるようサポート
し合うため働きやすいです。

会 社 2020 年に宮崎県内の IT 企業で初の
自 慢 「ユースエール認定企業」となりました
ユースエール認定制度とは若者
の採用・育成に積極的で若者の
雇用管理の状況などが優良な中
小企業を若者雇用促進法に基づ
き厚生労働大臣が認定する制度
です。

私事にできる仕事、発見！

運輸業
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農業 林業 漁業

株式会社 霧島商事

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業
卸売業
小売業

●事業内容：一般貨物自動車運送事業
●所在地：小林市北西方3667-1 ●創立：1994年 ●従業員数：48名
● TEL：0984-22-6648 ● MAIL：kirisima@ia2.itkeeper.ne.jp
● HP：http://kirisima.jp
仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

中型以上の自動車・けん引免許、クレーン運転・小型移動式クレーン・玉掛け・フォークリフト運転・運行管理者資格

金融業
保険業

お客さまの大切な荷物を“信頼”と“安心”と共に

不動産業
物品賃貸業

弊社は、間もなく設立 30 周年を迎える小林市に拠点を置く運送会社です。20 トンのトレーラーから３ト
ンのトラックまで保有し、“親切”“丁寧”“迅速”な輸送を社是に、家畜飼料をはじめ、木材、ガラス、食
品や焼酎の原料など、さまざまな製品を運んでいます。配送先は、九州管内や広島・岡山方面が中心です。
運送の安全確保に積極的に取り組んでいる事業所に与えられる貨物自動車運送事業安全性評価事業所（Ｇ
マーク）の認定も受けています。

飲食業

わが社の POINT

教育
学習支援業

❶ 免許の取得をサポート
各種免許や資格を持っていない人でも
大歓迎です。大型運転免許をはじめ、
業務に必要な免許の取得にかかる費用
を援助する制度も設けています。

Message

先輩からのメッセージ

私は入社５年目で、配車を担当して
います。自分が考えた配車で一日安
全に配送を終えるたびに達成感を得
られます。従業員の年齢層はバラバ
ラですが、みんな明るく協調性があ
り、非常に雰囲気の良い職場です。

医療
福祉

❷ 社内表彰制度を用意
サービス業
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年間を通し、業務における各分野で優
秀な成績を収めた社員を表彰する制度
を設けています。仕事に真摯に取り組
み、会社に貢献した人をしっかりと評
価します。

会社
クレーン車
自慢
弊社は、20 トンのトレーラー
をはじめ、さまざまな車両を
保有しています。クレーン付
きの車両もあり、クレーン操
作を伴う荷降ろしにも対応し
ています。

私事にできる仕事、発見！

卸売業 小売業
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農業 林業 漁業

株式会社 アイティー

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業
卸売業
小売業

●事業内容：au ショップでの接客対応
●所在地：延岡市卸本町9-14 ●創立：1996年8月 ●従業員数：46名
● TEL：0982-22-7539 ● MAIL：aity.kyujin@aity.co.jp
● HP：https://www.aity.co.jp/

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

金融業
保険業

誠実・積極・前進

不動産業
物品賃貸業

私達は au ブランドのスマートフォンをはじめとした KDDI が取り扱う商品の提案、販売を行っています。
お客様の希望を伺い、どの機種が一番お客様に合うか、また普段の生活の中でお困りごとがないかなど、
お客様の立場になって真剣に考え対応していきます。私達は常にお客様の幸せを願って仕事に取り組ん
でいます。また、笑顔の絶えない明るい職場で、人生のイベントを共有する「家庭的な組織」を目指し
ています。

みんなの力で発展する会社

飲食業

わが社の POINT

教育
学習支援業

❶ 仕事と生活の両立応援宣言企業

医療
福祉

仕事と生活の両立を応援するために、
1. 残業時間の軽減と賞与は年に 3 回
2. 最大 10 日間のリフレッシュ休暇制度
3. 育児休暇や時短勤務制度…など安心
して働ける職場環境です。

❷ 未経験の方も大歓迎
サービス業
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わが社のほとんどのスタッフが未経験
からのスタートです。でも大丈夫。
「メ
ンター制度」という研修制度があり、
入社して最初の 3 か月は先輩がペアと
なって常にサポートしてくれます。

Message

先輩からのメッセージ

入社して 5 年が経ち、現在は後輩
の教育サポートも頑張っています。
自分自身の仕事の進め方を見つめ直
す機会ともなり、やりがいを感じて
います。とても雰囲気の良い職場で
す。ぜひ一緒に働きましょう！

会社
快適な本社社屋
自慢
2015 年に本社を新築しました。休
憩室、シャワー室、キッチン、合同
研修ができる大会議室など、設備も
充実。スタッフ同士も家庭的な雰囲
気です。まずは会社見学に来てみま
せんか？

農業 林業 漁業

植松商事株式会社（植松グループ）

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

金融業
保険業

豊かで楽しい暮らしをトータルサポート

会社
宮崎県初のガソリンスタンド！
自慢
サービス業

本社での就業時間を 7:00 ～ 19:00 の
間で 8 時間労働 1 時間以上休憩の時
差出勤就業。それぞれのライフスタイ
ルにあわせ、仕事以外の時間の有効活
用を積極的に後押ししています。

「人生を豊かにするために会社を
使って欲しい」という植松グループ
の考え方に惹かれ入社しました。上
司や会社は私の言葉に耳を傾けてく
れますし、自主的な行動を評価して
くれる点が、
私にとって魅力的です。

医療
福祉

❷ フレックスタイム制度

先輩からのメッセージ

教育
学習支援業

◎奨学金返済特別助成…奨学金を返済するス
タッフに、毎月 1 万円を助成（支給期間あり）
◎育児応援特別助成…出産したスタッフに、
子供が 2 歳の誕生日を迎えるまで毎月 1 万
円を助成。

飲食業

❶ 働きやすい環境づくり

Message

不動産業
物品賃貸業

「夢が広がるよ～♪」の CM でおなじみの植松商事株式会社（植松グループ）は明治 17 年創業！石油事業
からスタートし、自動車関連商品、住宅設備機器、通信機器販売、保険・外食・ホテル事業などさまざま
な分野で事業を展開。135 年以上にわたり、よりよい暮らしと未来づくりのために役立つことを考えてき
ました。また、「従業員のプライベート充実が会社の発展に繋がる」という考えから、社員は自分の人生を
豊かにしたいという想いを持った人が集まっています！

わが社の POINT

卸売業
小売業

●事業内容：石油、通信、住宅、外食、ホテル事業など
●所在地：宮崎市橘通西4-2-30 ●創立：1884年 ●従業員数：500名
● TEL：0985-22-5100 ● MAIL：recruit@uematsu-grp.co.jp
● HP：http://www.uematsu-grp.co.jp/

植松グループは、宮崎県で初めてガソリ
ンスタンドをオープン！右が当時の写
真で、場所は橘橋北詰、今でいうと宮崎
市役所の付近です！この石油事業をは
じめ、時代の変化へ対応しながら、新た
な事業や取り組みへ挑戦しています！
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農業 林業 漁業

株式会社 エーコープみやざき

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業
卸売業
小売業

●事業内容：スーパーマーケット
●所在地：宮崎市花ケ島町鴨の丸829-1 ●創立：2002年 ●従業員数：840名
● TEL：0985-31-2300 ● MAIL：soumu14@acoopmz.com
● HP：http://www.acoopmz.com/
仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

商業簿記・情報処理（仕訳業務や office 操作）調理師免許（商品加工、調理）

金融業
保険業

県産・国産にこだわるスーパーマーケット

不動産業
物品賃貸業

スーパーマーケットは人が生きていくうえで必要な『食』を担っています。「生産者とお客様を結ぶ懸け橋
に !」を合言葉に、JA グループのスーパーという強みをいかし県産の安心・安全・新鮮な農畜産物をお客
様へお届けしています。県内に 32 店舗を展開。山間部にも店舗を構え地元の方々のライフライン及び交
流の場となれるよう地域に根差した店舗運営を行っています。『食』を通じて宮崎に貢献していくことが私
たちの役割であり、使命です。

飲食業

わが社の POINT

教育
学習支援業

❶ 身近に宮崎の美味しいもの！

医療
福祉

宮崎には、全国に誇れる質の高い農畜
産物がたくさんあります。当社は県産
品をメインで販売しているため、自分
で体験した「美味しい」商品を、自信
を持ってお客様へご提案できます。

❷ 働く仲間は大切な財産「人財」
サービス業
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教育研修の実施・資格取得費用の助成・
自己啓発支援等、社員の成長をサポー
ト。また、令和２年度には全従業員の
健康支援を目的にインフルエンザ予防
接種費用の助成も行っています。

Message

先輩からのメッセージ

入社２年目、精肉部門所属です。お
すすめ品の紹介やメニュー提案など
の機会も増えてきました。お客様か
ら「この間の美味しかったよ、あり
がとう」と感想を頂くこともあり、
喜び・やりがいに繋がっています。

看板
各店舗の生産者コーナー
商品
店舗の近隣生産者さんが農作物や
加工品を直接持ってきて陳列・販
売。
「地産地消運動」
「農業への貢献」
「安心・安全、新鮮な商品の提供」
を可能にし生産者とお客様を結ぶ
懸け橋です。

農業 林業 漁業

株式会社 金丸慶蔵商店

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業

仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

卸売業
小売業

●事業内容：ホームドクター＆モノづくりサポーター（インテリア・エクステリア工事）
●所在地：東臼杵郡門川町上町6-24 ●創立：1947年
●従業員数：17名 ● TEL：0982-63-1051
● MAIL：keizo@k-keiz.com ● HP：http://www.k-keiz.com

各種建築・インテリア関係資格・給水装置工事主任技術者・フォークリフト等操作・玉掛け等
金融業
保険業

私たちは建物・インテリアを治すホームドクターです

❷ ひとりひとりのやる気を会社が応援

会社
建物に関する総合的な対応力
自慢
サービス業

仕事のために必要と感じた資格を、働
きながら取得した人が多数います。自
分自身を成長させるための意欲があれ
ば、必要な時間や経費は、会社が全面
的にバックアップ、応援します。

「日本の豊かな住まいの創造と再生
のお手伝い」を企業理念に長い時間
をかけ小さな信用を重ね、大きな信
頼を築いてきました。
不器用口下手、
大いに結構！大切なのは「誰かの役
に立ちたい」という思いです。

医療
福祉

これまで 40 年間にわたり手掛けてき
た修理修繕の実績が、年間で 900 件、
およそ 3 万 5 千件以上あります。そ
の数に裏付けされた豊富な経験と知識
を、実践で身に付けることができます。

経営者からのメッセージ

教育
学習支援業

❶ 実績がある分、経験と知識も多い

Message

飲食業

わが社の POINT

不動産業
物品賃貸業

私達は、門川町でホームドクター・モノづくりサポーターをしています。ホームドクター・モノづくりサポー
ターとは、「建物や空間を創りたい」という想いを形にしていくお手伝いをする仕事です。建物は、建てて
終わりではありません。使う人によって変化させていくものです。また、永く保つためにはタイミングよ
く手を入れていかねばなりません。創業して 73 年、まだまだ長いお付き合いができる会社であり続けたい。
㈱金丸慶蔵商店です。

建物に関することならインテリアか
らエクステリアまで総合的に対応可
能。建物や空間を創ることは本当に
楽しいもの。確かな技術力と豊富な
知識で、自由で豊かなモノづくりを
支えます。
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農業 林業 漁業

株式会社グロースライフ 宮崎支社

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業
卸売業
小売業

●事業内容：保険代理店事業、他
●所在地：宮崎市橘通東4-2-6 ●創立：2006年 ●従業員数：30名
● TEL：0985-35-6110 ● MAIL：info@growthlife.co.jp
● HP：https://www.growthlife.co.jp/
仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

コミュニケーション能力・ファイナンシャルプランナー

金融業
保険業

居心地の良さが自慢です

不動産業
物品賃貸業

株式会社グロースライフの宮崎オフィスでは、主に保険事業を主軸にコールセンターの運営を行っていま
す。身近な入院保険などを電話と通販でお客さまにご案内する簡単なデスクワークを中心に、外回りの対
面営業を行う仕事もあります。メンバーは宮崎を愛する地元の方がほとんど。逆に東京や名古屋から転勤
して宮崎を知ったメンバーは、居心地がよすぎて、生まれ故郷に帰りたがらない人もいる程！？アットホー
ムな明るい雰囲気のオフィスです。

飲食業

わが社の POINT

教育
学習支援業

❶ 生活に合わせた働き方を選択できる

医療
福祉

色々な働き方を人生スケジュールとと
もにバックアップ。正社員でもフルタ
イムや短時間勤務、子育てや介護が忙
しい時期は完全シフト制の勤務に変
更！再度正社員に戻ることも可能です。

❷ 今日よりも明日はさらに成長する
サービス業
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従業員教育には特に力を入れています。
社内はもちろん外部の専門教育機関の
研修も毎月受講可能。人はいくつになっ
ても成長し続けられるもの。会社と共
に従業員も成長できる環境です。

Message

支社長からのメッセージ

宮崎支社長：奥村基司（おくむらもとし）
グロースライフとは『人生共に成長してい
く』という思いを込めて名付けられた会社
名です。その名の通り『成長』したい方は
ぜひ当社へ！これから一緒に、グロースラ
イフ宮崎支社を盛り立てていきましょう！

名物
宮崎のコールセンター長
社員
フルタイムだけでなく、一日 4 時
間週 3 日だけという隙間時間での
勤務等、多様な働き方に対応して
います。子育て中の主婦の方にも
提携保育園を用意しており、笑顔
の絶えない職場です！

長田元

農業 林業 漁業

株式会社 ケイディ商事

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業

仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

卸売業
小売業

●事業内容：auショップ代理店事業、システムソリューション事業、グループ向け車両リー
ス事業、アートレンタル事業、アウトソーシング関連事業、賃貸関連事業
●所在地：都城市花繰町20-8 KD ビル2F ●創立：1984年11月 ●従業員数：70名
● TEL：0986-23-7038 ● MAIL：kyujin@kd-web.com ● HP：http://www.kd-web.com/
傾聴力・提案力などのコミュニケーション能力・柔軟な対応力

金融業
保険業

地元に根付いた事業を、明るく・楽しく！

❷ リフレッシュ連続休暇制度

会社
安心して働ける環境が自慢です。
自慢
サービス業

接客業では取りづらいイメージの長期
休暇も、有休を利用して最大連続 7 日
間取得可能。又、月に 1 度は土日の休
みが取れるよう調整しており、ライフ
ワークバランスも大切にしています。

残業はほぼなく、休みはしっかりあ
るのでメリハリをつけて働けます。
携帯の機種やプラン、操作など覚え
ることは多いですが、仲間がいつで
も丁寧に教えてくれる環境ですので、
安心してチャレンジしてください。

医療
福祉

入社から 6 か月は年齢の近い先輩社員
が 1 人つきっきりで指導を行う体制を
整えています。最初から 1 人でお客様
対応させることはなく、丁寧に教育し
ていくので未経験でも大丈夫です。

先輩からのメッセージ

教育
学習支援業

❶ メンター制度で丁寧な社員教育

Message

飲食業

わが社の POINT

不動産業
物品賃貸業

ケイディ商事は宮崎県都城市に本拠地を構える九南グループの商事部門として、au ショップ運営（県内
4 店舗）、グループ会社向け車両リース、システムソリューション事業、保険代理店等、地元に根付いた事
業を幅広く展開しています。モットーは【明るく・楽しく・お客様に喜んでもらう！】で、その言葉通り、
社員はみんな明るく元気。安心して長く働ける環境づくりとして、育児休暇の取得実績や社員旅行の実施
など福利厚生も充実しています。

◎ゴキューの CM でおなじみ（株）
九南のグループ会社 ◎昨年 3 月決
算総売上高は 20 億 6 千万を達成
◎ KDDI からの評価では最高ラン
クの“S ランク評価”◎ KDDI の資
格取得で、給与水準アップ…など
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農業 林業 漁業

株式会社 興電舎商事

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業
卸売業
小売業

●事業内容：省力化機械・IT ツール販売
●所在地：延岡市浜町263-1 ●創立：1980年 ●従業員数：39名
● TEL：0982-21-5026 ● MAIL：honsya@kodensha-shoji.co.jp
● HP：https://www.kodensha-shoji.co.jp
仕事で役立つ資格やスキル

空気圧技能士､ 電気工事・通信機器工事・簿記などに関する資格

金融業
保険業

企業の自動化・省力化を支えるエンジニアリング商社

不動産業
物品賃貸業

弊社は、自動化・省力化機器や環境機器、IT ツールなどを販売する商社です。『徳福一致』を経営理念と
して掲げ､ 常に「お天道様が見て下さっている」という気持ちを持ち､ 損得ではなく正しいことをきちん
と行う会社でありたいと考えています｡ 20 ～ 60 代まで幅広い人財が在籍しているので、人柄の形成にも
役立つと思います｡ 自己成長したい方にはもってこいの会社だと自負しています｡

飲食業

わが社の POINT

教育
学習支援業

❶ 常に新しい事業にチャレンジ

医療
福祉

弊社は、常に新しい事業を模索して
チャレンジを続けています｡ 特に、主
力製品である省力化機器の販売には力
を入れており、地域ナンバーワンを目
指して日々取り組んでいます。

❷ 社内表彰制度を用意
サービス業
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□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

弊社は、各社員が技術を身につけた現
場ファーストの営業を心がけていま
す。そのために、各メーカーにも協力
いただき､ さまざまな技術セミナーを
実施しています。

Message

経営者からのメッセージ

各社員の知識､技術の習得を推奨し
ており､自己成長ができる会社です｡
休日も多く､趣味に時間を割けると
ころも魅力の一つ｡育休の取得率も
高く､女性が安心して働ける職場で
もあります｡

会社
国内 No.1 企業の代理店
自慢
弊 社 は、 国 内 シ ェ ア No.1 の 空 気
圧メーカーである SMC ㈱の代理店
をしています｡ IT 事業にも積極的
に取り組み、業務軽減ソフトの取
り扱いやホームページ作成なども
行っています｡

農業 林業 漁業

株式会社 サンライズネットワークス

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業

仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

卸売業
小売業

●事業内容：OA 機器販売、携帯電話販売（au ショップ）
●所在地：宮崎市日ノ出町263-1 ●創立：2004年 ●従業員数：46名
● TEL：0985-86-6700 ● MAIL：sn-kanri-honbu@sunrisenetworks.co.jp
● HP：http://www.sunrisenetworks.co.jp

笑顔とコミュニケーションに自信があれば大歓迎！
（営業職のみ普通自動車運転免許：AT 可）
金融業
保険業

世の中のニーズにあわせた様々な商品を販売

Message

❶ 新しい風を取り入れやすい若い会社

「従業員に支持される企業」を目指し、
人事制度に基づいた明確な評価を心掛
けています。従業員一人一人の力を信
じ、全員が定年まで活躍でき、給与面
で還元しながら伴に成長していける企
業を目指して、一緒に働きましょう！

名物
若き女性リーダーが活躍
社員
サービス業

当社は年功序列ではありません。昇給
査定は 3 か月に 1 回。新卒や未経験で
も安心して働け、活躍できるように、
社内教育・メンター制度等、チーム全
体でフォローする体制を整えています。

医療
福祉

❷ 意欲次第でキャリアアップも可能

経営者からのメッセージ

教育
学習支援業

会 社 も ま だ 若 く、 社 員 の 平 均 年 齢 も
31 歳。 従 業 員 の「 こ う し て ほ し い 」
という声をすぐに実現する方法を考え、
より働きやすく、より長く勤められる
環境に変えていく柔軟さがあります。

飲食業

わが社の POINT

不動産業
物品賃貸業

サンライズネットワークスは、2004 年 11 月に宮崎県・宮崎市の誘致企業として設立いたしました。OA
機器・セキュリティシステム・ホームページ・PPS（新電力）
・法人向け携帯電話等、様々な商品を取り扱っ
ています。また、携帯電話の流通初期よりショップ事業に力を入れており、宮崎市・都城市に au ショッ
プを 3 店舗運営しております。スタッフの接客レベル、キャリアの資格取得率ともに高いレベルを誇って
いることが、私たちの自慢です。

入社 4 年目の 20 代。au ショップ
3 店舗、25 名の組織を束ねるリー
ダーです。
他にも女性管理職がおり、男女問
わず誰でも活躍できるチャンスが
当社にはあります。
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農業 林業 漁業

株式会社 SUNAO 製薬

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業
卸売業
小売業

●事業内容：化粧品・健康食品の卸・小売業
●所在地：宮崎市和知川原2-74 ●創立：2011年 ●従業員数：15名
● TEL：0985-26-2210 ● MAIL：info@sunao-seiyaku.com
● HP：https://sunao-seiyaku.com/
仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

イラストレーター・フォトショップの簡単な操作、SNS スキルなど

金融業
保険業

地域資源の「もったいない」に付加価値を！

不動産業
物品賃貸業

SUNAO 製薬は、お客さまからの依頼に応じたオリジナルのサプリメントや化粧品の製造を行う“OEM
事業”と、宮崎・九州産の素材を使った美容・健康にうれしい食品の“通販事業”の 2 つの事業を行って
います。『地域資源革新でみんなを幸せに』の経営理念をもとに、社員一人一人が自律的に考え、行動。価
値が低いと思われているものなどに付加価値をつけ、宮崎・九州産の原料を活かした化粧品やサプリメン
ト・加工食品を全国・世界へ送り出しています。

飲食業

わが社の POINT

教育
学習支援業

❶ 自分のアイディアが商品化される！？

医療
福祉

時に皆でおしゃべりを楽しみながら仕事
に勤しんでいます。雑談から生まれるア
イディアが形になることも。“商品アイ
ディア募集箱”を設けており、自分が考
えたことが商品化できるチャンスも！

❷ 地域資源を生かしたものづくり
サービス業
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地域資源を活用したオンリーワンのも
のづくりとして、県や宮崎大学と連
携開発した「無添加青汁 shutto」や、
県産の鶏レバーを粉末化した「まるご
と鶏レバー」などを開発しています！

Message

先輩からのメッセージ

パートとして入社し正社員への登用
後、産休育休を経て、通信販売の店
舗運営・発送を兼任しています。当
社は、アットホームな雰囲気で仕事
ができる会社。
社長との距離が近く、
提案や相談が反映されやすいです。

看板
無添加青汁 shutto
商品
約 2 年の歳月をかけて開発。おもて
な し セ レ ク シ ョ ン 2019 年 度 受 賞、
ジャパンメイドビューティアワード
2019 優秀賞など数々の栄誉に輝く。

農業 林業 漁業

生活協同組合 コープみやざき

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業

仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

卸売業
小売業

●事業内容：配送及びスーパーマーケット他
●所在地：宮崎市瀬頭2-10-26 ●創立：1973年 ●従業員数：2,189名
● TEL：0985-32-1234 ● MAIL：saiyou@miyazaki.coop
● HP：http://www.miyazaki.coop
普通自動車免許

金融業
保険業

年間 8 万件のご意見、一つ一つに応えたい

Message

❶ 組合員さんの“必要”をお届けする

コープみやざきは「嘘をついて商品
を売らなくてよい！組合員さんに必
要な物を購入していただく事を大切
に」という姿勢や、男女差、年の
差、経験等関係なく率直に意見が言
える、働き甲斐のある職場です。

会社
オリジナル商品がたくさん！
自慢
サービス業

2,189 人の職員ひとりひとりが「私
たちが供給する商品を中心に家族の団
らんがはずむことをめざします」をス
ローガンに組合員さんに役立つ仕事を
まっすぐ正直に進めていく組織です。

医療
福祉

❷ 小さくてもきらりと光る生協を宮崎に

採用担当からのメッセージ

教育
学習支援業

コープみやざきは、組合員さんの生活
に必要な商品の購買に応える事業。組
合員さんからの声を受け、1,000 社
を超える取引業者さんの協力を得なが
ら、商品も作り変え続けています。

飲食業

わが社の POINT

不動産業
物品賃貸業

コープみやざきは、安くておいしい牛乳、安全・安心な商品がほしいという 690 人の主婦が集まって作
られた消費者組織です。現在、組合員数は 25 万 4,410 人。組合員さんから寄せられる声一つひとつに応
えられるよう商品開発や事業改善などを行っています。事業は「共同購入事業（カタログで注文していた
だいた食料品や雑貨を毎週お届けする事業）」、「店舗事業（県内 16 店舗）」、「生活サービス事業（共済・
旅行・住宅・その他）」です。

コープみやざきのオリジナル商品
は、コープみやざきの責任で開発
し、供給・販売する商品。また共
同購入のカタログで案内する商品
は、不必要添加物リストに基づい
て品揃えしています。

161

農業 林業 漁業

株式会社 タケセン

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業
卸売業
小売業

●事業内容：建築資材・設備資材の販売施工、リフォーム工事
●所在地：宮崎市霧島5-27-1 ●創立：1923年 ●従業員数：57名
● TEL：0985-27-6111 ● MAIL：takesen.saiyou@aurora.ocn.ne.jp
● HP：http://www.takesen-reform.com
仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

施工管理技士（建築・土木・管工事）、建築士、有機溶剤作業主任者技能・玉掛け技能、小型移動式クレーン運転技能・フォークリフト免許 その他

金融業
保険業

長きにわたり「幸せな住まい」のカタチを提供し続ける

不動産業
物品賃貸業

創業から約 100 年間、建築に関わる事業を展開。「喜びを住まいに」を理念とし、建築資材・設備資材の
販売・施工やリフォーム工事などによって、住む人たちの幸せな暮らしをサポートしています。キッチン、
洗面化粧台、トイレ、浴室、エアコンなどのインテリア品及び、カーポート、ウッドデッキ、フェンス等
のエクステリア品を総合的に取り扱い、快適性、省エネや機能性デザイン、金額など、お客様の希望に沿っ
た商品を提案。長年の実績により、多くのお客様に信用され利用いただいています。

飲食業

わが社の POINT

教育
学習支援業

❶ 創業約100年の実績と信頼

医療
福祉

大正 12 年の創業当時は、壁の基礎と
なる竹材「えつり竹」を専門に展開。
以降、取扱商品の幅を広げ、約 100
年にわたり実績を積み上げ、大きな信
頼を得るまでに成長しました。

❷ 手がけたものが「残る」喜び
サービス業
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住まいはもとより、公園や図書館など
の公共建築物の資材納入施工や景観材
も手がけています。自分達がかかわっ
た建築物が、半永久的に町の中に残る
ため、とてもやりがいのある仕事です。

Message

先輩からのメッセージ

私は業者様からの注文に対して、希
望に合う商品を探し、提案していま
す。業者様と一緒に家づくりをする
楽しみや、そこに住む人から「快適
になった」と喜んでもらえるなど、
やりがいの多い仕事です。

会社
ショールームを開設
自慢
当社は建材店としては全国的にも
数少ないショールームを 1992 年
に開設しました。リフォーム工事
のご相談にも対応しています。土
曜日・祝日も営業していますので、
ぜひお越しください。

農業 林業 漁業

株式会社 ティーガイア

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業

仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

卸売業
小売業

●事業内容：携帯電話の販売及び代理店業務
●所在地：宮崎市吉村町長田甲2359 ドコモショップ宮崎東店2F 宮崎事務所
●創立：1992年 ●従業員数：4,512名 ● TEL：0985-22-3178
● MAIL：kyusyu-saiyo@t-gaia.co.jp ● HP：https://www.t-gaia.co.jp/
コミュニケーション能力

金融業
保険業

宮崎県内でドコモショップを運営しています

会社
携帯電話などの販売シェア日本一
自慢
サービス業

「ショップでの研修」、
「キャリアデザイン・
アカデミー研修」、「ドコモの研修」の 3
つの研修でしっかりサポート。接客経験
がない方、携帯電話について詳しくない
方でも学ぶ意欲があれば活躍できます。

携帯ショップ店員として働くことによっ
て、今となっては必須なスマートフォン
を最前線でお客様に提供できる、とても
やりがいのある仕事です。また、困った
ことなどあればいつでも先輩が優しくサ
ポートしてくださるので安心です。

医療
福祉

❷ 研修制度が充実

先輩からのメッセージ

教育
学習支援業

❶ 福利厚生が充実
「女性活躍推進法」に基づく基準をク
リアした企業に、
厚生労働省が送る「え
るぼし」の最高位を受けており、家庭
や子どもをもつ女性が長く働くことが
できると実感できる職場です。

Message

飲食業

わが社の POINT

不動産業
物品賃貸業

住友商事グループの国内最大手の携帯電話販売代理店で、宮崎県内でドコモショップ等を運営しています。
新しいお客さまへの販売、利用者の機種変更、故障対応、操作説明などが主な業務です。携帯電話は現代
の生活に欠かせないものとなっています。だからこそ、お客さまがより快適に便利に安心して利用でき、
生活に役立つようにサポートします。
利用する皆さまの身近な存在として、スタッフが楽しく明るく働く企業です。

2019 年 度（ 株 ）MM 総 研 調 べ で
国内シェア 1 位を獲得。通信事業
者の一次代理店国内最大手として、
日本全国をカバーする販売チャネ
ルを通じて、ニーズに応じたスマー
トライフをサポート。
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農業 林業 漁業

株式会社 戸村精肉本店

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業
卸売業
小売業

●事業内容：スーパーマーケット、飲食店
●所在地：日南市園田1-2-4 ●創立：1972年 ●従業員数：205名
● TEL：0987-23-1882 ● MAIL：info@tomura.com
● HP：https://www.tomura.com
仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

やる気・元気

金融業
保険業

ふるさとの「おいしい！」を、食卓へ

不動産業
物品賃貸業

小さな肉屋から始まった戸村精肉本店。今では、グループ会社も含め、生産・製造・販売まで自社で手掛
けています。スーパーやレストランでは、宮崎の豊かな食をおいしく食べてもらえる新鮮な品揃えと、お
なじみの焼肉のタレを始めとするオリジナル商品の開発や製造にも力を入れ、皆様に親しまれる安心・安
全な食をお届けしています。また地元への貢献として、日南市の小中学校へ、図書購入費に充ててもらう
ための寄付も長年行っています。

飲食業

わが社の POINT

教育
学習支援業

❶ 売り場は、みんなのアイデアで

医療
福祉

季節やイベントに合わせた売り方や、
各店舗の立地に合わせた売り場づくり
や店舗の雰囲気づくりなどは、それぞ
れのアイデアを出し合って、各店で独
自性を持った営業をしています。

❷ 人気のオリジナル商品がたくさん！
サービス業
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小売店でありながら、多数のオリジナ
ル商品を開発・製造し販売していま
す。最近宮崎で盛り上がりを見せてい
る餃子も、ふるさと納税やオンライン
ショップの人気商品のひとつです。

Message

先輩からのメッセージ

入社 1 年目、スーパーの惣菜部門
で初めはパック詰めから覚え、今で
はにぎり寿司作りを任せてもらって
います。お客様の対応なども含め、
新たな仕事を任されることが嬉し
く、やりがいも感じています。

看板
チキンヒーロー
商品
日南市のソウルフードとも言われる
「チキンヒーロー」は当社のオリジ
ナル商品で、市外・県外からの注文
も多い商品。その名のとおり売上に
多大に貢献してくれる、当社のヒー
ローです。

農業 林業 漁業

株式会社 新原産業

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業

仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

卸売業
小売業

●事業内容：畜産設備資材販売、畜舎建築
●所在地：北諸県郡三股町蓼池4450 ●創業：1976年 ●従業員数：50名
● TEL：0986-52-6500 ● MAIL：niihara@niihara.co.jp
● HP：http://www.niihara.co.jp

建築士・施工管理技士・電気工事士・シーケンス制御溶接などの資格、クレーン・移動式クレーン・玉掛などの免許他（あれば尚可）
金融業
保険業

地域に根差した畜産設備資材メーカー

❷ 入社後でも、自分に合った職種を選べます

会社
畜産業界の様々な商品・設備を扱っています
自慢
サービス業

アットホームな社風で何事において
も相談しやすい環境があります。ま
た、様々な職種（営業、設計・施工、
工場、商品管理、配達など）があり、
本人の希望で異動もできます。

営業として入社し２年目を迎えました。お客様と
の打ち合わせは緊張することが多いですが、納品
した時などに笑顔で「ありがとう」と言われた時
は、とても嬉しくやりがいを感じます。職場は困っ
た時など相談にのってくれる上司・先輩がいるの
で、とても働きやすい環境が整っています。

医療
福祉

弊社は、全国の大手畜産企業や海外の
仕入先と取引をしています。若手にも
積極的に参加させており、多方面での
仕事を任される機会もあるので、自己
成長を図れます。

先輩からのメッセージ

教育
学習支援業

❶ 国内外問わず活躍できる場があります

Message

飲食業

わが社の POINT

不動産業
物品賃貸業

畜産の盛んな宮崎・鹿児島で 40 年以上、畜産設備資材関連の業務に携わっています。また、お客様と相
談しながらアイデアを出し、設備商品の提供、新築・増改築工事を全国に広げています。近年では畜産も
自動・省力化が進んでおり、弊社でもデジタル自動化に特化した制御盤製作の取り組みを始めました。「お
客様に使いこなしてもらえる仕事と努力 それは喜び」をモットーに、ひとりひとりがやりがいを持ち、ワ
ンチームで仕事ができる仕組みづくりを目指しています。

◎幅広い「畜産設備資材」の商品 ◎現場
で培ってきた「畜舎空調設計」◎お客様の
要望や、現場に合わせた「オーダーメイ
ドの工場」◎様々なアイデアで用途に合わ
せた「商品の開発」◎業界先進国から選び
抜かれた「輸入商品」の取り扱い
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農業 林業 漁業

株式会社 ハツトリー

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業
卸売業
小売業

●事業内容：スーパーマーケット
●所在地：宮崎市霧島3-57-2 ●創立：1983年 ●従業員数：490名
● TEL：0985-24-1093 ● MAIL：personal@hattory.co.jp
● HP：http://www.foodaly.jp
仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

コミュニケーション能力

金融業
保険業

安心・安全・高品質な食品をセレクトしたスーパー

不動産業
物品賃貸業

弊社は高品質な食品をセレクトしたスーパーマーケットです。「皆さまに安心していただける鮮度、本物
を身近に」をコンセプトに、作りたて・産地・製法・おいしさにこだわった商品を届けています。市場の
ような活気や目にも鮮やかな食材、料理から漂う香り、口にしたときの味わい…五感を満たすおいしさが
Foodaly にはいっぱい。人と人との健やかなつながりを広げることに感謝し、皆さまの食卓に「おいしい
笑顔」をあふれさせることが願いです。

飲食業

わが社の POINT

教育
学習支援業

❶ 全国の食材や料理と巡り合える

医療
福祉

全国各地から世界まで、たくさんの素
晴らしい食品の新規開拓と新商品開発
に力を入れています。地域の特性やラ
イフスタイルに合わせた品揃えに取り
組むことで、知識力もアップします。

❷ 裁量権が大きい
サービス業
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若手にも責任ある仕事を任せていま
す。自分の意見や考えを売場に反映で
き、やりたいと思ったことに挑戦でき
ます。自分の力で成し遂げたと実感で
き、やりがいも強く感じられます。

Message

先輩からのメッセージ

当社は、他のスーパーにない商品を
探し販売することや、他県の食文化
を再現し、その土地流にこだわって
提案するなど、さまざまなことにチャ
レンジをさせてくれます。失敗して
も先輩がしっかりフォローします。

会社
シェフが腕を振るった惣菜
自慢
惣菜コーナーは、各店シェフを配
属しメニューのバリエーションに
幅を持たせています。「和食」「中
華」
「世界の料理に精通」など、シェ
フによって店ごとの特色が異なる
のが魅力です。

農業 林業 漁業

株式会社 ハンズマン

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業

仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

卸売業
小売業

●事業内容：DIY ホームセンターの運営
●所在地：都城市吉尾町2080番地 ●創立：1964年 ●従業員数：1,189名
● TEL：0986-38-0847 ● MAIL：jinji@handsman.co.jp
● HP：https://www.handsman.co.jp/
明るく元気な挨拶と笑顔

金融業
保険業

「ハンズマンに入社して良かった。」と感じてもらいたい

❷ お客様のニーズに柔軟に対応

会社
お客様第一主義
自慢
サービス業

弊社では、お客様から「100 本セッ
トのストローを 1 本だけほしい」とい
う要望があった場合、1 本だけお売り
します。お客様が欲しい数で販売する
のがハンズマン流です。

弊社の仕事のやりがいは、たくさん
のお客様から「ありがとう」と言っ
ていただけること。私自身もお客様
から、
「あなたが居てくれて良かっ
た」といった声を何度もいただき、
本当に嬉しかったです。

医療
福祉

弊社の商品数は、一般的なホームセ
ンターの約 5 倍に当たる 23 万アイ
テム。その内の 6 割はあまり売れな
い商品ですが、それはお客様が要望
して下さった商品なのです。

採用担当からのメッセージ

教育
学習支援業

❶ 23 万アイテムに及ぶ圧倒的な品揃え

Message

飲食業

わが社の POINT

不動産業
物品賃貸業

働く人が幸せでなければ、お客様を幸せにできない。私達はそう考えています。従業員はお客様の為に、
社長は従業員の為にベストを尽くす。それがハンズマンです。売上や利益は結果に過ぎません。
働く人が幸せになり「ハンズマンに入社して良かった。」と感じてもらうことが私達の幸せです。

ストローは 1 本から、コピー用紙
は 1 枚 か ら、 ロ ー プ 等 は 10 ㎝ か
ら買えるのが弊社の特徴。一人ひ
とりのお客様のご要望にきめ細か
くお応えし、喜んでいただくこと
が私たちの使命です。
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農業 林業 漁業

日之出酸素 株式会社

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業
卸売業
小売業

●事業内容：各種高圧ガス販売と付随商品の販売
●所在地：延岡市桜園町86-1 ●創立：1948年 ●従業員数：52名
● TEL：0982-33-3121 ● MAIL：info@hinodesanso.jp
● HP：https://www.hinodesanso.jp
仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

高圧ガス製造保安責任者、高圧ガス販売主任者、危険物取扱主任者、移動監視者

金融業
保険業

人と人、心と心のふれ愛を大切に

不動産業
物品賃貸業

当社は創業 86 年を超える地域 No.1 のガス溶材商社です。主な販売品目である各種高圧ガス（産業用・
医療用）とそれに付随する商品を取り扱う会社で、本社は延岡市、営業所は日向市・宮崎市・都城市の３
か所にあります。また、関連会社として延岡市と都城市に高圧ガス製造会社があり、宮崎県内を営業エリ
アとした地域密着型の営業展開を心がけています。これからも医療・工業・農業・水産業など、地域社会
の発展のために貢献していきます。

飲食業

わが社の POINT

教育
学習支援業

❶ 徹底した安全管理で工事もお任せ

医療
福祉

販売だけでなく高圧ガスの供給配管工
事も施工しています。工事完了時には
達成感があり、やりがいを感じる瞬間
です。会社・地域社会に貢献できる仕
事に従事している実感があります。

❷ 当社に関わる人すべての人を大切に
サービス業
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人材育成研修、完全週休二日制、人事
評価制度など福利厚生が充実していま
す。社員とその家族、仕事を通して接
するお客様…当社に関わる人すべてに
幸せをお届けすることを目指します。

Message

先輩からのメッセージ

営業に興味があり入社して 19 年
目。高圧ガス、病院や工事で使用さ
れる機器類、その他一般家庭用の商
品など、お客様のニーズに沿って販
売しご満足いただけると、嬉しさと
やりがいを感じます。

会社
こんなところでも活躍のガス技術
自慢
農業・水産業など一次産業へガス
技術を活用し、新たな市場の創造
へ取り組んでいます。例えば、宮
崎県水産試験場で携わった魚の成
長実験では、水への酸素溶解装置
を開発しました。

農業 林業 漁業

株式会社 広瀬

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業

仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

卸売業
小売業

●事業内容：青果物卸売業
●所在地：児湯郡新富町大字上富田2498 ●創業：1984年 ●従業員数：55名
● TEL：0983-33-3115 ● MAIL：info@hirose.ne.jp
● HP：http://www.hirose.ne.jp
普通運転免許・フォークリフト運転免許（必須ではありません）

金融業
保険業

旬の野菜や果実を“気持ち”と一緒に全国へ

❷ 働きやすい環境づくり

看板
宮崎が全国に誇る「千切大根」
商品
サービス業

仕事で必要な資格を取る場合、会社か
らの補助があります。また、適性にあ
わせて 4 つの部門の中で配置転換をし
たり、年一回の個人面談での意見を業
務に取り入れる体制もできています。

社内は気さくな人が多く明るい雰囲
気です。営業は、丁寧な指導のうえ
で、新規顧客獲得ではなく既存の取
引先と繋いでもらうので初心者でも
大丈夫ですし、全国の取引先への産
地訪問出張も魅力の一つです。

医療
福祉

管理部以外の勤務時間は、市場に合
わせて午前 6 時始業、午後 3 時終業。
朝が早い分、終わりも早いので、後の
時間が有効に使えます。休日も市場カ
レンダーと同じで完全週休二日です。

先輩からのメッセージ

教育
学習支援業

❶ 市場に合わせた仕事時間

Message

飲食業

わが社の POINT

不動産業
物品賃貸業

毎日、宮崎の中央市場や契約農家から仕入れた宮崎の新鮮な野菜や果物を、全国の市場や仲卸会社を通し
て消費者にお届けしています。会社には営業、物流、センター、管理の 4 つの部門がありますが、どの部
門も『美味しさと安全を届けたい』『お客様の信頼に応えたい』その気持ちが仕事の原点。企業理念である
調和・総和・融和の三つの和を大切に、商品と一緒に生産者の気持ちまで消費者に届け、毎日の食卓のお
役に立ちたいと思っています。

宮崎の農産物の中でも注目の一品
といえば、太陽の光をいっぱい浴
び た「 千 切 大 根 」。 当 社 で は、 袋
に入った千切大根をほぐす機械や
パッケージ用の機械を導入し、増
産体制を整えています。
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農業 林業 漁業

株式会社 ファイブフォックス

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業
卸売業
小売業

●事業内容：ファッションの企画・製造・小売業 ●所在地：宮崎市新別府町江口
862-1イオンモール宮崎1F コムサスタイル宮崎イオンモール店 ●創立：1976年
●従業員数：2,865名 ● TEL：092-714-7655
● MAIL：n.hieda@fivefoxes.co.jp ● HP：http://www.fivefoxes.co.jp
仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

ファッションが大好きで、ファッションの楽しさ・面白さ・素晴らしさを広めていきたい方

金融業
保険業

ファッションを通してお客さまに夢と希望を与える

不動産業
物品賃貸業

コムサイズムをはじめ、全国に 590 店舗展開するアパレルで、ファッションの企画から販売までトータ
ルで手掛けています。多くの方に「感動」を届けられるように、バリエーション豊かにブランドを展開。
ファッションを通してお客さまの心を揺り動かす「感動企業」を目指しています！！
お客さまのライフステージに合わせて多様なファッションを提供できるからこそ、活躍できるフィールド
も広がります。

飲食業

わが社の POINT

教育
学習支援業

❶「感動企業」

医療
福祉

私たちが目指しているのは「感動企業」
です。
「また、来たい」「あなたに選んでもら
いたい」と言って頂ける、おもてなし
を大切にしています。

❷ お客さまを素敵にするお手伝い
サービス業
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ファッションの知識や技術は必要あり
ません‼先輩が丁寧に教えます。安心
してチャレンジしてください。学びな
がら、お客さまを素敵にして差し上げ
るお手伝いに一緒に取り組みましょう。

Message

先輩からのメッセージ

小学校の頃からファッションが好き
でこの業界で働いてみたい反面、人
見知りがあるのが心配でした。私が
お勧めした商品を気に入っていただ
けたときはとてもうれしいですし、
仕事のやりがいを感じられます。

会社
商品のテーマなどデザイナーに聞ける
自慢
日本の文化や伝統美を大切に考え、
商品やお店の佇まいで表現。コムサ
の服を着ると「気持ちが落ち着く」
と言って頂ける商品を提案。商品の
テーマや特徴などをデザイナーに聞
けるのも魅力です。

農業 林業 漁業

有限会社 前田包装容器

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業

仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

卸売業
小売業

●事業内容：包装資材卸売業
●所在地：宮崎市神宮東2-3-10 ●創業：1948年 ●従業員数：14名
● TEL：0985-24-6311 ● MAIL：maeda@room.ocn.ne.jp
● HP：https://maedahousou.com/
明るい挨拶、イラストレーター、フォトショップ

金融業
保険業

創造的で遊び心がある仕事

❷ 女性も活躍しやすい

看板
多種多様な包装資材
商品
サービス業

私たちは、女性も活躍ができる職場
を目指しており、家庭や子どもをも
つ女性が長く働け、それを実感でき
る職場です。実際に家庭と仕事を両
立して働いている社員が多いです。

商品を活かすのに、どのようなデ
ザインやパッケージを使ったら良
いのかを、お客様と一緒に納得い
くまで考えます。商品化されたも
のを店頭で目にした時は何ものに
も代えがたい喜びがあります。

医療
福祉

弊社は、風通しの良いアットホーム
な社内環境を実現しています。また、
専門的知識が必要な業務も先輩が
しっかりサポートするので、新卒の
方でも安心して働ける職場です。

経営者からのメッセージ

教育
学習支援業

❶ 心地よい職場を目指しています

Message

飲食業

わが社の POINT

不動産業
物品賃貸業

弊社は、昭和 23 年に「シダ籠製造所」として創業し、それから 72 年間お客様の信頼に支えられてきま
した。あらゆるお店、会社様に喜んでいただける 100 年企業を目指しています。食品容器、青果関連包材、
梱包資材、ラッピング用品など様々な包装資材の取り扱いを強みとし、あわせてデザイン制作やホームペー
ジ作成も行っており、相乗効果で多くのお客様に喜んでいただいています。働く社員さんもお客様に提案
して売り上げが上がることで満足感を共有できます。年齢に関係なくできる仕事です。

コロナ禍でテイクアウトの需要が高
まっています。あらゆるメーカーの商品
を取り扱いできるので、用途に合わせた
商品の提案ができるのが強みです。既製
品だけでなく様々な声に応えられるよ
うオーダーメイドの制作も可能です。
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農業 林業 漁業

株式会社 マルイチ

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業
卸売業
小売業

●事業内容：スーパーマーケットの運営
●所在地：日向市江良町4丁目110-3 ●創立：1967年 ●従業員数：530名
● TEL：0982-52-3880 ● MAIL：info@super-maruichi.jp
● HP：https://supermaruichi.com/

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

仕事で役立つ資格やスキル 「食」への興味・関心
金融業
保険業

地域の豊かな食生活を支えるスーパーマーケット・チェーン

不動産業
物品賃貸業

弊社は、宮崎県内に 8 店舗を展開するスーパーマーケット・チェーンです。日向市で創業し、まもなく
70 周年を迎えます。“本物のスーパーマーケット”を目指し、地域の方々のより豊かな食生活と、従業員
のより豊かな暮らしを創造することを企業理念として掲げ、さまざまな事業を推進。地域の方々に愛され
るローカルスーパーマーケットであり続けるために、ローカルとグローバル、両極の視点を大切にし、さ
まざまな取り組みに挑戦しています。

飲食業

わが社の POINT

教育
学習支援業

❶ 充実した教育制度

医療
福祉

新入社員は、青果・精肉・海産・惣菜
の 4 部門を半年間かけて研修します。
基礎教育で社会人としての心構えを身
につけ、並行して現場研修でスーパー
マーケットの仕事を学びます。

❷ 時代のニーズにいち早く対応
サービス業
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他の企業に先駆けキャッシュレス決済
やネットスーパーに対応。ベンチャー
企業との協業やオーガニック野菜の生
産・販売などにも取り組んでいます。

Message

採用担当からのメッセージ

私たちが生きる上で不可欠な「食」
を通して、地域の方々の元気な体づ
くりや温かい家庭の食卓をお手伝い
することが私たちの使命です。「地域
の人のために働きたい！！」そんな
人と一緒に仕事をしていきたいです。

会社
温かい接客
自慢
弊社では、長年にわたり、接客に
力を入れてきました。お客様に対
しての目配り、心配りを大切にし
ています。特にレジでのお客様へ
の対応は高い評価をいただいてい
ます。

農業 林業 漁業

南九州向洋電機 株式会社

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業

仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

卸売業
小売業

●事業内容：工業計器・計測器等の卸売、設置工事、メンテナンス
●所在地：宮崎市東大淀2-3-44 ●創立：1966年 ●従業員数：86名
● TEL：0985-54-6181 ● MAIL：info@mkoyo.co.jp
● HP：https://www.mkoyo.co.jp/

電気工事士・基本情報処理技術者・電気工事施工管理技士・計装士・放射線取扱主任者
金融業
保険業

モノづくりを支える技術力を宮崎 ･ 鹿児島に提供しよう

❷ さまざまなモノづくりに携わる

会社
工場全体を見える化するソリューション
自慢
サービス業

電力・化学・石油・食品・上下水道・
機械・空調とさまざまなモノづくりの
シーンに携わることができるため、当
社で働くことでオールマイティな技術
者へと成長できます。

機械好きやモノづくりに興味がある
人は大歓迎。向上心やバイタリティー
がある人、周囲に溶け込みやすいコ
ミュニケーション能力がある人を求
めています。生活しやすい環境で、
仕事に打ち込めると思います。

医療
福祉

会社指定の資格に対しては、取得にか
かる費用（講習・参考書・旅費含む）
を補助しています。また合格後は、そ
れぞれの難易度に応じた報奨金を支給
しています。

採用担当からのメッセージ

教育
学習支援業

❶ 資格取得制度

Message

飲食業

わが社の POINT

不動産業
物品賃貸業

南九州で、モノづくりの現場やプラントを基盤から支えるエンジニアリング商社。新しいプラントづくり、
制御装置づくり、インフラ構築において、信頼と実績を積み重ねています。大手電機 ･ 化学 ･ 石油 ･ 飲料メー
カーや地方公共団体の上下水道事業などの堅実な事業体が取引先に多いことが当社の強み。社内の雰囲気
はフラットで、先輩後輩の風通しが良く、社長も若いため、縦の意思疎通がスムーズで迅速です。年間休
日 126 日と福利厚生も充実しています。

流量、温度、圧力、水質などを測定・制
御する装置を販売。機器単体を売るだけ
でなく、工場全体を見える化するソリュー
ションを提供しています。国内最大手・
横河電機や横河グループ企業および多く
のメーカーの代理店もしています。
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農業 林業 漁業

宮崎中央青果 株式会社

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業
卸売業
小売業

●事業内容：青果物及び加工品販売
●所在地：宮崎市新別府町雀田1185番地 ●創立：1977年 ●従業員数：97人
● TEL：0985-27-8000 ● MAIL：S-kawano@maru-miya.co.jp
● HP：http://www.maru-miya.co.jp/index.htm
仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

普通自動車・フォークリフト免許
（入社後に取得も可能）

金融業
保険業

宮崎県産青果物の安定供給を担う卸売会社

不動産業
物品賃貸業

弊社は、宮崎市民並びに宮崎県民への青果物の安定供給を担う拠点市場という社会的使命に加え、産地市
場として全国に宮崎県産の青果物を供給するという責務を果たしています。日照時間が長く冬も暖かい宮
崎県は全国有数の農業県であり、きゅうりやトマト、ピーマン、果物では完熟マンゴーや完熟金柑などが
有名です。こうした青果物の供給を支えている多くの生産者の利益向上のために、より良い青果物の販売
に日々努めています。

飲食業

わが社の POINT

教育
学習支援業

❶ 幅広い交流ができる

医療
福祉

青果物を販売するだけではなく、生産者
からの集荷なども行っているので、幅広
い交流ができます。また、全国の卸売市
場と取引や交流があるため、さまざまな
場所に行けることも魅力の一つです。

❷ 研修会やレクリエーションの充実
サービス業
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新人研修会や、より良い販売につなげる
ための研修会などに積極的に参加するこ
とで、幅広い知識を身につけることがで
きます。社内レクリエーションも充実し
ており、部署を越えた交流も盛んです。

Message

先輩からのメッセージ

私は入社２年目で、果実の営業をし
ています。生産者が心を込めて作っ
た品物なので、少しでも良い販売が
できるように頑張っています。生産
者との会話がとても楽しく、やりが
いがあります。

会社
セリ販売
自慢
卸売会社ならではの仕事として、青
果物のセリ販売があります。午前７
時からと朝早いですが、スタッフ全
員がより良い青果物の販売に日々取
り組んでいて、活気あふれる職場と
なっています。

農業 林業 漁業

宮崎電子機器 株式会社

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業

仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

卸売業
小売業

●事業内容：OA 機器販売・保守サービス等
●所在地：宮崎市下原町214-18 ●創業：1983年 ●従業員数：113名
● TEL：0985-20-7666 ● MAIL：recruit@mdnet.co.jp
● HP：https://www.miyazakidenshikiki.jp

情報処理系資格全般、サーバーやネットワーク設計・構築・運用等の経験
金融業
保険業

地域に密着したソリューション＆サービスを提供

❷ 言行一致の取り組み

看板
MD クラウドひなた
商品
サービス業

例 え ば 自 分 た ち で WEB 会 議 や テ レ
ワークを積極的に実践して生産性を上
げ効率化を行い、その内容をお客様へ
提案します。リモート商談の増加に向
けての環境整備にも取り組んでいます。

私達の取組む業務はトライ＆エラー
の連続。でも考え方を否定せずどん
どん挑戦させてくれるという点が素
晴らしい会社です。社会人生活を刺
激的なものにしたいという方、一緒
にチャレンジしていきましょう！

医療
福祉

IT 機器と共に、ベンダーソフトウェア
の販売、クラウドサービス、セキュリ
ティ商品を提供し、業務改善提案から
導入・サポートまで一貫して行うワン
ストップサービスを展開しています。

先輩からのメッセージ

教育
学習支援業

❶ ワンストップサービスの展開

Message

飲食業

わが社の POINT

不動産業
物品賃貸業

テレビ宮崎グループの一員として誕生し、富士ゼロックス（株）の県別特約店として各種 OA 機器、ソフ
トウェア、セキュリティ商品、クラウドサービス等を提供しています。「社会から愛され、従業員から愛
される会社」を経営理念に、まずは自ら実践したものを提供。さらにお客様の立場で考え行動することで、
言行一致と真の満足度を追求します。また、従業員の個性と能力が発揮できるような労働環境の整備、誇
りに思える会社を目指しています。

お 客 様 の NAS デ ー タ を 当 社 ク ラ
ウド環境へ複製保存する「ひなた
バックアップ」とデータのみ当社
クラウド環境へ保存する「ひなた
デスクトップ」で構成するご当地
クラウドサービスです。
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農業 林業 漁業

宮安電機 株式会社

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業
卸売業
小売業

●事業内容：制御機器・ロボット・IoT 機器等の提案・販売・メンテナンス
●所在地：延岡市伊達町1-9 ●創立：1955年 ●従業員数：21名
● TEL：0982-33-4674
● HP：http://www.miyayasu.co.jp
仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

普通自動車運転免許（AT 限定可）・制御機器や FAシステムの実務経験もしくは知識、第二種電気工事士

金融業
保険業

製造現場の“できたらいいな”をカタチにする技術商社

不動産業
物品賃貸業

宮安電機株式会社は、地域密着型の技術商社として 65 年目を迎えます。仕事内容は、幅広い商品群と高
い技術力で、製造現場のお客さまの“できたらいいな”をカタチにするべく、商品・システム・技術の提
供をしています。また、メンバーそれぞれが豊かな個性と旺盛な好奇心を持つ、想像力にあふれた技術集
団です。上のメイン写真は、2020 年にリフォームした本社オフィスです。新しく綺麗で、より快適な職
場環境になりました♪

飲食業

わが社の POINT

教育
学習支援業

❶ 社員同士のチームプレイ

医療
福祉

従業員数 21 名のため、アットホームで、
部署の垣根を越えて助け合える職場環境で
す。社員からは、交流会（お花見会など）
がきっかけで先輩社員とも打ち解け、仕事
もスムーズになったという声も聞きます。

❷ 若手育成注力中
サービス業
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弊社の 65 年のノウハウと技術を若手
社員につなぐ活動に力を入れています。
社内外の研修や資格試験へ挑戦できる
ため、入社後のスキルアップも可能。
写真はメーカー勉強資料の一部です。

Message

先輩からのメッセージ

弊社は他部署とコミュニケーション
をとりながらチームプレイで対応し
ています。制御機器は、幅広い知識
が必要なため不安もあるかもしれま
せんが、若手育成制度や資格取得支
援制度でスキルアップも可能です！

看板
無論、オムロン！！
商品
制御機器トップメーカー“オムロ
ン（株）”の製品は、単品使いはも
ちろん、高度で多様な制御機器や
自動化関連機器を組み合わせるこ
とで、お客様のご要望に幅広く貢
献することができます。

農業 林業 漁業

米良電機産業 株式会社

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業

仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

卸売業
小売業

●事業内容：電設資材卸売業
●所在地：宮崎市別府町4-33 ●創立：1952年 ●従業員数：150名
● TEL：0985-24-6855 ● MAIL：fujii@mera-denki.co.jp
● HP：http://www.mera-denki.co.jp/
電気工事士・簿記・エクセル・ワードなど

金融業
保険業

「育人」「敬客」「愛品」を社是に、革新し続ける

❷ ネーミングライツで地域に貢献

会社
官公庁や民間企業への納入実績
自慢
サービス業

宮崎市の県総合運動公園を中心とする 5
施設の命名権を獲得。自然の豊かさや
県民の人柄を連想させる「ひなた」を
新名称にしました。県民の皆様から公
募を行い、多くの案が寄せられました。

入社 1 年目ですが企業説明を通して、
魅力を伝えています。弊社は「社内の
風通しの良さ」が自慢。周囲との協力
やコミュニケーションを取りながら同
じゴールを目指すため、失敗を恐れず、
意見を発信する人を求めます。

医療
福祉

教育担当者をはじめ、属長、先輩社員、同
期など連絡・相談をできる人が必ず近くに
います。日頃からコミュニケーションをと
りやすいため、不安や疑問、悩みを多くの
人と共有・解消することができます。

採用担当からのメッセージ

教育
学習支援業

❶ コミュニケーションがとりやすい

Message

飲食業

わが社の POINT

不動産業
物品賃貸業

「育人＝企業は人を育て、人は企業を通じ社会に貢献する」電気について初心者であっても知識を吸収する
場が多くあります。「敬客＝すべての人を尊重する」約 3,500 件の業者様、約 600 社のメーカー様をは
じめ県民の皆様など弊社に関わるすべての方々に敬意を払い、その感謝の気持ちとして地域貢献にも力を
入れています。「愛品＝すべての物を大切に」お客様に届けるすべての商品を一つ一つ大切に扱い、安心安
全を考慮した提供を行っています。

民間は県内の 5 割～ 6 割、官公庁
では 8 割のシェアを占めています。
駅や学校、大型ショッピングモー
ルをはじめ、多くの公共施設で当
社が関わった商品をご利用頂いて
います。
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農業 林業 漁業

株式会社 山口商会

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業
卸売業
小売業

●事業内容：科学機器の提案・販売、ラボ移設 他
●所在地：延岡市桜小路349-45 ●創立：1951年 ●従業員数：22名
● TEL：0982-33-2214 ● MAIL：info@yamaguchishokai.com
● HP：https://www.yamaguchishokai.com/

金融業
保険業

お客様の「？」を「！」へ変えていく会社です！

不動産業
物品賃貸業

現在は取扱商品数 400 万点以上の商社ですが、創業はガラス加工会社としてスタートしました。現在で
は理化学・分析・計測・半導体関連機器を販売する会社として活動を行っております。創業から 70 年を
経て、メーカーから商社へ時代とともに変化しながら、当社がたどり着いたのが「解決策のご提案」とい
う形です。今後もお客様の「？」を「！」へ変えていくため、様々なサービスを展開していきます。

飲食業

わが社の POINT

教育
学習支援業

❶ 科学機器の販売シェアは県内トップ！

医療
福祉

製造分野における市場（化学品・繊維・
医療・航空・自動車・食品・エネルギー
等）で活躍している企業や、最先端研
究施設など、多種多様なお客様に対し
て課題解決の提案をしています。

❷ 5 日以上の有給休暇消化を実現
サービス業
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□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

2018 年より 8 ～ 10 連休×年間 3 回
の実績を継続。社員が、集中して効率
的に業務を行うことで、仕事とプライ
ベートの充実を実現。「どちらも疎かに
したくない」と考える方には最適です！

Message

先輩からのメッセージ

取扱製品数と取引企業数の多さ、そ
してお客様の様々な課題解決に向け
ての提案業務ができることに、やり
がいを感じています。また、全員で
効率的に成果を上げようとする社風
がとても好きです。

会社
研究施設の拠点移設に関わることも
自慢
理科の実験で使用したものや、大
学、テレビの科捜研などで出てく
る装置のほとんどが取扱可能です。
ビーカーやフラスコなどの消耗品
から大型装置販売までワンストッ
プで提案が可能です。

農業 林業 漁業

リコージャパン 株式会社 宮崎支社

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

金融業
保険業

創業当初から受け継がれる「三愛精神」

Message

❶ 好きな街で、好きなだけチャレンジ

リコージャパンは、ひとりひとりが
イキイキと働き、個人およびチーム
として最大のパフォーマンスを発揮
することでお客様へのお役立ちと新
たな価値を提供することができる働
き方を実践していきます。

医療
福祉

会社
実績で伝わる顧客満足度！
自慢
サービス業

東京を本社として全国 48 支社 352
拠点の事業所があり、地域に密着しお
客様に寄り添いながら日々活動してい
ます。自分の大好きな街に貢献しなが
ら、自分自身も成長できる会社です。

採用担当からのメッセージ

教育
学習支援業

❷ 成長しながら、大好きな街に貢献

飲食業

わが社の POINT

不動産業
物品賃貸業

リコージャパン（リコーグループ）は、創業からの理念…三愛精神「人を愛し 国を愛し 勤めを愛す」
を継承しながら、リコー製品を中心とした商品・サービスの提供を通じてお客様の経営課題の解決や企業
価値の向上に貢献しています。また、新しい生活様式や働き方に対応した『デジタルサービス』の提供や、
オフィスだけでなく現場や在宅、企業間取引における業務ワークフローの自動化・省力化等、時代に求め
られるサービスを実現してまいります。

『好きな街で、好きなだけ』がキャッ
チコピー。日本全国どこでも好きな街
で、思いきり働き、思いきりチャレン
ジして、思いきり生きていく ･･･ そん
な人生を実現させられる会社です。

卸売業
小売業

●事業内容：ソリューション販売
●所在地：宮崎市花ヶ島町大原2361-1 ●創立：1959年 ●従業員数：112名
● TEL：0985-25-6000 ● MAIL：riki_yamane@jp.ricoh.com
● HP：https://www.ricoh.co.jp/sales/about

売上高 : 733,776 百万円（2020 年
3 月期）● MFP（マルチ・ファンク
ション・プリンター）A3 世界シェ
ア 1 位 ● 2020 年 JP パ ワ ー 社
顧客満足度調査 カラーレーザープ
リンター、3 年連続総合満足度 1 位。
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さまざまな業種の
就職関連情報をご紹介します！

みやざき建設産業就活ガイドブック

みやざき就農相談会

建設産業の仕事内容や魅力とともに、県内
企業の情報を掲載。実際に建設産業の世界
で活躍している人たちの声も多数掲載して
います。

宮崎県への就農を検討している方を対象とし
た就農相談会を県内外で開催しています。
相談会では、「自営就農」はもちろん「雇用
就農」に関しても相談することができます。

http://www.pref.miyazaki.lg.jp/kanri/
shakaikiban/tochi/
20200907142522.html

新規就業者応援バンク

みやざきの『ひなたで林業』

各地域の漁業情報や担い手の受け入れ・支援
制度などを紹介しています。漁業就業を目指
す方の夢の実現をサポートします。

林業に興味がある方、林業就業を目指す方向
けの情報提供サイトです。林業事業体の求人
情報や林業就業者のインタビュー記事などさ
まざまな情報を発信しています。

http://www.mzfao.or.jp/recruit
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http://www.ennou-miyazaki.com

https://hinataderingyo.com

私事にできる仕事、発見！

金融業 保険業
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農業 林業 漁業

高鍋信用金庫

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業
卸売業
小売業

●事業内容：預金業務、融資業務、為替業務等
●所在地：児湯郡高鍋町大字高鍋町673 ●創立：1922年
● TEL：0983-22-2222
● HP：http://www.takanabe-shinkin.jp
仕事で役立つ資格やスキル

●従業員数：305名

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

ファイナンシャルプランナー・証券外務員資格・日商簿記

金融業
保険業

未来永劫、地域とともに歩み続ける

不動産業
物品賃貸業

高鍋信用金庫（略称：たかしん）は、大正 11 年に高鍋町で創業し令和４年４月１日で創立 100 周年を迎
える協同組織金融機関です。協同組織とは地域の方々が資金を出し合い、相互に扶助しあうためにできた
組織のこと。IT 化の波が押し寄せる現代においても、この協同組織の理念に徹しお客様一人ひとりに寄り
添うことで地域社会と一体となり、地域社会の繫栄を通じ日本経済の発展にも寄与することが、未来永劫
掲げるたかしんのビジョンです。

飲食業

わが社の POINT

教育
学習支援業

❶ 100 周年記念事業が目白押し！

医療
福祉

令和３年度から創立 100 周年記念事業
がスタート。これまでの感謝を込め「変
わりゆく未来に 変わらないまごころ
で」をスローガンに、さまざまなキャ
ンペーンやイベントを実施します。

❷ 野球にバレー、スポーツも盛ん！
サービス業
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たかしんは仕事だけではありません。
軟式野球や女子バレーも盛んで、県内
の各大会で好成績を収めています。大
会には役職員も応援に駆け付け、企業
の一体感を生む原動力の一つです。

Message

先輩からのメッセージ

女性得意先係になって３年目です。
これまで男性しかいなかった得意先
係ですが、女性得意先係が誕生した
ことで女性目線でのきめ細かなサー
ビスを提供することができ、お客様
からも相談しやすいと好評です。

名 物 マスコットキャラクター
社 員 「たかしくん」
たかしんの魅力をアピールして、み
んなの心や宮崎を明るくするために
誕生した
「たかしくん」
。ホームペー
ジやテレビ、お祭りやイベントにも
参加しています。見かけたら声をか
けてね！

農業 林業 漁業

株式会社 宮崎銀行

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

金融業
保険業

地域との共存共栄を掲げ、地域の発展に尽力

有 名 「夢に逢いに行こう」の
C M CM ソング
サービス業

週に１度の早帰りの日や、充実した休
暇制度、仕事と子育ての両立支援など、
誰もが働きやすい会社を目指していま
す。私生活の充実が仕事のモチベー
ションアップにつながっています。

お客さまのお悩みに対してさまざま
な方法で解決策の提案ができること
に、やりがいを感じています。お客
さまからの「ありがとう」の言葉は
私の励み。幅広い知識を身につけ、
信頼される銀行員を目指します！

医療
福祉

❷ 働き方改革への取り組み

先輩からのメッセージ

教育
学習支援業

農業法人「夢逢いファーム」を設立し、
アボカドやキウイなどの作物を育ててい
ます。IoT を活用したスマート農業に挑
戦し、ここで得たノウハウを宮崎の農業
に還元することを目的としています。

飲食業

❶「夢逢いファーム」の創設

Message

不動産業
物品賃貸業

宮崎銀行は、お客さまの生活や企業活動に対して金融サービス（預金・貸出・為替）を提供するだけでなく、
地域のお客さまのお悩みを解決することにも力を注いでいます。モノを売らない銀行にとって行員の魅力
が会社の魅力。人財育成に力を入れ、新入行員研修に始まり、各世代・担当業種別の研修制度で行員の成
長をフォローします。最近では、農業法人「夢逢いファーム」の活動やキャッシュレスの推進など、地方
創生に関わる取り組みにも挑戦しています。

わが社の POINT

卸売業
小売業

●事業内容：普通銀行業務ほか
●所在地：宮崎市橘通東4-3-5 ●創立：1932年 ●従業員数：1,389名
● TEL：0985-32-8208 ● MAIL：jinji@miyagin.co.jp
● HP：http://www.miyagin.co.jp/

2002 年の創立 70 周年に作られた
曲。
「夢に逢いに行こう笑顔人から
人へ♪」というフレーズは皆さまに
も馴染みが深いと思います。私たち
は銀行の業務を通して地域の方々の
夢を応援します。
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農業 林業 漁業

株式会社 宮崎信販

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業
卸売業
小売業

●事業内容：クレジットカード発行業
●所在地：宮崎市高千穂通1-3-30 ●創立：1963年 ●従業員数：65名
● TEL：0985-28-0055 ● MAIL：soumu@miyazaki-shinpan.co.jp
● HP：https://www.miyazaki-shinpan.co.jp/

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

金融業
保険業

地域密着型のクレジットカード

不動産業
物品賃貸業

宮崎発のクレジットカード事業が主な業務となります。地域密着型企業として、県民のライフスタイルの
変化や時代のニーズに合わせたさまざまなサービスや喜んで頂けるキャンペーン等を展開しています。特
に今は政府のキャッシュレス化推進の背景もあり、まさにキャッシュレス決済が加速しています。お客様
の利便性の向上と、安全で安心して使えるクレジットカードの普及を目指し、地域とともに成長発展する
会社でありたいと考えています。

飲食業

わが社の POINT

教育
学習支援業

❶ 休みを利用してプライベートも充実

医療
福祉

完全週休２日制で、休日はカレンダー
通り。さらに入社２年目からは土日と
合わせて９連休の連続休暇を取ること
ができるので、家族や自分の生活にあ
わせてリフレッシュ！

❷ ぐんぐんスキルアップできる
サービス業
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業務に必要な資格は働きながら取得可
能。必要な経費は会社が負担します。
また社外研修やセミナーにも積極的に
参加。社会人の基礎から専門的な内容
まで、さまざまな知識を学べます。

Message

先輩からのメッセージ

入社２年目、
経理を担当しています。
高校で取得した資格を活かせている
ので、やりがいを感じます。先輩方
がとても優しく丁寧に仕事を教えて
くださるし、
休日もしっかり取れる、
とても働きやすい職場です！

看 板 自社ブランドの
商 品 クレジットカード
MC CARD をメインブランドに医
療従事者向けの MEDICAL CARD
も発行。利便性を考慮し、2019 年
９ 月 か ら QuicPay サ ー ビ ス を 開
始。スマホ決済にも対応。

農業 林業 漁業

宮崎第一信用金庫

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業

仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

●従業員数：268名

卸売業
小売業

●事業内容：預金、融資業務の推進
●所在地：宮崎市橘通東2-4-1 ●創立：1918年
● TEL：0985-22-5111
● HP：http://www.miyasin.co.jp/

普通自動車運転免許（必須）
、ファイナンシャルプランナー（FP）
、漢字検定等
金融業
保険業

「地域のため＝宮崎のため」の金融機関

❷ 仕事と家庭の両立を応援

会社
新時代の信用金庫
自慢
サービス業

過去５年、定年退職を迎えた女性職員
が４人います。みなさん、仕事と家庭
を両立させながら働いてこられまし
た。それぞれのライフスタイルに合わ
せ、女性でも働きやすい職場です。

この仕事は、バラエティーに富んだ
多くのお客様と知り合える点が魅力
です。自分が当庫の代表である自覚
を持ち、商品だけでなく経済などの
知識・情報にも敏感になり、お客様
に提供できるよう努めています。

医療
福祉

３年間で３つの信用金庫が合併しまし
た。それぞれの信用金庫が築いてきた
礎をもとに宮崎を経済面から支えるこ
とで地元に貢献できる、新しい時代に
合った信用金庫を目指しています。

先輩からのメッセージ

教育
学習支援業

❶ 地元の身近な金融機関

Message

飲食業

わが社の POINT

不動産業
物品賃貸業

令和２年１月に宮崎都城信用金庫と南郷信用金庫が合併し 宮崎第一信用金庫 が誕生しました。金融機
関の仕事は多様化・高度化していますが、誠実でまごころ込めた仕事が基本です。さらに日頃の業務だけ
でなく、社会貢献活動として地元の祭りに参加したり、部活動やスポーツ大会で地域の皆様と交流する機
会も大切にしています。地元宮崎に根差した応援団として、お客様から 第一 に選ばれる金融機関を目
指す、それが「宮崎第一信用金庫」です。

これまでとは違った新しい信用金庫
になるために、若さや新しい考えを
もった人材が必要です。自分自身も
成長できる職場で、私たちと 新
生 宮崎第一信用金庫を作っていき
ましょう！
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農業 林業 漁業

株式会社 宮崎太陽銀行

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業
卸売業
小売業

●事業内容：銀行
●所在地：宮崎市広島2-1-31 ●創立：1941年 ●従業員数：709名
● TEL：0985-60-6335 ● MAIL：jinji@taiyobank.co.jp
● HP：https://www.taiyobank.co.jp/

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

金融業
保険業

地域に根差す「お客さまから選ばれ続ける銀行」に

不動産業
物品賃貸業

1941 年の創業以来「地域の繁栄なくして銀行の発展なく、銀行の発展なくして地域への奉仕なし」をモッ
トーに、地域経済発展のお役に立てるよう、地域の皆さまにとって「身近で親しみやすい銀行」として健
全経営に努めています。お客さま一人ひとりにマッチした最適な金融サービスのご提案を心掛けながら、
より質の高い地域密着型の金融サービスを提供しています。お客さまから選ばれ続ける銀行であるため、
より一層地域に根ざした銀行を目指します。

飲食業

わが社の POINT

教育
学習支援業

❶ テイクアウト販売会の開催

医療
福祉

コロナ禍により、多くのお店が経済的
な打撃を受けています。地元のお店を
応援する売上改善の取組として、テイ
クアウト販売会を支店駐車場で開催。
出店者、来店者双方に好評でした。

❷ 県内就職を促進するバスツアー
サービス業
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高校生の県内就職の促進を目的とした
バスツアーを実施しています。各企業
を訪問し、職場体験を通じて県内企業
への理解を深めています。毎年恒例の
イベントとして定着しています。

Message

採用担当からのメッセージ

銀行員は人と接する仕事。仕事で大
切にしていることは『お客さまとの
会話』です。お客さまとの会話を通
して要望を把握し、それに応え続け
ることが重要。
「選ばれ続ける銀行」
を目指して、一緒に働きませんか。

会 社 お客さまのお困りごとの
自 慢 解決に尽力
当行はお取引先の本業のお
手伝いに取組んでおりま
す。売り上げ向上や販路開
拓、人材確保など、お客さ
まのお困りごとの解決に尽
力してまいります。

私事にできる仕事、発見！

不動産業
物品賃貸業
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農業 林業 漁業

株式会社 マエムラ

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業
卸売業
小売業

●事業内容：住宅建築・販売、不動産の売買・賃貸借
●所在地：宮崎市堀川町195 ●創立：1975年 ●従業員数：113名
● TEL：0985-28-2232 ● MAIL：info@maemura.co.jp
● HP：http://maemura-shinchiku.jp/
仕事で役立つ資格やスキル

宅地建物取引士

金融業
保険業

お客さま第一主義で人々の暮らしに貢献

不動産業
物品賃貸業

当社は創業 45 年。戸建住宅の建築・販売と不動産の賃貸借を中心に、テナント事業やホテル事業を拡大
し成長してきました。「お客さま第一主義」を基本理念に掲げ、宮崎市をメインに延岡市・熊本市・久留米
市などの県外でも展開し、九州トップレベルのホームビルダーを目指しています。信用調査会社からの評
価も高く、歴史と信頼のある会社です。住まいのプロとしてお客さまに有用なサービスを提供します。

飲食業

わが社の POINT

教育
学習支援業

❶ 社員の９割は他業界からの入社

医療
福祉

独自のビジネスモデルが確立されてお
り、多数の社員が未経験からのスター
トで活躍しています。個人のレベルに
合わせて研修を行いますので、安心し
て働けます。

❷ 企業の原動力は従業員の行動
サービス業
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□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

社員の成果をしっかりと評価し、所得
を上げていきます。企業の成長ととも
に従業員の豊かさを実現させ、CS（顧
客満足度）＝ ES（社員満足度）であ
ると信じ、従業員の 夢 もかなえます。

Message

先輩からのメッセージ

住宅の購入は一生に一度の大きなお
買い物です。その大事な瞬間に立ち
会える仕事はなかなかないと思いま
す。無事にお引き渡しまで終わった
後で、お客さまの喜ぶ顔をふと目に
するときにやりがいを感じます。

有名
ウサギのマークの CM
CM
「脱 家賃宣言！」
のキャッチフレー
ズのもと、ウサギのマークの CM
を使って高品質で買い求めやすい価
格の建売住宅を販売しています。お
かげさまで年間 350 棟超の契約を
頂いています。

農業 林業 漁業

株式会社 宮崎南不動産（アパマンショップ）

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業

仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

卸売業
小売業

●事業内容：不動産管理・仲介・売買、建設他
●所在地：宮崎市大淀3-5-6 ●創立：1976年 ●従業員数：30名
● TEL：0985-52-0622 ● MAIL：jinji@52-0622.com
● HP：http://www.52-0622.jp/

宅地建物取引士、賃貸経営管理士、建築士（2級）、FP 技能士など
金融業
保険業

「それ、やってみよう！」が飛び交う職場

❷ 変化と進化を求める社風

会社
様々な経歴のスタッフ
自慢
サービス業

働きやすい環境を作るために営業時間
を変更し、それに伴って勤務時間の変
更を行いました。もちろん残業時間の
減少にも繋がり、プライベートタイム
が増加したと社員からも好評です。

業界未経験で途中入社、不安でいっ
ぱいでしたが、今は充実した日々を
過ごしています。お客様にご来店い
ただけるよう工夫を凝らし、接客し
たお客様から『ありがとう！』など
と感謝されることがやりがいです。

医療
福祉

部署はバラバラですが、20 代から 70
代までの社員が働いています。分から
ないことが有れば誰かが必ず手を差し
伸べてくれる社風ですので、安心して
仕事をすることができます。

先輩からのメッセージ

教育
学習支援業

❶ アットホームな社風

Message

飲食業

わが社の POINT

不動産業
物品賃貸業

当社は アットホームな会社 。アイディアや意見、困りごと等があるとすぐにみんなで話しあいます。会
社のお盆休みや GW 休み期間を社員の多数決で決めたり、仕事時の服装を自由にすることも社員の発案で
実行。さらに「宮崎市移住アンバサダー」として県外から宮崎市へ移住希望の方のお手伝いをしたり、サッ
カー テゲバジャーロ宮崎のスポンサーになったり…と地域密着の会社でもあります。仕事は楽しく真剣に。
それが宮崎南不動産です。

銀行、大手メーカー、都市ガス
会社…など、様々な経歴を持つ
人財が揃っています。不動産業
だけでなく幅広い知識を得るこ
とができるので、自分自身のス
キルアップにも繋がります。
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宮崎への UIJ ターン希望者向け求人サイト

ふるさと宮崎人材バンク
宮崎へのUIJターン希望者と人材を募集している企業をつなぐマッチングサイト
です。アカウント登録をすることにより、求人情報を探すことはもちろん、企業
からスカウトを受ける可能性も広がります。
https://www.back-to-miyazaki.jp/

登録は簡単！ まずはサイトをチェック
トップページの「アカウント登録」からご登録ください。宮崎へのUIJターンへ向けて、新し
い一歩を踏み出しましょう。※登録は県外在住の方のみ可能です。

「ふるさと宮崎人材バンク」のマッチングの流れ
1

2

3

4

5

アカウント登録

求人を探す
職種・勤務地・キー
ワードなどで検索で
きます。

企業へ応募／
企業からスカウト

紹介状の発行／
面接等の実施

就職決定

登録すると、
「人材一
覧」に掲載されます。

求人に申し込むことは
もちろん、あなたに興
味を持った企業から応
募依頼が届くことも！

あなたと企業の意思を
確認した上で、
「ふるさ
と宮崎人材バンク」が
紹介状を発行します。

※経 歴などは登録され
ますが、企業側には
求職者の個人情報は
表示されません。

スマートフォン向けアプリもリリース
スマホで手軽に求人情報を検索できるアプリ版もご用意
しています。ぜひ、ご活用ください。

相 談 窓 口

宮崎ひなた暮らし UIJ ターンセンター
宮崎本部

宮崎市錦町1-10 KITEN3階
みやざきJOB パーク＋内

東京支部

東京都千代田区有楽町2-10-1
東京交通会館8階 ふるさと回帰支援センター内

大阪支部

大阪市北区梅田1-3-1-900
大阪駅前第1ビル9階

福岡支部

福岡市中央区天神2-12-1
天神ビル8階

TEL. 0985-27-3685

TEL. 03-6273-4200

受付時間：9:00～18:00
（土日・祝日を除く）

受付時間：10:00～18:00
（月・祝日を除く）

（土日・祝日を除く）
TEL. 06-6348-3835 受付時間：9:00～17:00

TEL. 092-724-6234
190

受付時間：9:00～17:00
（土日・祝日を除く）

私事にできる仕事、発見！

飲食業
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農業 林業 漁業

虎コーポレーション 株式会社

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業
卸売業
小売業

●事業内容：回転寿司
●所在地：都城市高木町7195-1 ●創立：1953年 ●従業員数：250名
● TEL：0986-46-7285 ● MAIL：hiroko@tora-corp.com
● HP：http://tora-corp.com/

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

金融業
保険業

本格的な寿司とおもてなし、そしてひとときをお客様に

不動産業
物品賃貸業

宮崎県串間市で寿司店として開業し、創業から 67 年。宮崎・鹿児島・熊本に回転寿司寿司虎を６店舗、
寿司和食店を１店舗展開しています。平成 20 年には海外１号店をカナダ・バンクーバーに開店してから、
海外店舗は６店舗展開。創業時から守る人肌のしゃりと新鮮なネタを使い、本格的な寿司をリーズナブル
に提供。職人とのカウンター越しの会話や真心のサービスをお客さまに楽しんでもらい、従業員も生き生
きとした時間を過ごせるお店づくりを目指しています。

飲食業

わが社の POINT

教育
学習支援業

❶ 研修が充実！

医療
福祉

新入社員はメンター制を導入し、先輩
社員が相談役になります。各種キャリ
アステップに合わせての正社員研修や、
基礎能力を学ぶ猛虎塾などさまざまな
機会を通して成長を支援しています。

❷ 決起大会や球技大会
サービス業
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年２回スタッフが一同に集まります。決
起大会は、今後の方向性の共有、優秀社
員や店舗の表彰で１年の労をねぎらいま
す。球技大会は、店舗対抗ミニバレーボー
ルや BBQ で１日楽しみます。

Message

先輩からのメッセージ

教育制度がしっかりしているので技術
を学びながら仕事しています。スタッ
フ同士の掛け合いや活気を通してお客
さまに喜んでもらえるのが自分に合っ
ていますし、前向きにチャレンジでき
る環境を楽しんでいます！

看板
炙りサーモントロ
商品
お客さまから驚異的な支持を受けて
いる寿司虎の「炙りサーモントロ」
。
サーモントロの脂の焼けた香ばしさ
と塩としゃりの相性は寿司虎にしか
ない絶妙な味わいです。

農業 林業 漁業

株式会社 ハンク・ディーシー

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業

●従業員数：85名

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

金融業
保険業

価値創造で感動共有。ワクワクできる食の世界を創る

会 社 令和 2 年度
自 慢 宮崎県未来成長企業
サービス業

「仕事」とは能力ではなく、考え方や姿
勢によって形作られていくという方針
から、人間性や可能性を重視したい。
「素
直さ」「思いやり」「向上心」を持とう
とする「前向きな人」と働きたいです。

誰かの人生に彩りを与える仕事がし
たい方、当社をお勧めします。入社
したては、失敗も多いと思います。
でも、それが成長させてくれます。
未経験の方も大歓迎です。とりあえ
ず一緒に挑戦してみましょう！

医療
福祉

❷ 人間性や可能性を重視して採用

採用担当からのメッセージ

教育
学習支援業

しっかり稼ぎながら働くフルタイム社
員、子育てしながら無理なく安定して
働くショートタイム社員、希望のシフ
トで自由に働くパートタイム社員。自
分に合った働き方を見つけられます。

飲食業

❶ ３つの働き方から選べる

Message

不動産業
物品賃貸業

お客さまが喜ぶ姿を想像し、自分たちで新たな価値を創っていくことに仕事の楽しさがあると考えます。
そして、自分たちがワクワクできる「食」の世界なら、きっとその仕事に誇りを持てると思います。当社は、
将来的には「農業、製造業、飲食業」を自社で一貫して行う六次産業化を進め、生産者とお客さまの笑顔
をつなぎたいと考えています。
あなた自身が主人公となってワクワクできる仕事を創りませんか？

わが社の POINT

卸売業
小売業

●事業内容：飲食業
●所在地：宮崎市大塚町原ノ前1618番地 ●創立：2007年
● TEL：0985-53-7375 ● MAIL：info@heikenosato.jp
● HP：https://hunkdc-saiyo.com

宮崎牛ステーキと炭焼霜降りハン
バーグの専門店「平家の郷」で創業
してから 38 年経ち、
「令和２年度
宮崎県未来成長企業」に選定されま
した。伝統を磨きつつ、新たな価値
の創造へ積極的に挑戦しています。
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農業 林業 漁業

株式会社 マスコ

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業
卸売業
小売業

●事業内容：飲食店の運営、食品の製造販売
●所在地：宮崎市大字赤江字飛江田1253-1 ●創立：1987年
●従業員数：500名 ● TEL：0985-54-1118
● MAIL：fujimoto@masuko-net.com ● HP：http://masuko-net.com/
仕事で役立つ資格やスキル

接客・調理・基本的な PC 操作・スマートフォンのアプリ操作（決済アプリの知識・経験）

金融業
保険業

「気持ちよい挨拶、丁寧な言葉遣い、常に笑顔」を指針に明るく楽しく働いています

不動産業
物品賃貸業

弊社は「食」を通してお客様に幸せをお届けする事業を、30 年以上行っています。県内を中心に 12 業態
32 店舗の飲食店をはじめ、全国を対象にチルドドレッシングや、店舗で人気がある商品の冷凍食品化など、
特色ある食品の製造販売も手掛けています。「活気・元気・親切・美味しいが私たちの原点です。本日もお
客様を幸せにしましょう！」を現在のスローガンに掲げ、勤務開始時に元気よく発声し、毎日気持ちを新
たにしています。

飲食業

わが社の POINT

教育
学習支援業

❶ 30 年以上続く飲食事業

医療
福祉

「お客様に強く必要とされる存在にな
る」という考えの下、
「美味しさ」を追
求。ニーズ（変化）を捉え、
既存の資産・
ノウハウを活用し、スピード感ある対
応をしてきたことが今につながります。

❷ 風通しの良い社内風土
サービス業
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□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

社員と経営陣の距離が近く、本社に来
た社員と経営陣が気軽に言葉を交わす
など、風通しの良い環境です。社員の
誕生日には商品券付きメッセージカー
ドが届くなどの親身な対応も…。

Message

先輩からのメッセージ

現在、とんかつらくい宮崎駅前店で
主にキッチンを任されています。早
く料理を仕上げるのは難しいですが、
お客様の「美味しかった！」が疲れ
を吹き飛ばします。定期研修では、
スキルだけでなく人間力もアップし
ているように感じています。

看 板 マスコと言えば
商 品 「やきとり恵屋」
活気ある雰囲気の店内、心を込めた
おもてなし、やきとりに代表される
美味しい商品の数々…。県内の皆様
に長らく親しまれている居酒屋「恵
屋」
。お客様に楽しんでいただくお
店作りの原点がここにあります！

農業 林業 漁業

株式会社 桝元

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業

仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

卸売業
小売業

●事業内容：辛麺の提供、レトルト商品販売
●所在地：延岡市古城町４丁目53番地 ●創立：2001年 ●従業員数：294名
● TEL：0982-31-4840 ● MAIL：oﬃce@karamenya-masumoto.com
● HP：https://www.karamenya-masumoto.com/
調理師免許など調理に関する資格

金融業
保険業

宮崎の「食」を発信する企業として全国展開を視野に

❷ 宮崎県の食材を積極的に活用

看板
辛麺、チキン南蛮
商品
サービス業

宮崎の食品産業を支えるために、宮崎
県産の食材を積極的に取り入れるとと
もに、フランチャイズ店においては宮
崎県内企業からしか商品の仕入れがで
きない仕組みを作っています。

私は入社１年目で接客を担当してい
ます。お客様に笑顔になっていただ
くことを心掛け、日々の業務に取り
組んでいます。
「美味しかった」
「ま
た来るね」という言葉をいただけた
ときは本当にうれしくなります。

医療
福祉

弊社は、飲食店としては珍しく２交代
制（昼の部・夜の部）でシフトを組み、
一日８時間勤務となっています。また、
有給休暇や男性の育児休業などの取得
も積極的に推進しています。

先輩からのメッセージ

教育
学習支援業

❶ 働きやすい勤務体制

Message

飲食業

わが社の POINT

不動産業
物品賃貸業

弊社は、「辛麺」という商品を通してお客様に笑顔と食べる幸せを提供しています。こうした日々の仕事を
通してスタッフ一人ひとりが人として成長し、魅力溢れる人材になることで地域社会に貢献したいと考え
ています。現在、弊社では新たなチャレンジとして全国展開を推進中。これまでは宮崎県を中心に直営店
やフランチャイズ店を展開していましたが、宮崎の「食」を発信する企業としてさらに広い市場を見据え、
店舗拡大に取り組んでいます。

弊社の代名詞といえる辛麺に加
えて、新規事業としてチキン南
蛮の専門店を立ち上げました。
この２つの宮崎のソウルフード
を全国に発信すべく新たな店舗
を展開しています。
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学生向けインターンシップ情報サイト

みやざきインターンシップ NAVI
インターンシップをご希望の学生の皆さん
と宮崎県内の企業をつなぐ、宮崎に特化し
た唯一のマッチングサイトです。インター
ンシップを通して、会社説明会などでは知
りえない、成長・学びの機会を得ることが
できます。ぜひ、ご活用ください
https://internship.pref.miyazaki.lg.jp/

「みやざきインターンシップ NAVI」のオススメポイント
Point

Point

Point

県内のさまざまな業種の企
業のインターンシップ情報
を多数掲載

インターンシップや1Day
仕事体験に興味ある方なら
誰でも参加が可能

インターンシップや企業に
詳しい専門のコーディネー
ターがサポート

1

2

3

「みやざきインターンシップ NAVI」参加の流れ

❶登録

新規会員登録画面から
ユーザー登録

❹回答

受入企業が受入の
「可否」を回答
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❷ 探す

職種・地域・期間・
フリーワード等で検索

❺実施

インターンシップ・
１day 仕事体験に参加

❸エントリー

参加してみたい
受入企業へエントリー

❻アンケート

最終日に
アンケートを提出

私事にできる仕事、発見！

教育
学 習支 援 業
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農業 林業 漁業

学校法人 宮崎総合学院

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業
卸売業
小売業

●事業内容：専修学校
●所在地：宮崎市別府町4-19 ●創立：1986年 ●従業員数：247名
● TEL：0985-22-0658 ● MAIL：msghonbu@msg.ac.jp
● HP：https://www.msg.ac.jp
仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

情報・商業実務・公務員・医療・福祉・ペット・美容に関わる資格・各種教諭免許状
（あれば尚可）

金融業
保険業

実社会の即戦力となる人材を育成する

不動産業
物品賃貸業

令和３年３月で 35 周年を迎える宮崎総合学院は、県内に、ビジネス、医療・福祉、美容・ペットについ
て学ぶ６校の専門学校を運営しています。これまでに各種資格を取得した約 7,000 名の卒業生を輩出。ま
た外国人留学生の受け入れにも積極的で、日本語の習得や資格取得を目指す約 300 名の外国人留学生が
学んでいます。さらに令和２年４月には、宮崎駅前にクラーク記念国際高等学校連携校宮崎キャンパスが
入る NM ビルが完成しました。

飲食業

わが社の POINT

教育
学習支援業

❶ 常に最先端の授業のために

医療
福祉

企業と連携した組織的・計画的な研修
機会を確保。また、ICT を取り入れた
授業や遠隔授業、ICT 活用スキルに重
点を置いたカリキュラム開発など、法
人全体の ICT 化に取り組んでいます。

❷ 仕事と生活の両立を応援
サービス業
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本法人は、「仕事と生活の両立応援宣
言企業」として宮崎県に登録されてい
ます。また管理職（課長職以上）に占
める女性の割合も 21％と高いのが特
徴の、働き甲斐のある職場です。

Message

先輩からのメッセージ

学校法人宮崎総合学院は、幅広い分
野で資格取得を目的とした専門学校
であり、多種多様な資格を有する職
員が勤務しています。専門的資格取
得を目指す学生を支援する「やりが
い・達成感」のある仕事です。

会 社 最先端の資格取得を
自 慢 応援！
各協会・企業と連携し、県内
初のｅスポーツ専用スタジ
ア ム で あ る「MSG eSports
Stadium」 や「MSG ド ロ ー
ンスクール」を開設。最先端
の資格取得を支援しています。

私事にできる仕事、発見！

医療 福祉
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農業 林業 漁業

株式会社 エス・ツー

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業
卸売業
小売業

●事業内容：サービス付き高齢者住宅、訪問介護
●所在地：延岡市別府町409 ●創立：2013年 ●従業員数：30名
● TEL：0982-29-2736 ● MAIL：shiorinosyo-byu@vesta.ocn.ne.jp
● HP：https://shiorinosho.com
仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

初任者研修・実務者研修・介護福祉士など

金融業
保険業

おもてなしの心をこめた介護を

不動産業
物品賃貸業

介護業務全般の仕事の中で私たちが大切にしていることは「接遇」です。介護は「汚い」
「忙しい」
「低賃金」
など悪いイメージが先行している職業のひとつですが、私たちの施設は、木造の「旅館」を思わせる外観
や内装、和風旅館に来たような「言葉遣い」などにこだわりを持っています。もちろん仕事なのでキツイ
時や忙しい時もありますが、それを乗り越えた先にある「やりがい」を喜びに、おもてなしの心をこめた
温かい介護を心がけています。

飲食業

わが社の POINT

教育
学習支援業

❶ あたたかく、質の高いケア

医療
福祉

まずは「接遇」を意識した介護です。
旅館でのおもてなしのようなあたたか
な言葉遣いはもちろん、生活全般にお
いてより質の高いケアを提供できるよ
う、社員一同で取り組んでいます。

❷ 食事の時間が楽しみになる料理
サービス業
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食事は生活の中でも大きな楽しみの一
つ。私たちの施設の料理は、味はもち
ろん盛り付けや器など見た目でも食事
を楽しんで頂けるよう心がけており、
お客様から好評をいただいています。

Message

採用担当からのメッセージ

求めるものは「優しさ」と「自分
らしさ」。職員の年齢は幅広く、介
護 未 経 験 か ら 始 め る 人、 若 い 人、
女性もたくさんいます。ライフス
タイルにあわせて働き方を変えな
がらキャリアアップもできる職場
です。

会社
温かい介護を支えるのは「IT」
自慢
人のぬくもりを感じる「おもてな
しの介護」を支えるためには、ハー
ド面の強化が欠かせません。Wi-Fi
設置や ICT 機器、タブレットの活
用など、施設内は IT 化が進んでい
ます。

農業 林業 漁業

社会福祉法人 えびの明友会

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業

仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

卸売業
小売業

●事業内容：介護
●所在地：えびの市大字原田1403-27 ●創立：1982年 ●従業員数：180名
● TEL：0984-27-4165 ● MAIL：soumu@ebino-meiyukai.or.jp
● HP：https://ebino-meiyukai.or.jp/
介護福祉士・看護師・准看護師・理学療法士・作業療法士

金融業
保険業

職員の心身の充実が仕事への充実に

❷「仕事と生活の両立応援宣言」企業

会社
ICT の活用で職員の負担軽減
自慢
サービス業

仕事と生活の両立のため、次のような
取り組みを実施。◎母性健康管理制度
◎育児・介護短時間勤務制度 ◎看護休
暇制度 ◎介護休業制度 ◎育児休業制度
◎育児休業者職場復帰支援プログラム

高校卒業後入社してもうすぐ２年。
介護福祉士として利用者様の生活を
よりよくするため、日々努力をして
います。毎日の利用者様との関わり
が自分のスキルアップにも繋がると
考えながら楽しく働いています。

医療
福祉

◎新人教育専属担当者制度 ◎職員面
談 ◎希望休による勤務調整 ◎ストレス
チェック ◎リフレッシュ・バースデイ休
暇制度 ◎時間単位の有給休暇 ◎キャリ
アパス制度 ◎心の健康づくり推進計画

先輩からのメッセージ

教育
学習支援業

❶ 働き方改革のための各種制度が充実

Message

飲食業

わが社の POINT

不動産業
物品賃貸業

社会福祉法人えびの明友会は、医療法人相愛会桑原記念病院を母体とした 3 法人 13 施設を運営する相愛
グループの 1 法人です。医療・介護・福祉の各施設と密に情報交換を行い、利用者様やご家族からのニー
ズを汲み取りながら、より良いサービスの提供を目指しています。また「職員の心身の充実が仕事の充実
に繋がる」という考えのもと、働きやすい職場作りにも力を入れており、今までの介護福祉現場のイメー
ジを変える取り組みを行っています。

特別養護老人ホームやグループホー
ム等４施設の運営に、ICT を積極的
に取り入れています。タブレットに
よる情報入力、見守りセンサーの導
入等、職員の負担軽減につながって
います。
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農業 林業 漁業

有限会社 介護とリハビリ研究所

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業
卸売業
小売業

●事業内容：デイサービス・訪問・短期入所
●所在地：宮崎市江南3-230
●創立：2004年 ●従業員数：16名
● TEL：0985-77-9988
仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

ITスキル・接客スキル・介護福祉士・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・精神保健福祉士・社会福祉士など

金融業
保険業

子どもから高齢者まで幅広い福祉の仕事に関わる

不動産業
物品賃貸業

子どもから大人、高齢者まで、幅広い年齢の支援を行う福祉事業所です。児童の放課後デイサービスをは
じめ、子どもと成人のデイサービス、成人から高齢者の居宅介護と同行援護・短期入所の事業を行う総合
福祉サービスを行っています。放課後デイサービスでは、IT スキルを身につけられる E-learning システ
ムを採用し、児童は毎日自分の学びにふさわしい課題に取り組めます。訪問系サービスでは、毎年研修を
強化したプロフェッショナルサービスを提供します。

飲食業

わが社の POINT

教育
学習支援業

❶ 高齢者まで働きやすい職場づくり

医療
福祉

弊社では 80 代まで働ける職場を目指
し、社内システムの向上に努めていま
す。定年延長や給与を維持しながら、
生産性を向上するため事業を毎年厳密
に検討し、黒字経営を継続しています。

❷ 児童を育てる生きがいのある職場
サービス業
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子どもは未来そのもの。支援が必要な子
どもも良いところをたくさん持っていま
す。どの子どもも自信を持って生き方を
決めてほしい。未来の担い手を優しく支
える資質ある社員が多く働いています。

Message

先輩からのメッセージ

放課後等デイサービスの心理指導
員 と PC、 ア ー ト 系 活 動 を 担 当 し
ています。児童に年齢の近い社員
を増やすべく、環境整備に注力し
ています。児童と対応する時間は
3 時間程度。準備もじっくりでき
るのが良いです。

会社
優しく明るい個性的な社員
自慢
普通自動車第二種免許保持者や看護
師、介護福祉士、ヘルパー 2 級、作
業療法士（医科学大学院卒）鍼灸師、
美術パソコンスキル指導者、社会生
活技能指導者、保育士、食品衛生管
理者など多彩な資格を持ちます。

農業 林業 漁業

医療法人 建悠会 吉田病院

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業

仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

卸売業
小売業

●事業内容：精神科病院
●所在地：延岡市松原町4-8850 ●創立：1959年 ●従業員数：269名
● TEL：0982-37-0126 ● MAIL：kenyukai@sunny.ocn.ne.jp
● HP：http://yoshidahospital.or.jp/

看護師・精神保健福祉士・介護福祉士等（資格なしでも可。働きながら看護師資格取得も可。）
金融業
保険業

認知症について専門性の高い医療を実践

❷ 働きながら資格取得・キャリアアップ

会社
認知症疾患医療センター
自慢
サービス業

高校新卒者や病院スタッフも、働きな
がら看護師免許を取得できるので、さ
らなるキャリアアップを目指せます。
令和 2 年には正看護師７名、准看護師
７名が働きながら資格を取得しました。

高校卒業直後の就職で不安な中、先
輩方の優しいアドバイスが心強かっ
たです。通常の仕事をしながら、吉
田病院野球部の活動と看護学校の両
立は大変でしたが、多くの方の支え
で看護師免許を取得できました。

医療
福祉

◎平均残業時間 0.6 時間 / 月
◎有給取得率 74% ◎育児休業率 100%
日勤、夜勤ともほぼ定時で帰宅できる
ほか、有休取得率や育児休業率も高く、
家庭と仕事を両方大切にできます。

先輩からのメッセージ

教育
学習支援業

❶ 仕事もプライベートも充実！

Message

飲食業

わが社の POINT

不動産業
物品賃貸業

1959 年（昭和 34 年）開院、ベッド数 307 床の精神科病院です。「入院から地域へ」と退院支援・地域
移行を推進し、関連施設として宿泊型自立訓練施設「はまぼう荘」・グループホーム「はまなす」・地域活
動支援センター「みなと」を開設しています。近年は高齢者医療に重点を置いており、2017 年には県の
認知症疾患医療センター指定を受けました。患者様が地域で健康に暮らせるよう、医師を始め全職員での
チーム医療を実践しています。

認知症の人やその家族が安心して生
活するために必要な医療提供の機能
体制構築をはかります。精神保健福
祉士 (PSW) が窓口となり、助言や
受診調整、地域への啓発活動等を行
います。
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農業 林業 漁業

社会福祉法人 興愛会 障害者支援施設あさひの里

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業
卸売業
小売業

●事業内容：障害福祉
●所在地：西諸県郡高原町大字広原3845-18 ●創立：1992年 ●従業員数：54名
● TEL：0984-42-0200 ● MAIL：asahinosato@sunny.ocn.ne.jp
● HP：http://www.asahinosato.net/
仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

初任者研修 (ヘルパー2級 )・社会福祉主事・介護福祉士・社会福祉士・保育士・サービス管理責任者

金融業
保険業

利用者やご家族を支える奉仕と思いやりの心

不動産業
物品賃貸業

あさひの里は、障害者支援施設と介護施設です。養護老人ホームや認知症型グループホーム、デイサービス、
児童発達支援センター、相談支援事業、地域療養事業を運営しています。職員が自覚と責任を持ち、知識
と経験を積み重ねながら安心して仕事に取り組めるよう、能力開発や必要な知識の習得、人材育成サポー
トにも積極的に取り組んでいます。また、より質の高い支援を提供できるよう、地域に親しまれ信頼され
る施設運営を心掛けています。

飲食業

わが社の POINT

教育
学習支援業

❶ 初心者 OK。入社後の資格取得も可能

医療
福祉

常に施設利用者の立場に立った支援を
考えられるように、専門性を高める研
修に参加するなど職員の資質向上に努
めています。研修も充実していますの
で支援初心者でも安心して働けます。

❷ 地域に溶け込み、親しまれる施設づくり
サービス業
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体育祭、盆踊り大会、あさひ祭りの三
大行事等は企画から進行まで職員がア
イディアを出しあい実行します。また
地域貢献活動や職員レクリエーション
も充実。やりがいのある職場です。

Message

先輩からのメッセージ

入 社 8 年 目。 生 活 支 援 員 と し て、
利用者さんの作業や食事、入浴の
介助などをする日々の関わりの中
にたくさんの学びがあり、毎日が
新鮮です。また、施設での祭りや
旅行等もあって、楽しく過ごせる
職場です。

看板
広く愛される手作りの味
商品
就労継続支援Ｂ型で作る、国産大
豆 と Ｅ Ｍ 米 を 使 っ た 手 造 り み そ、
あさひの里で栽培している柚子と
唐辛子を使った柚子こしょうなど
は、高原町のふるさと納税返礼品
にもなっています。

農業 林業 漁業

医療法人 誠和会 和田病院

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業

仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

卸売業
小売業

●事業内容：外来、入院診療
●所在地：日向市向江町1丁目196-1 ●創立：1952年 ●従業員数：235名
● TEL：0982-52-0011 ● MAIL：m-kuroki@fc.wada-hosp.or.jp
● HP：http://wada-hosp.or.jp

医療・看護・介護に関する資格、システムエンジニア・安全衛生管理者・商業簿記2級以上など
金融業
保険業

個人の尊厳と人間愛に基づく医療を目指して

Message

❶ やりがいを持って働ける職場づくり

当院は救急から在宅支援まで対応
するケアミックス型で、併設の老
人保健施設も含め患者様や地域に
寄り添った医療を実感できる施設
です。勤務環境の改善にも力を入
れ、働きやすい環境作りに取り組
んでいます。

名物
医事課主任 三村隆之
社員
サービス業

育児休暇明けの職員が安心して子育て
ができるよう、院内託児所を開設して
います。親の介護や児の看護のため、
職員が気兼ねなく休暇が取れるように
積極的に休暇取得を推進しています。

医療
福祉

❷ 令和元年度有給休暇取得率が全体で 77.4%

先輩からのメッセージ

教育
学習支援業

全職員対象の「医療職の勤務環境改善
マネジメント推進事業」では、併設施
設の職員を含む全職種から選抜した
15 名を３つのグループに分け、各部
署の課題解決に向け取り組んでいます。

飲食業

わが社の POINT

不動産業
物品賃貸業

24 時間体制の医療を提供し、災害拠点病院として、大規模災害が起きたときの患者さんの受け入れや災
害現場への医療チームの派遣など、地域住民の命を守ることを使命としています。さらに一次脳卒中セン
ターの指定も受けており、24 時間 365 日脳卒中患者を受け入れ、急性期脳卒中診療担当医師が、患者搬
入後可及的速やかに診療を開始できるほか、併設施設に介護老人保健施設メディケア盛年館・和田病院指
定居宅介護支援事業所もあります。

サ ー フ ィ ン の 魅 力 に 取 り つ か れ、
他県から当法人に入職。地域社会
活動にも積極的に参加し日向市の
活性化を真剣に考えています。仕
事にもやりがいを持って取り組む、
若手職員の柱です。
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農業 林業 漁業

社会福祉法人 ときわ会

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業
卸売業
小売業

●事業内容：介護福祉、障がい福祉、保育、温泉
●所在地：小林市堤4380 ●創立：1974年 ●従業員数：269名
● TEL：0984-23-1478 ● MAIL：saiyou@tokiwa-kai.sakura.ne.jp
● HP：http://www.tokiwa-kai.or.jp
仕事で役立つ資格やスキル

医師・社会福祉士・介護福祉士・社会福祉主事・看護師・管理栄養士・栄養士・理学療法士など

金融業
保険業

多世代ごちゃまぜの福祉事業・地域づくりを行う

不動産業
物品賃貸業

「すべての利用者によろこびを、すべての家族にあんしんを、地域社会との豊かな絆をつくる」の理念の下、
子どもから高齢者まで同じ敷地で一緒に暮らす福祉事業・地域づくりを行っています。業界変革期の中で、
他法人に先駆けて医科学的根拠に基づいたケア・アプローチや ICT 活用に力を入れ、天然温泉・温室・農
園などの自然を利用した生活リハや子どもの発達支援に取り組んでいます。自分が当事者になっても安心
して託せる施設を目指しています。

飲食業

わが社の POINT

教育
学習支援業

❶ 子ども～高齢者の福祉が体験できる

医療
福祉

同一敷地で、保育・児童発達支援・介
護までを一体的に行っているため、さ
まざまな福祉分野で働くことができま
す。年齢や体力・ライフステージに応
じたキャリアアップが可能です。

❷ 農福連携、幅広いアプローチを実践
サービス業
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□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

収穫・加工・販売を通して、機能維持・
社会復帰を促すアプローチや、科学的
な睡眠分析アプローチ、学会と連携し
た「認知症見立て塾」など、さまざま
なアプローチを勉強できます。

Message

先輩からのメッセージ

入職 2 年目、介護は難しいと感じ
るなかでも、できることが増える
とうれしいです。利用者に助けら
れ、教えて頂くこともたくさんあ
ります。これからも日々成長する
ように笑顔で利用者と関わってい
きます。

会社
温泉・果樹園・ハーブ園
自慢
質の高い睡眠や美肌効果の高い「美
人の湯」
。バナナやパパイヤ、パイ
ナップル、ローズマリーと四季を通
じて収穫できる果樹園・ハーブ園。
敷地内に毎日が面白くなる仕掛けが
いっぱいです。

農業 林業 漁業

医療法人博生会 介護老人保健施設エクセルライフ

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業

仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

卸売業
小売業

●事業内容：介護老人保健施設
●所在地：延岡市大貫町1-2850-1 ●創立：1997年 ●従業員数：76名
● TEL：0982-32-1550 ● MAIL：hakusei@ma.wainet.ne.jp
● HP：http://www.excel-life.jp

看護師・介護福祉士・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・栄養士・介護支援専門員、社会福祉士など
金融業
保険業

自立した日常生活ができるよう良質なサービスを提供

❷ 女性にやさしい職場

会社
施設基準以上の広い居室
自慢
サービス業

女性の働き方にできる限り配慮していま
す。産休・育休取得率は 100％！復帰
率もほぼ 100％！子育て中の職員にも
気を配り、職員相互の助け合いのもと安
心して働けるよう努めています。

入職５年。経験も資格も無い状態
での入職でしたが、先輩方に指導
を受け、少しは成長しました。介
護福祉士も取得。楽な仕事ではあ
りませんが、自分が必要とされて
いることを感じられる仕事だと思
います。

医療
福祉

介護福祉士・介護支援専門員の資格限
定ですが、資格未取得者に対し補助制
度を設定。毎年、事業所別に研修費の
予算を割り振りしており、希望する研
修へ参加できるようにしています。

先輩からのメッセージ

教育
学習支援業

❶ 資格取得・研修の充実

Message

飲食業

わが社の POINT

不動産業
物品賃貸業

エクセルライフは、宮崎県の延岡市に位置し、創業から 23 年を迎える介護老人保健施設です。介護を必
要とする方が安心して生活できるよう、居宅介護支援・訪問看護・通所リハビリ・地域密着型通所介護の
各事業所を併設しています。「利用者から『安心』・家族から『信頼』・地域から『期待』」を理念に掲げ、
職員一同日々奮闘しています。経験者はもちろん異業種から転職し、一人前の介護職員として働いている
職員など幅広い人財（人材）が在籍しています。

当施設は、施設基準以上の居室面積
を有し、廊下の幅もゆったりとした
造り。玄関に入ると吹き抜けの開放
感溢れる空間がお出迎え。広々とし
た食堂で、食事も楽しんでいただい
ています。
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農業 林業 漁業

株式会社 ふれあいケアセンター

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業
卸売業
小売業

●事業内容：居宅介護、訪問介護・看護、通所介護
●所在地：宮崎市島之内9706-4 ●創立：2003年 ●従業員数：33名
● TEL：0985-30-2588 ● MAIL：info-fureai@tcm-mht.co.jp
● HP：http://tcm-mht.co.jp
仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

介護初任者・実務者研修、介護福祉士、介護支援専門員、准看護師、正看護師

金融業
保険業

関わるすべての人に笑顔が広がる介護を目指して

不動産業
物品賃貸業

弊社は、
“利用者さまの安楽を願い、家族へ、そして地域へ笑顔を繋げる”を理念として掲げ、介護事業を行っ
ています。宮崎市内で住宅型有料老人ホームと高齢者向け賃貸マンションを運営しており、それぞれの施
設が多様な人たちが暮らす一つのコミュニティーとなっています。私たちが常に意識しているのは、一人
ひとりを敬いながら接し、お世話をすること。良い意味での“ゆるい雰囲気”を大切に、関わるすべての
人に笑顔が広がる介護を目指しています。

飲食業

わが社の POINT

教育
学習支援業

❶ アットホームな働きやすい職場
上長を含め職員同士仲が良いので、無
駄な緊張感やストレスを感じることな
く働ける職場です。利用者さまへの心
の通ったお世話に集中できます。

Message

先輩からのメッセージ

早いもので、
入社９年が経ちました。
利用者さまと冗談を交わしながら、
毎日楽しく仕事をしています。私の
一番の元気の素は、利用者さまの笑
顔。どうやって笑わそうか、それば
かり考えています。

医療
福祉

❷ さまざまな人たちと触れ合える仕事
サービス業
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人員配置にゆとりがあるので、個々
にきめ細かな対応が可能です。利用
者さまとそのご家族、幅広い世代の
職員たちと触れ合うことで人として
成長できます。

会社
緑が広がる閑静な環境
自慢
弊社の施設は、宮崎市の郊外に立地
し、近くには宮崎大学の農場なども
あります。
緑が広がる静かな環境で、
施設内にもグリーンを多く取り入れ
ています。

農業 林業 漁業

社会福祉法人 報謝会

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業

仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

卸売業
小売業

●事業内容：高齢者介護施設 ●所在地：西諸県郡高原町大字蒲牟田7348-2
●創立：1993年 ●従業員数：580名
● TEL：0984-42-5001 ● MAIL：jinji@hoshakai.com
● HP：http://hoshakai.com/

介護福祉士・初任者研修・看護師・准看護師・管理栄養士・栄養士
金融業
保険業

職員が健康で楽しく仕事をする！がモットー

❷ 先輩職員がマンツーマンで指導する

会社
健康宣言優良事業所「金」の認定
自慢
サービス業

新入職員には、先輩職員がマンツーマ
ンで指導するブラザーシスター制度を
導入。入社後はキャリアパス制度で、
定期的に上司と個別面談を行い目標と
結果に基づいた評価を行っています。

2020年4月入社の介護職の黒木です。
当社の良い所は、ブラザーシスター制
度の存在です。介護未経験で入社し、
不安なことばかりでしたが、この制度
における先輩たちのサポートのおかげ
で、今では毎日楽しく介護を勉強させ
てもらっています。

医療
福祉

初任者研修の養成校を運営し、無資格でも
働きながら資格取得が可能。初任者研修や、
実務者研修の資格取得には奨学金制度があ
り、経済的にも安心です。社会人教育から
介護研修までしっかり教育します。

先輩からのメッセージ

教育
学習支援業

❶ 働きながら資格取得ができる

Message

飲食業

わが社の POINT

不動産業
物品賃貸業

（福）報謝会は「ミューズ」の愛称で、宮崎県内に 18 施設を運営。特別養護老人ホーム・ショートステイ・
デイサービス・訪問介護・グループホーム・居宅介護支援の事業を展開。介護職はもちろん、総務部・人
事部・厨房食材部・法務コンプライアンス部（内部監査部）など最前線をサポートする部署もあります。
現在 580 名の職員ひとりひとりがそれぞれの長所を生かして自分にあった働き方をしています。そして
何よりチームワークを大事にしています。

「抱え上げない、引きずらない、持
ち上げない」を基本としたノーリフ
トケア介護に着目し、職員の腰痛予
防に取り組んでいます。職業性腰痛
ゼロに向けた職場づくりを目指して
います。
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農業 林業 漁業

社会福祉法人 豊の里（豊栄グループ）

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業
卸売業
小売業

●事業内容：高齢者福祉、医療、教育、食料事業等
●所在地：都城市栄町22-5-1 ●創立：1979年 ●従業員数：393人
● TEL：0986-24-1423 ● MAIL：jinji-saiyou@houei-group.or.jp
● HP：http://www.houei-group.or.jp/
仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

介護関係各種、社会福祉士、社会福祉主事、英語スキル等

金融業
保険業

仕事も、生活も、家族も大切に

不動産業
物品賃貸業

豊栄グループは高齢者福祉事業、介護・認知症予防活動、医療（クリニック）、食料事業（農業法人、セン
トラルキッチン）、教育事業（介護福祉士専門学校、介護職員初任者・介護福祉士実務者研修）、国際事業（日
本語学校）など幅広い事業を展開しています。スタッフの働きがい、家族を大切にすること、キャリアアッ
プへの思いを大切に、近年は中期事業計画「Quality Challenge2022」に全員で取り組み、スキルアッ
プも目指しています。

飲食業

わが社の POINT

教育
学習支援業

❶ 学ぶ環境が充実しています

医療
福祉

グループ内に教育機関（介護福祉士専
門学校）があり、介護福祉士実務者研
修も実施しているので働きながら資格
が取れます。外部講師による講習会や
外部派遣研修も幅広く行っています。

❷ 子育てや家族の介護を応援します
サービス業
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スタッフは安心して仕事と両立できる
仕組みがあります。※過去 3 年度（平
成 27 年度～令和元年度）育児休業取
得者 29 人、介護休業 5 人。育児短時
間勤務者 5 人。復帰率 100％。

Message

採用担当からのメッセージ

どの仕事も、スタッフ一人ひとり
が大切な役割を担って協力し合い
な が ら 成 り 立 っ て い ま す。 様 々
な分野のスペシャリストやマネー
ジャーを目指すスタッフの成長や
笑顔を見られることがたまらなく
嬉しいです。

会社
都城に根差し、世界を目指す
自慢
創業から 42 年、都城市を中心に
3 エ リ ア 21 の 福 祉 事 業 所 を 運 営
しています。地元に根差しつつア
メ リ カ、 フ ィ リ ピ ン、 ベ ト ナ ム、
タイなど諸外国とも繋がり、まだ
まだ発展し続けます。

農業 林業 漁業

医療法人養気会 池井病院

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業

仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

卸売業
小売業

●事業内容：病院、介護事業
●所在地：小林市真方87 ●創立：1919年 ●従業員数：290名
● TEL：0984-23-4151 ● MAIL：ikei-hp@yokikai.or.jp
● HP：https://yokikai.or.jp/
医療関係、栄養・調理関係、社会保険労務士などの免許・資格

金融業
保険業

「職員の和」を大切に、人材育成も積極的に

❷ ほかにはない？ユニークな制度

会社
それぞれの専門職がトータルサポート
自慢
サービス業

あいさつ力＆笑顔力 No.1 を決める
『ベ
ストスマイル賞』や、ありがとうの気
持ちを届ける『サンクスカード制度』
など、やりがいを持ち、楽しく働ける
環境づくりに取り組んでいます。

目まぐるしく変わる医療・介護の制
度に対応し、地域の皆様に必要とさ
れる人財育成に取り組んでいます。
2019 年に竣工した東館 4 階から
は 霧 島 連 山 の パ ノ ラ マ が 広 が り、
ホッとひと息つける憩いの場です。

医療
福祉

資格検定にチャレンジする職員に、応
援金の支給を行っています。また、保
持資格の知識を活かして勉強会を開く
職員にも特別手当を支給し、頑張るス
タッフを応援します。

採用担当からのメッセージ

教育
学習支援業

❶ 働きながら資格取得ができる

Message

飲食業

わが社の POINT

不動産業
物品賃貸業

池井病院は開業以来 100 年以上にわたり、小林市・西諸地域の地域医療に努めてまいりました。特に、糖尿病、
人工透析、泌尿器疾患、整形外科には専門医を配置しています。2019 年 11 月に新棟が完成し、腎センター・リ
ハビリ室・老健デイケアルーム・手術室の拡張や移転、管理棟や職員への福利厚生のための環境整備が充実しま
した。今後も建物の改装を行い、社会ニーズに対応した患者サービスの充実、職員の勤務環境の改善を行う予定
です。また、若者の採用や育成に積極的に取り組んでおり、ユースエール認定されています（※ 2020 年 4 月時点）。

池井病院を母体とし、介護老人保健
施設みずほ、在宅支援事業として居
宅介護支援事業所みずほ、訪問看護
ステーションひとみの 4 事業を展
開。患者様をトータルサポートでき
る体制を取っています。
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農業 林業 漁業

株式会社 RE-PLUS

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業
卸売業
小売業

●事業内容：訪問看護ステーション Life・居宅介護支援事業所 Life 等の運営
●所在地：児湯郡木城町大字椎木1771-1 ●創立：2014年 ●従業員数：14名
● TEL：0983-26-6002
● MAIL：life2015@bz04.plala.or.jp ● HP：https://re-plus-life.com
仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士等の資格や家族介護の経験など

金融業
保険業

一人ひとりの生き方を大切に

不動産業
物品賃貸業

私たちは会社理念の「一人ひとりの生き方を大切に」という考えのもと、看護、介護サービスを必要とす
る方の人生観、考え方を尊重し、様々な病気や障がいを抱えて地域で生活する困難さを、共に悩み改善す
るための方法を一緒に考えていきます。
また、当社は職員一人ひとりのライフスタイルを大切にします。育児、介護だけでなく人生の様々な場面を、
楽しみを持って働きながら過ごしていけるように応援します。

飲食業

わが社の POINT

教育
学習支援業

❶ どんなことでも相談できる明るい職場

医療
福祉

ス タ ッ フ は 20 代 か ら 60 代 ま で 幅
広い年齢層が在籍しており、全員が
とても明るく、笑い声や会話の絶え
ない職場です。そのため職場に活気
があり、仕事の相談もしやすいです。

❷ 子育てしながらでも働きやすい環境です
サービス業
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子どもが急に体調を崩した際にも無理
のないシフト制により、休暇を取りや
すくしています。また、子育てや介護
をしながら働く人のために、「短時間
正社員制度」も導入しています。

Message

経営者からのメッセージ

病気や障がいを抱えていても自分
らしく生活できること、職員が仕
事にやり甲斐を感じ生活も豊かに
なってほしいと願い会社を経営し
ています。会社で最も大切なのは
「人」であり、職員が働きやすい職
場作りに努めています。

会社
看護小規模多機能型居宅介護施設を開設
自慢
令和 3 年 3 月に、木城町に看護小規模
多機能型居宅介護施設「Life Forest」
を開設。高齢者の在宅療養を支え、訪
問・通い・泊まりのサービスが利用で
きます。施設ではなく、昼間や夜だけ
を過ごす第 2 の家のような場です。

農業 林業 漁業

医療法人 隆徳会 鶴田病院

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業

仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

卸売業
小売業

●事業内容：病院、クリニック、介護施設
●所在地：西都市御舟町1-78 ●創立：1963年 ●従業員数：430名
● TEL：0983-42-3711 ● MAIL：miyahara@ryutoku.or.jp
● HP：http://www.ryutoku.or.jp/
医療・介護関係の免許・資格、運転免許
（普通Ⅰ種）

金融業
保険業

地域の総合医療機関として安心と満足を

❷ 誰もが働きやすい環境づくり

看板
PET（陽電子放出断層撮影）
商品
サービス業

「家庭と仕事のバランスがとれる職場
環 境 づ く り 」 に 力 を 入 れ て い ま す。
また福利厚生として、企業年金制度
（401K 対応）
、従業員寮完備、通勤者
無料駐車場、社員食堂もあります。

鶴田病院からの奨学金を受けながら
看護学校を卒業しました。まだまだ
自分の未熟さを痛感する日々です
が、尊敬し、目標とする先輩方の下
で自ら考えることを怠らず、経験を
積みながら邁進していきたいです。

医療
福祉

鶴田病院…入院病棟数 153 床 ◎診療科
目 13 科（内科・外科・整形外科・皮膚科・
精神科・人工透析内科・泌尿器科・肛門
外科・放射線科・リウマチ科・消化器内
科・消化器外科・リハビリテーション科）

先輩からのメッセージ

教育
学習支援業

❶ 様々な現場で自分にあった活躍を

Message

飲食業

わが社の POINT

不動産業
物品賃貸業

「安心と満足」を理念に 1963 年西都に開業。現在は医療施設 3 つ、介護関連事業所 10 の合計 13 事業
所を通し、西都児湯地域の総合医療機関として地域の医療・介護に貢献しています。1. 健康管理・健康情
報の発信地となります。2. 地域医療・福祉向上へ貢献します。3. お客様の幸せを第一に考えます。4. 医
療の高度化をめざします。この 4 つを基本方針とし、今後も、皆様のかけがえのない一生を支えていける
医療サービスをめざします。

PET 診断施設は宮崎県内では 3 か
所だけ。宮崎鶴田記念クリニックに
ある PET は、安心、快適、精密な
診断法「PET － CT 検査」で「がん」
の超早期発見に威力を発揮します。
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宮崎への移住・UIJターンを応援します！
移住・UIJ ターン情報サイト

あったか宮崎ひなた暮らし

宮崎県への移住および UIJ ターンをご検討 ･ ご希
望の方向けのポータルサイトです。移住までの流
れや移住後の生活など、仕事や住まいの情報をは
じめ、さまざまなお役立ち情報を発信しています。

https://iju.pref.miyazaki.lg.jp/

仕事や住まいの相談ができる便利な窓口

宮崎ひなた暮らしUIJターンセンター
働くためのサポート
・宮崎県の企業情報を提供

・就職相談や職業紹介

・各種セミナー、就職フェア等の情報提供
・就職コーディネーターによるアドバイス

宮崎本部

暮らすためのサポート
移住のお手伝いをします。
お気軽にご相談ください。
・宮崎県の住居環境やくらし情報を提供
・各市町村の支援内容の紹介

宮崎市錦町1-10 KITEN3階
みやざきJOB パーク＋内

TEL. 0985-27-3685

受付時間：9:00～18:00（土日・祝日を除く）

TEL. 03-6273-4200

メール：info-miyazaki@miyazaki-hinatagurashi.jp

受付時間：10:00～18:00（月・祝日を除く）
メール：info-tokyo@miyazaki-hinatagurashi.jp

大阪支部

福岡支部

大阪市北区梅田1-3-1-900
大阪駅前第1ビル9階

TEL. 06-6348-3835

受付時間：9:00～17:00（土日・祝日を除く）
メール：info-osaka@pref.miyazaki.lg.jp
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東京支部 東京都千代田区有楽町2-10-1
東京交通会館8階 ふるさと回帰支援センター内

福岡市中央区天神2-12-1
天神ビル8階

TEL. 092-724-6234

受付時間：9:00～17:00（土日・祝日を除く）
メール：info-fukuoka@pref.miyazaki.lg.jp

私事にできる仕事、発見！

サービス業
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農業 林業 漁業

株式会社 アイネットサポート宮崎

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業
卸売業
小売業

●事業内容：コンタクトセンター ●所在地：宮崎市橘通西2-4-20 アクア宮崎ビル6F/7F
●創立：2013年 ●従業員数：145名
● TEL：0985-68-3132 ● MAIL：inetmiyazaki_jinji@inet-sup.com
● HP：https://www.inet-support.co.jp/miyazaki/

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

金融業
保険業

未経験者が 60％！成長のカギは「やる気」

不動産業
物品賃貸業

宮崎県・宮崎市の誘致企業として 2013 年に設立した会社です。主な仕事は PC・インターネット関連、
スマホの操作案内のテクニカルサポート、格安スマホ・付随オプション等のサービス案内のカスタマーサ
ポート、賃貸住宅入居者様からのトラブルサポート、化粧品やカタログからの通販受付などのお問い合わ
せに対応しながら、お客様を「困った」からお助けすること。宮崎県からの事業実績や厚生労働省からの
業務委託もあり、安心して働けます。

飲食業

わが社の POINT

教育
学習支援業

❶ 厚生労働省の子育てサポート認定企業

医療
福祉

働くママ＆パパが多い弊社は産休、育休取
得率 100％！有給申請はすべて受け入れ
ています。男女共に働きやすい環境を作る
ため、妊婦体験ジャケットを購入し、男性
責任者に妊婦体験をしてもらいました。

❷ 生活スタイルにあった働き方が可能
サービス業
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パートやフルタイムなどシフトパター
ンは様々。10 代～ 60 代まで幅広い
年代のスタッフが活躍中で、クルーか
ら正社員登用に変更の実績もあり。自
分にあった働き方や仕事を選べます。

Message

先輩からのメッセージ

入社 6 年目。責任者としてオペレー
ターの教育や品質管理、実績管理な
どを任されています。まだまだ課題
はありますが、
「ありがとう」と言っ
ていただけるようなコールセンター
を目指し、日々奮闘中です。

会社
戻ってきたくなる会社です
自慢
実は社員のリターンが多い我が
社。隣の芝生は青く見えて一旦退
職したものの、やっぱりアイネッ
トサポート宮崎がいい！と戻って
くる社員がたくさんいます。みん
なこの会社が大好きです！

農業 林業 漁業

青島リゾート 株式会社

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業

仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

卸売業
小売業

●事業内容：宿泊、飲食、ブライダル
●所在地：宮崎市青島１丁目16番1号 ●創立：1990年 ●従業員数：117名
● TEL：0985-65-2929 ● MAIL：michihiko.ikeda@anahirmiyazaki.com
● HP：https://www.anahirmiyazaki.com/
笑顔、やさしさ、誠実さ、元気、やる気、身だしなみ

地域とともに「新・AOSHIMA ブランド」

Message

❶ 20 代を中心に若いスタッフが活躍

県内屈指の観光地、青島で、国内外
のお客様を県民を代表しておもてな
しする、旅の思い出作りのお手伝い
をする、そんな仕事です。スタッフ
はみんな、青島の景色や雰囲気に魅
了されながら、多忙な毎日を送って
います。

会社
最高のロケーション
自慢
サービス業

ホテルの仕事は、朝早くから夜遅くま
で続きますが、適度にお休みや休憩を
取りながら、チームで和気あいあいと
協力し合って仕事をしています。

医療
福祉

❷ 働きやすい職場環境

採用担当からのメッセージ

教育
学習支援業

若い人の感性を大切にし、存分に力を
発揮できる環境を整えています。ス
タッフの平均年齢は 33 歳。最も多い
20 代のスタッフが中心となってホテ
ルを支えています。

飲食業

わが社の POINT

不動産業
物品賃貸業

宮崎を代表する観光地の１つ、青島。弊社が運営する ANA ホリデイ・インリゾート宮崎は、その青島で、
国内外のお客様をとびきりの笑顔と明るさで元気にお迎えするリゾートホテルです。目の前に雄大な太平
洋が広がる絶好のロケーション、オーシャンビューの客室をはじめ、天然温泉やチャペルなど施設も充実。
サーフィンやダイビングをはじめ、自然を満喫できるアクティビティーも豊富で、リゾート感あふれる優
雅なひと時を演出します。

金融業
保険業

笑顔と最高のおもてなしで

豊かな自然に恵まれた日南海岸国定
公園内に立地。日常の喧騒を離れ、
青く澄みわたる青島の美しい海を眺
めながら、ゆったりとした贅沢な時
間を過ごせるホテルです。
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農業 林業 漁業

青山総合 株式会社

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業
卸売業
小売業

●事業内容：サービス業（パチンコ店）
●所在地：宮崎市橘通東3-7-23 ●創立：1977年 ●従業員数：152名
● TEL：0985-89-0837 ● MAIL：ogawa@aoyamasogo.jp
● HP：http://www.aysg.net

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

金融業
保険業

娯楽を通した楽しみと幸せの空間づくり

不動産業
物品賃貸業

私たちの会社は、宮崎県下に 6 つの店舗を持ち、地域やお客様と共に、活力ある社会づくりに貢献したい
と日々の業務に取り組んでいます。仕事の内容は、主にホール、カウンターでの接客業務です。私たちは『娯
楽』を通じてお客様が楽しみ、幸せな気分になれる空間作りと相互の幸福の実現を目指しています。その
ためには社員がいきいきと活躍できる職場であることが大切だと考え、それぞれのニーズにあわせた勤務
環境づくりにも対応しています。

飲食業

わが社の POINT

教育
学習支援業

❶ コミュニケーションを取りやすい

医療
福祉

◎上司に意見を言いやすい環境作り
◎年次有給休暇を取得しやすい環境作り
◎時間外労働を最小限に抑える環境作
り…など、仕事もプライベートも充実
できる職場作りを心がけています。

❷ 多様な働き方に対応しています
サービス業
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それぞれの都合にあわせ、1 日 4 時間、
週 3 日から働けます。例えばお子様
がいる方は日曜祝日を休みに。大学生
は授業終了後からの勤務等、働く人の
ニーズに応え柔軟に対応しています。

Message

先輩からのメッセージ

お客様とのコミュニケーションが大
切なので、人と関わることが好きな
方やサービス精神旺盛な方が自分ら
しく働ける環境です。充実した研修
と先輩のサポートがあるので、パチ
ンコ未経験者でも大丈夫ですよ。

名物
平成 20 年入社の橋口美央さん
社員
カウンターチーフとしてコア 21 日
向 777 で働く笑顔が素敵な彼女は、
お客様の人気者。後輩の指導からカ
ウンター景品管理、装飾、新人教育
と幅広く活躍する、気配り上手な女
性です。

農業 林業 漁業

株式会社 エスプールリンク

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業

仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

卸売業
小売業

●事業内容：採用支援事業
●所在地：日南市吾田西1-8-11 ●創立：2019年 ●従業員数：131名
● TEL：0987-32-1880 ● MAIL：sakuma.takuya@spool.co.jp
● HP：https://link.spool.co.jp/
パソコンの文字入力程度で OK・人と話すことが好きな方

金融業
保険業

アウトソーシングの力で社会と地域に貢献

❷ おしゃれで自由な仕事環境

会社
雇用創出を通じた地方創生支援
自慢
サービス業

勤務はシフト制。さらに服装・髪型・
ネイル自由、リフレッシュ休暇や勤続
手当も充実！地方に寄り添った人事制
度も構築されており、ライフスタイル
にあわせた働き方の変更も可能です。

私は入社 1 年目です。アルバイト
希望者様を面接まで案内できた時に
は「緊張していたが面接に行ってみ
ようと思った」など感謝の言葉をい
ただけるため、やりがいを感じられ
る仕事だと実感しています。

医療
福祉

経験がない仕事に挑戦するのは不安で
すよね。でも大丈夫！スタッフのほと
んどがコールセンター未経験者。入社
後しっかりと丁寧な研修を行いますの
で、気軽にチャレンジしてください。

先輩からのメッセージ

教育
学習支援業

❶ 未経験者でも気軽にチャレンジ

Message

飲食業

わが社の POINT

不動産業
物品賃貸業

東証一部市場に上場している「株式会社エスプール」の 100％出資のグループ企業です。本社は東京で、
企業の人事部に代わってアルバイト応募者の面接日程の調整をさせていただく人事サポートを行っていま
す。同時に「雇用創出で地方創生に貢献する」という企業理念を基に北海道の北見市、宮崎県の日南市・
西都市、徳島県の小松島市、青森県の弘前市に地方センターを設立。自治体と連携したコールセンターの
開拓に積極的に取り組んでいます。

人口 10 万人以下の地方都市を中
心に行政と連携してコールセン
タ ー を 展 開。 シ ョ ッ ピ ン グ セ ン
ターを活用し、主婦や若者を中心
に、100 名 以 上 の 雇 用 を 創 出 し
ています。
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農業 林業 漁業

株式会社 エッジコネクション

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業
卸売業
小売業

●事業内容：営業関連の総合サポート業務（テレマーケティング、営業研修、営業コ
ンサルティング等） ●所在地：延岡市栄町5-1 コンシェール和光2F
●創立：2007年 ●従業員数：25名 ● TEL：0982-29-2196
● MAIL：info@edge-connection.co.jp ● HP：https://edge-connection.co.jp/
仕事で役立つ資格やスキル

人と話すことが好き・接客経験やコールセンター勤務経験がある・課題解決や分析が好き

金融業
保険業

企業の営業活動の発展をお手伝い

不動産業
物品賃貸業

「この商材はどんなターゲットにどんな特長を PR して営業するか」東京本社のコンサルタントとお客様
が考えた営業戦略に沿って私たち延岡オフィスがターゲットにアポイントを取り、お客様が実際に営業に
行く、という流れで仕事が進みます。時には「世間で話題のビジネスにあなたのアイディアが活かされる」
ことがあるかもしれません。ちなみに当社代表、大村康雄は延岡市出身。延岡に、時給ではなく成果によっ
て給料が上がる会社を根付かせたいという想いでやっています。

飲食業

わが社の POINT

教育
学習支援業

❶ 誕生日会を行っています！

医療
福祉

毎月、誕生日を迎える社員がいたら
オフィス内で（リモートで東京本社
も つ な ぎ ） 誕 生 会 を 行 っ て い ま す。
会社からささやかなプレゼントを用
意し、お祝いしています！

❷ 職場体験や研修制度が充実
サービス業
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□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

未経験でも業務を具体的にイメージで
きるよう、職場体験や見極め入社期間、
新人研修等の制度があります。これら
の制度を経て本配属になるため、入社
後のミスマッチが少ないと好評です。

Message

採用担当からのメッセージ

私たちがサポートすることでお客様
の利益が上がった時など、直接喜び
の声を頂けることが達成感に繋がり
ます。
自分の成長を感じながら働け、
そのための研修や勉強会など会社の
バックアップ体制も万全です。

会社
延岡にいながら東京のお仕事をしませんか？
自慢
主に首都圏にある BtoB 企業のプ
ロジェクトを担当します。キャリ
アアップを目指す方は、東京本社
の営業コンサルタントと一緒にお
客様へマーケティング戦略を提案
する機会もあります。

農業 林業 漁業

株式会社 エヌ・アイ・ティコーポレーション

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業

仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

卸売業
小売業

●事業内容：非破壊検査
●所在地：延岡市大貫町3-1014-3 ●創立：1989年 ●従業員数：17名
● TEL：0982-33-1450 ● MAIL：m.kai@nboknit.co.jp
● HP：https://nboknit.co.jp

普通自動車免許（AT 可）。EXCELや電気関係の資格は、必須ではありませんがあると役立ちます。
金融業
保険業

「金属のお医者さん」仕事の依頼は全国から

❷ 資格取得に伴う経費は会社が負担

会社
技術も機械も常にバージョンアップ
自慢
サービス業

資格取得に伴う経費は全額会社負担。
さらに指定の資格試験については合格
後に資格手当として毎月の給与に反
映。現在、対象資格が９つあり、最低
でも 3,000 円の資格手当となります。

様々な技術革新が進む昨今。わが社
も新技術の導入や新たな検査技法の
確立に向け努力の毎日です。社員の
意思を尊重し、チャレンジ精神を育
てていくことが「仕事のやりがい」
を見出す近道と信じています。

医療
福祉

平均年齢 36.5 歳（社長除く）若い社
員の多い会社です。現場が空く時期
は有給休暇もとりやすく、休日が年
間 114 日（年末年始・夏季休暇含む）
のほか一斉有給消化が５日あります。

経営者からのメッセージ

教育
学習支援業

❶ 少数精鋭、若い社員が多い

Message

飲食業

わが社の POINT

不動産業
物品賃貸業

非破壊検査とは「物を壊さずに検査を行う」技法のことで、超音波やエックス線、磁気及び浸透液などを使っ
て目視だけでは確認困難な欠陥を見つけ出し、合否判定、評価、診断などを行う、いわば金属のお医者さ
んです。非破壊検査は各種法規により定期検査の項目に指定されることから、仕事がなくなる心配はあり
ません。また環境汚染や人的被害を未然に防ぐ予防保全目的で行われる検査も多く、業務を通じて社会貢
献を果たすこともできます。

平 成 30 年 10 月 に「 も の づ く り
補助金」を活用し、フェーズドア
レイ超音波探傷器を導入。また金
属組織検査に精通した技術員もお
り、 入 社 後 に 組 織 採 取 の 講 習 も
行っています。
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農業 林業 漁業

株式会社 ＮＰＫ

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業
卸売業
小売業

●事業内容：警備事業、介護事業、農業生産、ワイナリー事業、指定管理事業
●所在地：宮崎市柳丸町10 ●創立：1977年 ●従業員数：620名
● TEL：0985-25-5330 ● MAIL：info@np-k.co.jp
● HP：http://www.np-k.co.jp/
仕事で役立つ資格やスキル

基本的なパソコン技能

金融業
保険業

警備業、介護、農業法人、指定管理と多様な業務を担う

不動産業
物品賃貸業

2021 年に 45 周年を迎える株式会社 NPK。Ｎ（Native ＝地域社会において）Ｐ（Paramount ＝不可欠な）
Ｋ（Key-word ＝キーワード）となれる会社を目指し、警備事業・介護事業・農業生産・ワイナリー事業・
指定管理事業など多くの事業を展開しています。お客さまの「安心安全」を追求し、「ゆとりある暮らしへ
のサポート」の実現に向けて、社員一人一人が「美しい仕事」ができるよう日々研鑽し続けています。

飲食業

わが社の POINT

教育
学習支援業

❶ 若手中心の「MPD」チームが活躍

医療
福祉

Ｍ（マーケティング）Ｐ（プロダクト）
Ｄ（ディベロップメント）の略で、部署
を越えて若手が活躍する場としてチーム
編成。社内改善から新規商品開発まで新
しいことにチャレンジしています。

❷ 風通しの良い社風
サービス業
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□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

20 代から 70 代まで幅広い世代が活躍。
社内の風通しが良く、社員同士が協力、
相談しやすいです。社員教育や研修、
社内行事、ボランティア、メセナ活動
など業務以外でも経験ができます。

Message

先輩からのメッセージ

MPD チームの一員として、自分の業
務外で協力しながらイベントや商品
開発に取り組み、他部署とも情報交
換ができ刺激があります。年齢に関
係なく自分の意見を発信できるため、
やりがいをもって仕事ができます。

看板
2016 年ワイナリー事業スタート
商品
自社農園のブドウを 100％使用し
た 小 林 ワ イ ン を 醸 造 し て い ま す。
ブドウの栽培からワイン造りまで
ひとつひとつの工程に丹精込めて
仕上げて、地域の魅力として県内
外に発信しています。

農業 林業 漁業

有限会社 glesso.

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業

仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

卸売業
小売業

●事業内容：美容室
●所在地：宮崎市大橋1-164 yb3/2F ●創立：2001年 ●従業員数：14名
● TEL：0985-35-5350 ● MAIL：glesso15@gmail.com
● HP：http://www.glesso.jp
美容師免許、普通自動車免許

金融業
保険業

信頼と技術でお客様に応えられる美容のプロ

❷ 魅力的なスタイリストを育てます

会社
オーナー養成システム
自慢
サービス業

「できないかも」や、「わからない」と
決めつけるのではなく、アプローチを
変えて「できるとしたら」「わかると
したら」に置き換え必ずできる方法を
見つけ、身につける力を育てます。

glesso. はホスピタリティ（おもて
なし）をモットーとしていて、お客
様もスタッフも居心地の良いサロ
ンです。私は現在、アシスタント 2
年目。今年のスタイリストデビュー
に向けて頑張っています。

医療
福祉

人が人をキレイにできる最高の職業で
あり、一生涯のテーマである「美容」
を通して多くのお客様のキレイをサ
ポートするという理念に基づき、仲間
やお客様との信頼関係を作っています。

先輩からのメッセージ

教育
学習支援業

❶ 仕事を通して培う信頼関係

Message

飲食業

わが社の POINT

不動産業
物品賃貸業

癒しの空間で、お客様ひとりひとりの理想を形にしていく…私たちは「美容」という一生涯のテーマを通
して、年齢性別問わず、多くのお客様の「キレイ」をサポートしていきます。また信頼づくりによる人間
的成長と共に、美容のプロとしての志を高く持ち、地域での「オンリー 1（ワン）サロン」を目指しながら、
さらには美容業界の発展に貢献します。そしてその評価として得た「証」を、さらに glesso. に関わる全
ての方のために活かします。

glesso. には、将来独立を考えてい
る方が開業に向けて力をつけること
ができる「オーナー養成教育シス
テム」があります。2020 年には 3
店舗目をオープンさせました。
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農業 林業 漁業

株式会社 グローバル・クリーン

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業
卸売業
小売業

●事業内容：清掃業、不動産業
●所在地：日向市亀崎1-28 ●創立：2000年 ●従業員数：61名
● TEL：0982-55-0360 ● MAIL：info@globalclean.co.jp
● HP：http://globalclean.co.jp/

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

金融業
保険業

クリーンの力で社会の課題に挑戦し続ける

不動産業
物品賃貸業

日向市にあるビルメンテナンス業と不動産業の会社で、社員ひとりひとりが夢や誇りを持ってイキイキと
楽しく働ける「いい会社」を目指しています。県内全域でビルメンテナンスや常駐清掃管理事業をするほか、
最近では県外や食品工場のＨＡＣＣＰ対策等でクリーンコンサルティング（清掃指導）のお手伝いをして
います。ただ清掃をするだけでなく、ウィルスなど目に見えないものまで「きれい」に。クリーンの力で
社会の課題に挑戦していきます。

飲食業

わが社の POINT

教育
学習支援業

❶ 子育てや家庭と仕事を両立できる

医療
福祉

年次有給休暇の取得率向上のため、誕
生日等の記念日休暇を設定。また、
ノー
残業や、学校行事・介護施設の行事な
どを理由とした終業時間や出勤日のシ
フト調整にも取り組んでいます。

❷ 充実したライフワークバランス
サービス業
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「公私ともに充実したライフワークバ
ランス」をモットーに、働きやすい環
境を目指しています。ひとりひとりの
無限の可能性を信じ、仕事を通して共
に成長していける会社です。

Message

先輩からのメッセージ

子どもの参観日など学校行事にも
積極的に参加できますし、子ども
が 急 に 熱 を 出 し て 休 み た い 時 も、
気兼ねなく「休ませて欲しい」と
言える環境です。家庭と仕事の両
立ができるからこそ、仕事も頑張
れます。

会社
清掃だけじゃないんです！
自慢
ビルメンテナンスを中心としてい
ますが、商品販売（電解水）やク
リーンコンサル（清掃指導）も行っ
ています。また 4 年前からは食品
工場衛生管理サポートへの進出も
強化しています。

農業 林業 漁業

株式会社 塩川産業

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業

仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

卸売業
小売業

●事業内容：産業廃棄物収集運搬及び処理業務
●所在地：宮崎市大字新名爪字谷廻4090-21 ●創立：1989年 ●従業員数：53名
● TEL：0985-39-7555 ● MAIL：siokawa@giga.ocn.ne.jp
● HP：http://www.siokawa.com

パソコン・玉掛け・大型一種やフォークリフトなど、作業車両関係の免許や修了証
金融業
保険業

資源を大切にし、地球環境を守る会社

❷ 常に環境に配慮した経営システム

看板
RPF（固形燃料）
商品
サービス業

シオカワグループは時代の変化に挑
み、脱炭素社会に貢献し、人々の笑顔
の暮らしを支える護美活動のパイオニ
ア、コンサルタントとして、次代の責
任を担い、創造し、貢献します。

高校卒業後、入社して１年目。わか
らないことも気軽に質問できる、話
しやすくて優しい先輩ばかりのアッ
トホームな職場です。私もいつか後
輩ができたら、今の先輩たちのよう
に、頼れる存在になりたいです。

医療
福祉

宮崎市花のまちづくり推進員として植
栽活動やクリーンアップ作戦に参加。
どんぐりや桜の植樹活動にも取り組
み、環境学習のための工場見学受け入
れなど、地域の環境美化に積極的です。

先輩からのメッセージ

教育
学習支援業

❶ 地域の環境美化に積極的

Message

飲食業

わが社の POINT

不動産業
物品賃貸業

当社は宮崎市内に 7 工場を有し、宮崎、鹿児島、大分、福岡、山口県の収集運搬許可を取得して県内外廃
棄物の回収をスピーディーに行っています。また宮崎県・宮崎大学との産業環境イノベーション支援事業
で不燃性廃棄物の有効活用を図る実証実験にも参加しており「廃棄物」を「資源」と捉えたマテリアル・サー
マルリサイクルに取り組むなど、地域から信頼される会社を目指しています。2019 年には宮崎県の未来
成長企業にも認定されました。

紙くずや廃棄プラスチック、木く
ず、ゴムなどを主原料とした高品
位の固形燃料です。化石燃料の代
替 と し て CO 2 の 削 減 に 役 立 ち、
王子製紙や旭化成など大手工場に
販売しています。
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農業 林業 漁業

株式会社 ジャストエンジニアリング

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業
卸売業
小売業

●事業内容：建設コンサルタント、技術支援
●所在地：宮崎市高岡町飯田1丁目8番地11 ●創立：1997年 ●従業員数：25名
● TEL：0985-78-3777 ● MAIL：info@justeng.co.jp
● HP：https://justeng.co.jp
仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

土木・電気等の施工管理技士、Excel・Word・CAD 経験者

金融業
保険業

次世代の担い手に専門技術を継承し、後世へ繋ぐ企業です

不動産業
物品賃貸業

私たちは、河川、道路、鉄道、ダムなどの公共施設整備・維持管理に関して、国や地方公共団体、高速道
路会社及び鉄道建設支援機構等から発注される公共工事の監督補助や施工管理等の技術支援を行っている
会社です。弊社では、仕事で関わる方に対し真摯な態度で接することのできる方や、技術・知識などの習
得に意欲をもって努力できる方を求めています。公共工事発注者の支援を専門とし、豊富な技術を有する
プロへと成長できます。

飲食業

わが社の POINT

教育
学習支援業

❶ 土木技術者を目指す方にサポート

医療
福祉

新入社員には約 10 か月、外部研修機
関で土木専門分野の研修を受講し、専
門知識・資格の取得を会社の費用で支
援します。また、その後の就業場所で
は先輩社員から指導・助言を受けられ
る「メンター制度」を導入します。

❷ キャリア・ライフプランにサポート
サービス業
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本人の職務経験や希望に応じた研修を実施
し、キャリア形成を支援します。また、弊社
は2020 年 9 月に「ユースエール認定」を取
得し、社員に年次有給休暇を促すなど「ワー
ク・ライフバランス」を目指しています。

Message

先輩からのメッセージ

入社３年目で、工事監督支援業務に
携わっています。自分の疑問・考え
を相手に伝える「コミュニケーショ
ン力」が重要で、物事の本質を見抜
くことが必要になるやりがいのある
仕事です。土日祝日等の休日も充実
しています。

会社
社会貢献活動に参加
自慢
「道守みやざき会議」の会員で、毎
年社会貢献活動として県内道守一斉
清掃を行っています。令和２年度は
一般国道 10 号の宮崎市橘通で社員
一同が参加し、歩道の清掃を実施し
ました。

農業 林業 漁業

水研テック 株式会社

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業

仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

卸売業
小売業

●事業内容：水道管の漏水調査（専門技術サービス業）
●所在地：延岡市昭和町3-2016 ●創立：1985年 ●従業員数：10名
● TEL：0982-34-0838 ● MAIL：info@suikentec.com
● HP：http://www.suikentec.com

３級水道施設管理技士・１級 /２級管工事施工管理士・１級 /２級土木施工管理士
金融業
保険業

特殊な漏水探知機を使用し「地下の悲鳴」を聞き分ける

❷ 漏らさない体制をつくる

会社
世界に誇れる確かな特許技術
自慢
サービス業

世界に誇れる確かな「技術力」と「貴重
な水資源を大切に」がモットー。より安
全に「漏水による無駄な水」を出さない
体制をつくるのが使命であり仕事。探求
心旺盛な、あなたの力が必要です。

今の時代に必要な人材は、何だと
思いますか？それは、人並外れた
探求心と仕事に対する熱き情熱で
す。あなたの出番を待っています。
まずは、漏水のサインである足元
の「地下の悲鳴」を聴いてみませ
んか？

医療
福祉

漏水発見率を限りなく 100％に近づ
けるためには、熟練した技術者集団
が必要不可欠です。あなたも私たち
と一緒に、命の水を守る仕事をして
社会貢献しませんか？

経営者からのメッセージ

教育
学習支援業

❶ 熟練した技術者集団

Message

飲食業

わが社の POINT

不動産業
物品賃貸業

当社は水道管の水漏れの専門調査を行う会社です。特殊な漏水探知機を使用して「地下の悲鳴」を聞き分
けています。漏水を探知するにはおよそ 3 年かかります。しかし、自分で水漏れを探しだした時の達成感
は格別。「漏水発見率を限りなく 100％に近づける」とは、当社の努力の証です。今は、あなたの若い力
を必要としています。ぜひ、この機会にチャレンジしませんか。そして、「地下の悲鳴」を自身の力で発見
しませんか。来たれ、チャレンジャー。

当社は、老いも若きも粒ぞろい、期待
してあなたの出番を待っています。仮
面ライダーの変身ベルトの様な地球と
目玉をイメージした大きなマークが光
ります。一度、来社していただければ
「百聞は一見にしかず」です。
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農業 林業 漁業

有限会社 第一防虫センター

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業
卸売業
小売業

●事業内容：しろあり工事、害虫駆除、ビルメンテナンスほか
●所在地：宮崎市丸山1-99-2 ●創立：1974年 ●従業員数：20名
● TEL：0985-27-6207 ● MAIL：info@bochu.net
● HP：http://www.bochu.net
仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

第二種電気工事士・毒物劇物取扱責任者・危険物取扱者（乙種4類）・建築物環境衛生管理技術者など

金融業
保険業

宮崎で成長を続ける住まいのプロフェッショナル！

不動産業
物品賃貸業

創業 46 年、当社はシロアリや鳥獣の被害からお客さまの住まいを守るサービスを展開。宮崎に根付いた
経営で成長を続けてきました！現在、「空き家管理」などの新規事業も視野に入れ、お客さまの人生をトー
タルサポートするワンストップ窓口を築けるよう、事業拡大を進めています。そこで当社の発展を支えて
くれる新たな人材を募集。未経験者も大歓迎です！ストレスフリーでイキイキと働ける環境があります。
興味や、意欲がある方、奮ってご応募を！

飲食業

わが社の POINT

教育
学習支援業

❶ 責任をもって成長をサポート

医療
福祉

あなたの人柄を重視します。これまで
の経験・培ってきたスキルよりも採用
で重視しているのが「人柄」の部分で
す！“まっさら”な方も丁寧に面接い
たします。

❷ 教育研修制度
サービス業
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「分からないことはいつでも質問 OK」
のため、着実に知識もスキルも身に付
きます！また、業務に必要な資格取得
の際には、会社が全額費用負担。資格
が増えると業務の幅が広がります。

Message

経営者からのメッセージ

当社は常に新しい事業やマーケット
を開拓するべく取り組んでいます。
会社には若きパワー、情熱、意欲を
充 分 に 受 け と め、 力 を 発 揮 で き る
フィールドがあります。共に学び成
長できることを楽しみにしています。

会社
ヤギビジネス
自慢
ヤギを使った無料除草からアプ
ローチして、新規顧客獲得につな
げています。今期はヤギ公園を建
設予定。創業以来培ってきたさま
ざまな状況に応じた施工、高い技
術力でも貢献します。

農業 林業 漁業

株式会社 2.1 宮崎 RPAマニュアルセンター

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業

仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

卸売業
小売業

●事業内容：マニュアル導入支援事業
●所在地：宮崎市橘通東4-8-1 カリーノ宮崎8F ●創立：2014年 ●従業員数：20名
● TEL：080-9158-3537 ● MAIL：recruit@nitenichi.co.jp
● HP：https://www.nitenichi.biz/

MOS（Word、Excel）エキスパートの資格保有・校正、校閲の実務経験・HP、LP の制作・各種 SNS の運用など
金融業
保険業

企業のあらゆる業務をマニュアル化する

❷ 育児と仕事を両立できる環境

看板
動画配信サービス RIKYU
商品
サービス業

子どもの急な発熱は、ほかの社員に迷惑
を掛けると悩んでいませんか？ 2.1 で
は育児と仕事を両立しているママさん社
員が何人もいます。どんな時も安心して
仕事ができる環境が整っています！

入社 1 年ですが、いろいろな仕事
を多方面から経験でき、忙しくも楽
しい日々です。自ら考え、どう解決
できるかを提案できる方や、未知の
分野でも臆せず業務に携われる方、
大歓迎‼一緒に成長しませんか？！

医療
福祉

マニュアルの導入で「新人の立ち上
がりが早くなった」「離職率が下がっ
た」などお客様から直接感謝を伝え
られることもあり、やりがいを感じ
ることができる環境です。

先輩からのメッセージ

教育
学習支援業

❶ 社会の役に立っていることを実感できる

Message

飲食業

わが社の POINT

不動産業
物品賃貸業

当社は、あらゆる業務をマニュアル化し、企業のストレスを解消する会社です。 営業、マーケティング、
コンサルティング、マネジメントは、その会社独自のやり方にも関わらず、ノウハウの教科書がある企業
は皆無です。あると良いのになぜ無いのか。 企業には業務の可視化に対して ｢できない壁｣ があるからで
す。当事者では進まないマニュアル作成およびその現場活用を徹底的にサポートして、経営者も従業員も
ストレス無く仕事ができる環境を提供します。

マニュアルスキル学び放題！仕事の
マニュアル作成、使い方、更新方法
などのマニュアルノウハウを、基礎
から応用まで、いつでも、どこでも
学べる動画サービスです。
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農業 林業 漁業

株式会社 ネオキャリア BPO 宮崎センター

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業
卸売業
小売業

●事業内容：人材サービス ●所在地：宮崎市橘通東4-8-1 カリーノ宮崎8階
●創立：2015年 ●従業員数：160名
● TEL：03-4540-6563 ● MAIL：miyazaki-saiyo@neo-career.co.jp
● HP：https://www.neocareer-miyazaki.com/
仕事で役立つ資格やスキル

ワード、エクセル、ショートカットキーなど基本的なパソコンスキル

金融業
保険業

人材サービスを通して企業活動の効率化をサポート

不動産業
物品賃貸業

弊社は、国内外で企業の業務支援事業を展開する人材サービス会社です。2015 年に設立した BPO 宮崎
センターでは、今注目を集めているアウトソーシング事業をメインに、採用サポートや幅広い業界・業種
の顧客対応、求人広告の出稿管理など、多岐にわたるサービスを提供しています。企業の事業活動の最適
化を図り、ともに未来を創ることを目指し、BPO 宮崎センターは成長・拡大を続けています。

飲食業

わが社の POINT

教育
学習支援業

❶「挑戦」する気持ちを大切にする社風

医療
福祉

弊社は、スタッフの「頑張る」
「チャ
レンジする」といった始まりの気持ち
を大切にしています。新しいことにど
んどん挑戦できるので、やりがいがあ
り、離職率も 2％未満です。

❷ 多様な知識を身につけられる
サービス業
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□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

多種多様なチームが存在するため、1
つの会社にいながら多くの業務を経験
できます。スキルの向上とともに、
キャ
リアアップのチャンスもたくさんあり
ます。

Message

採用担当からのメッセージ

結果だけではなく、そこに至るま
でのプロセスを評価し、挑戦する
気持ちを応援してくれる会社です。
社内の風通しも良く、仕事を自分
たちで作っていく面白さを感じる
ことができます。

会社
延べ 1 万社の採用代行実績
自慢
中小企業から大手企業まで、延べ
1 万社の採用代行を行っています。
多様なニーズに対応できる使い勝
手の良さや高い費用対効果、万全
のセキュリティなどが評価されて
います。

農業 林業 漁業

ビートレード・パートナーズ 株式会社

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業

仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

卸売業
小売業

●事業内容：営業支援、コールセンター
●所在地：宮崎市橘通東4丁目2-6 エリーズ宮崎ビル8F ●創立：2019年
●従業員数：50名 ● TEL：050-3822-5534 ● MAIL：saiyo@btdp.co.jp
● HP：https://www.btdp.co.jp/

法人営業やマーケティングについての知識や興味・コミュニケーション能力
金融業
保険業

「全ての“売れる”を創造する」を掲げ顧客拡大を支援

❷ 未経験でも安心できるサポート体制！

会社
大手クライアントとの貴重な経験
自慢
サービス業

情報連携の活性化を意識して、直接的な対
話に加えて、社員同士やお客様とのビジネ
スチャットを導入しています。それが功を
奏してか、社員からはどんなに些細なこと
でも気軽に相談できると好評です。

子どもがいるスタッフが多く、突発
的な休みやイベントの休暇も取りや
すい職場です。１名で複数窓口対応
できるようにしており、社員同士が
自然と助け合い、意見交換も活発。
仕事しやすい環境を構築しています。

医療
福祉

今までの経験や社歴など関係なく、意
見が言える風通しの良さが自慢。その
ため全員が一緒に頑張る仲間として尊
重しあい、それぞれの目標や夢を実現
するために適した環境です。

先輩からのメッセージ

教育
学習支援業

❶ 距離感が近く、切磋琢磨しながら成長

Message

飲食業

わが社の POINT

不動産業
物品賃貸業

新規開拓から、問い合わせ対応などのサポート業務まで一貫して行っています。「全ての“売れる”を創造
する」を理念に、さまざまな企業の売上拡大、顧客拡大を支援。また、「世の中から困ったをなくす」を目
的に、トラブルや不満を解消するなどの上手くいかないことや、変化を加えたいポイントに寄り添い、環
境改善のお手伝いをしています。より多くの「困った」を無くしていけるよう、支援できる領域を拡大し
ていきたいと団結して取り組んでいます。

超有名企業や新しい技術を提供し
ている会社、急成長ベンチャーな
ど他では得られることのできない
経験ができます！さらに今期から
はさまざまなデータを活用したイ
ンサイトを提供しています。
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農業 林業 漁業

フェニックスリゾート 株式会社

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業
卸売業
小売業

●事業内容：リゾートの開発・運営
●所在地：宮崎市山崎町浜山 ●創立：1988年 ●従業員数：750名
● TEL：0985-21-1124（人財開発部直通） ● MAIL：saiyo@seagaia.com
● HP：https://seagaia.co.jp/
仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

語学力

金融業
保険業

セガサミーグループのリゾート事業の開発・運営を担う

不動産業
物品賃貸業

フェニックス・シーガイア・リゾート。その中心に位置する「シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート」、
松林の空間に佇む温泉施設「松泉宮」や、アジアン・スパブランドのパイオニア「バンヤンツリー・スパ」、
宮崎の食を提供する多彩なレストラン＆バーが揃っています。2017 年 10 月には開業以来最大規模とな
るリニューアルが完了。「日本でいちばん“美味しい”リゾート」を目指し、“食の宝庫 宮崎”で新しい食
の体験を創出し続けています。

飲食業
教育
学習支援業
医療
福祉

わが社の POINT

Message

❶ 全社員がいつでもアイディアを提案

総合職で入社し、ホテル宿泊部 1
年、レストラン料飲部を半年経験
し、人財開発部採用課へ異動にな
りました。現場はシフト交代制で
すが、予定はシフト希望で相談可
能。自分らしいバランスが取れる
のは自慢です！

社員はアイディアを社内のシステム
に投稿。その投稿は社長をはじめと
する約 750 名が見ることができるの
で、実践可能なアイディアはすぐに
リーダーを中心に動き始め、実行さ
れます。

❷ 入社後に目標を変えられる
サービス業
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5 つの事業本部、100 を超える部署が
あり、総合職は接客部門を経験し、現
場リーダーを目指したり、営業、戦略、
管理部門でリーダーを目指したり、さ
まざまなキャリアパターンがあります。

採用担当からのメッセージ

会社
特別な場所「レタールーム」
自慢
ホテル 2 階にある宿泊者専用エリ
ア「風待ちテラス」奥にある“レター
ルーム”。多彩なポストカードや上
質な文具類を用意しており、旅の思
い出をしたためていただくために造
られた空間です。

農業 林業 漁業

株式会社 南九州ビーエムシー

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業

仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

卸売業
小売業

●事業内容：カラオケ機器レンタル・販売、カラオケボックス運営
●所在地：延岡市安賀多町1-4-4 ●創立：1991年 ●従業員数：36名
● TEL：0982-32-3766 ● MAIL：bmc@f2.dion.ne.jp
● HP：http://www.karaoke-bmc.co.jp
普通自動車免許

金融業
保険業

カラオケを通じて届ける「コミュニケーション」

❷ 好みにあわせて機材を選べる

会社
人懐こい看板ネコ
自慢
サービス業

当社は DAM と JOY SOUND 両方の
代理店。契約期間などにとらわれず、
気になる方を自由なタイミングで設置
可能ですので、よりお客様のニーズに
添ったサービスを提供できます。

私は 20 年以上この仕事に携わって
います。お客様のお店それぞれにあ
わせてレイアウトし、最高の音にな
るよう工夫して配置した機材で歌っ
たお客様が喜んで下さる経験は、何
度繰り返してもやりがいがあります。

医療
福祉

カラオケ機材の設置やメンテナンスだ
けでなく、お客様のお困りごとには素
早く駆けつけ、できる限りお役に立つ
フットワークの良さが自慢。仕事を通
して、経験も人脈も広がります。

採用担当からのメッセージ

教育
学習支援業

❶ カラオケだけでなく「安心」もお届け

Message

飲食業

わが社の POINT

不動産業
物品賃貸業

延岡・日向地域を中心にカラオケ機器のレンタルや設置、またカラオケボックスを２店舗、経営していま
す。仕事は、飲食店への設置や集金、メンテナンスはもちろん、福祉施設や公民館、地域のお祭りでのカ
ラオケ大会など、コミュニケーションツールや生きがい・健康づくりにも役立っています。職場は、立場
に関わらず何でも話せる関係や、家庭の事情などで急に休みが必要な時も気兼ねなくお互いに助けあえる、
家庭的で働きやすい雰囲気です。

数年前、手のひらにのる程小さかっ
た迷い猫をみんなで育て、今では
「クロちゃん」「ヤマト」と、それ
ぞれが呼びやすい名前で呼んで可
愛がっている、当社のマスコット
的存在です。
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農業 林業 漁業

株式会社 南日本環境センター

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業
卸売業
小売業

●事業内容：ビル管理、廃棄物収集・運搬
●所在地：延岡市小野町4138番地1 ●創立：1987年 ●従業員数：298名
● TEL：0982-22-3311 ● MAIL：center@m-kankyo.com
● HP：http://www.m-kankyo.com
仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

電気工事士1種・2種、消防設備士、第1種・第2種消防設備点検資格者、浄化槽管理士、大型自動車免許（入社後に取得可能）

金融業
保険業

地域に愛される企業を目指し、環境保全事業を推進

不動産業
物品賃貸業

弊社は、創業して 34 年を迎える総合衛生業の会社です。地域に愛される企業を目指し、自然豊かな宮崎
の環境を守るべくおおよそ 300 名の従業員が活躍しています。延岡市の本社、宮崎市の営業所をメイン
拠点に、浄化槽の維持・管理や廃棄物の収集・運搬、ビル管理、消防設備管理、下水道の維持・管理、マ
ンション管理など、さまざまな事業を展開。地球や人にやさしい企業として、地域に密着し、環境保全を
通して社会に貢献していきます。

飲食業

わが社の POINT

教育
学習支援業

❶ 景気に左右されない安定した事業

医療
福祉

事業のほとんどが法律で定められた業
務なので、景気に左右されずコロナ禍
のような状況でも安定した売上を確保
できます。お客さまから感謝される仕
事でもあり、やりがいがあります。

❷ 社員主導の風通しの良い職場
サービス業
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社員の平均年齢は、おおよそ 37 歳。
若手が多く、職場環境などを社員主導
で改善できる風通しの良い社風であ
り、働きやすい会社です。

Message

先輩からのメッセージ

OJT（職場内訓練）で先輩からさ
まざまなことを学べるので、スキル
アップができます。分からなければ
積極的に何でも聞くことが大事だと
日々実感しています。これからも向
上心を持って、頑張っていきます。

会社
豊富な実績
自慢
弊社は、宮崎県内に官民合わせて
約 14,000 以上の顧客を有してい
ます。浄化槽の保守・点検数は約
5,000 基、一般廃棄物の収集件数
は約 900 件／月にのぼるなど、着
実に実績を上げています。

農業 林業 漁業

宮交ビルマネジメント 株式会社

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業

仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

卸売業
小売業

●事業内容：清掃、警備、設備管理など
●所在地：宮崎市大字赤江975-1 ●創立：1962年 ●従業員数：488名
● TEL：0985-51-2140 ● MAIL：jinjisoumu@mbs1962.com
● HP：http://www.mbs1962.com/

入社後、ビルクリーニング技能士、建築物環境衛生管理技術者等を取得して頂きます
金融業
保険業

宮崎に根差した「衛生環境づくりのプロ」

❷ スキルアップを会社がバックアップ

看板
水を電気分解した「電解水」
商品
サービス業

会社が必要と認めた資格は、講習費、
受験費用、宿泊費等、資格取得に要す
る費用を全額会社が負担する制度があ
り、また資格を取得した後には有資格
手当として給与にプラスされます。

入社一年目のクリーンスタッフで
す。覚えることは多いですが、先輩
方が優しく教えてくれます。今後は
ビルクリーニング技能士や建築物環
境衛生管理技術者等を目指し、技術
と知識を身に付けていきたいです。

医療
福祉

10 代から 80 代まで幅広い世代が活
躍しており、長く働ける会社です。年
齢や所属に関係なく従業員同士の仲が
良く、ミニバレー大会やバーベキュー
等も開催。楽しく働ける環境です。

先輩からのメッセージ

教育
学習支援業

❶ 働きやすいから幅広い世代が活躍

Message

飲食業

わが社の POINT

不動産業
物品賃貸業

宮交ビルマネジメント株式会社は宮交グループのグループ会社で、ビル・病院内外の清掃業をメインとし
ています。またそれだけではなく、時代に沿った施設管理の多種多様なニーズに応じ、「清掃管理」・「設
備管理」・「保安警備」・「環境管理業務」等の総合ビル管理業のほか、各種イベント会場設営やテント・備
品リース業、庭木の剪定など、安心・安全をテーマに、豊富な専門知識と高度な技術で宮崎に根ざした衛
生環境づくりを行っております。

電 解 水 を 生 成 す る 機 械 を 導 入 し、
清掃に使用。お客様に販売もして
います。電解水は元々 100％水な
ので、清掃後も人体や環境に有害
なものが残らず、安心してご利用
いただけます。
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農業 林業 漁業

株式会社 メモリード宮崎

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業
卸売業
小売業

●事業内容：婚礼、葬祭、貸衣装、ホテル他
●所在地：宮崎市青葉町5-1 ●創立：1988年 ●従業員数：370名
● TEL：0985-26-8611 ● MAIL：miyazaki-soumu@memolead.co.jp
● HP：http://www.memolead.co.jp

金融業
保険業

お客様に寄り添い、最高のおもてなしを

不動産業
物品賃貸業

（株）メモリード宮崎は、冠婚葬祭を中心にしたお客さまの大切な節目をサポートする企業です。結婚式や七五三、
法事法要など、お客さまに寄り添ってさまざまなイベントのお手伝いを行っています。どんな要望にも柔軟に対応
し、満足いただけるサービスを提供できるよう、婚礼部、葬祭部、営業部、保険事業部、宿泊レストラン、宴会部、衣
裳部といった各部門のスペシャリストが連携しながら、日々業務に努めています。

飲食業

わが社の POINT

教育
学習支援業

❶ すべての部署を経験する研修

医療
福祉

入社後の研修期間が１か月あり、その
間に全ての部署を経験します。新入社
員は不安も多いと思いますが、各部署
の雰囲気を実際に体験できるので安心
できると思います。

❷ 豊富な施設数
サービス業
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□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

宮崎県内では結婚式場 6 か所、葬祭・
法事会館 25 か所という多くの施設数
を誇ります。また、グループ全体では
創業 52 年を迎え、1 都 6 県で営業展
開しています。

Message

先輩からのメッセージ

葬儀をプロデュースする仕事をして
います。大切な方を亡くされたご遺
族は深い悲しみに包まれています。
そんなご遺族の心情を受け止め、そ
ばで寄り添い、記憶に残る葬儀とな
るようサポートします。

看板
ガーデンテラス宮崎
施設
ガーデンテラス宮崎ホテル＆リゾー
トは、12 部屋のスイートルームと、
2 つのレストランを併設した結婚式
場。建築家、隈研吾氏が設計した施
設で、最上のひとときをお過ごしい
ただけます。

農業 林業 漁業

株式会社 凌駕

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業

仕事で役立つ資格やスキル

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

卸売業
小売業

●事業内容：総合レンタルおよび会場設営、企画運営
●所在地：宮崎市大字瓜生野3675-1 ●創立：1987年 ●従業員数：16名
● TEL：0985-41-3380 ● MAIL：ryouga@ryouga.co.jp
● HP：https://www.ryouga.co.jp/

中型・大型免許、フォークリフト、小型移動式クレーン等
（入社後資格取得支援制度あり）
金融業
保険業

イベントを通して地域の活性化に貢献

❷ 社員教育の強化

会社
宮崎のイベントのあちこちで「凌駕」
自慢
サービス業

社長自らが先生役となって実施してい
る早朝勉強会や、社員が先生役をする
社員勉強会、県外のイベント見学や研
修会への参加、資格取得支援制度など、
社員教育に力を入れています。

私は入社 2 年目で現在イベントサ
ポート課に所属しています。毎回
新しい現場に行き、全く何もない
状態からステージやテントを組む
ので、毎回完成した時の喜びはと
ても大きいです。

医療
福祉

地域の活性化にイベントは欠かせま
せん。楽しむ人たちを支える縁の下
の力もちとして宮崎を盛り上げるイ
ベントに携わる仕事は、大変なこと
も多いですが、その分やりがいも大
きいです。

先輩からのメッセージ

教育
学習支援業

❶ 仕事を通して地域貢献

Message

飲食業

わが社の POINT

不動産業
物品賃貸業

当社はイベントの会場設営や運営を通じて地域の活性化に取り組む会社です。全国ネットワークのレント
オール事業を通じてさまざまなイベントを学びながら地元宮崎に貢献したいと日々精進しています。全社
員の価値観を揃える目的で、都市部で開催されている研修や勉強会には積極的に参加。また、社会貢献活
動として、地域イベントへの積極的な参加、安全運転の徹底、社員勉強会も行っています。共に学び、共
に成長できる仲間を待ってます！

ま つ り え れ こ っ ち ゃ み や ざ き や、
み や ざ き 納 涼 花 火 大 会、 み や ざ
き 国 際 ス ト リ ー ト 音 楽 祭 な ど。
2019 年には、木崎浜で行われた
世界サーフィン大会にも携わらせ
ていただきました。
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農業 林業 漁業

ワタキューセイモア 株式会社 南九州営業所

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業
卸売業
小売業

●事業内容：病院寝具のリース、滅菌清掃業務
●所在地：北諸県郡三股町蓼池3734-1 ●創立：1992年
● TEL：0986-52-6246
● HP：http://www.watakyu.co.jp/

●従業員数：166名

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

金融業
保険業

清潔で気持ちよい時間を過ごしていただくために

不動産業
物品賃貸業

患者さまが使用するシーツやタオル類をリースする仕事で、病院寝具リースの会社として全国の医療・福
祉機関の 30% をシェアしています。また現在は、リネンサプライ業を中心に医療・福祉施設の各種請負
業務など環境づくりのトータルアウトソーシングのビジネスに力を入れています。当社の社是は「心」。感
謝の気持ちと謙虚な姿勢を大切にしながらお客様のニーズに真摯に向き合う仕事で、全国各地の医療機関
から多くの信頼をいただいています。

飲食業

わが社の POINT

教育
学習支援業

❶ 医療現場を支える「縁の下の力もち」

医療
福祉

社名を知らなくてもコーポレートマー
クを見たことがある方は多いはず。病
院や福祉施設の寝具にワタキューセイ
モアのマークが入っています。医療現
場で、静かに大きく役立つ仕事です。

❷ 日々の仕事の間にちょっとした喜び
サービス業
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リニューアルしたての社屋はとても快
適。また、夏場は 1 日 1 本のアイスク
リームの支給や、誕生月には会社から
プレゼントも。こんな喜びも、日々の
仕事を頑張るエネルギーになります。

Message

採用担当からのメッセージ

今年から新卒者の採用を始めました。
現在工場では 156 名が活躍中。原則
立ち仕事ですが、身体に大きな負担
がかかる仕事はほとんどありません。
細かな作業や、黙々と作業すること
が好きな方にお勧めです。

会社
社屋、リニューアル完了！
自慢
2020 年 11 月、 社 屋 を リ ニ ュ ー
アルしました。事務所も食堂もき
れ い に な り、Wi-Fi 完 備、 ウ オ ー
ターサーバーも導入。無料でお茶・
麦茶などが飲めます。仕事も休憩
も快適です！

農業 林業 漁業

株式会社 ワン・ステップ

建設業
製造業
電気 ガ
･ス ･
熱供給 水
･道業

情報通信業
運輸業

□ 会社資料請求
□ オンライン面接
□ インターンシップ制度
□ 会社見学

金融業
保険業

誰もが感動できる楽しさを提供する

会社
数もサイズも自慢です！
自慢
サービス業

年に一度は県内外の研修に参加。また
社内にも複数の勉強会があり、
特に「お
うちでまなぶくん」は毎月 1 冊、自
分で選んだ本の意見交換の場として定
着。社内の数百冊の本も読み放題です。

入社のきっかけは「日本一を本気で
目指している会社の中心でありた
い」と強く思えたことです。お客様
の“感動”を一番大切にし、
「ご家
族の楽しい思い出の一部となるこ
と」を心掛けて仕事をしています。

医療
福祉

❷ 学ぶことが、刺激になる

採用担当からのメッセージ

教育
学習支援業

イベントツールのレンタルやお子様向
け工作キットなど、ニッチな分野で
シェア No.1 を目指しています。小さ
な会社だからこそ、挑戦のチャンスあ
り！一緒に No.1 を狙いませんか？

飲食業

❶ ニッチな分野で、目指せ No.1！

Message

不動産業
物品賃貸業

『社員・スタッフ・お客様が、心の底から「感動」できるシーンを創造する会社になる』を経営理念に掲げ、
新しいアイデアで感動を届けています。この仕事は多くの企業が競合しているわけではなく、いわゆる『隙
間市場』と呼ばれる市場。だからこそ業界 No.1 を目指すことが可能です。また、これまで培ってきたエアー
遊具のノウハウを活かし、コロナ禍でも使えるエアー式簡易陰圧室の開発にも挑戦中。時代に沿った感動
をお届けしていきます。

わが社の POINT

卸売業
小売業

●事業内容：イベント遊具レンタル・販売
●所在地：宮崎市清武町今泉甲4625-1 ●創立：2002年 ●従業員数：25名
● TEL：0985-64-5399 ● MAIL：event@onestep-miyazaki.com
● HP：https://onestep-miyazaki.com/

自社で全ての遊具を保有してお
り、 増 え 続 け る 新 商 品 は 年 間 約
50 ア イ テ ム。 イ ベ ン ト 遊 具 の 保
有数は全国トップレベルで、コー
ス 全 長 250 ｍ の 日 本 最 大 級 の エ
ア遊具も当社のものです。
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株式会社 タケセン… ……………………… 162
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★ 永野建設
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南九州向洋電機 株式会社… ……………… 173
株式会社 宮崎銀行… ……………………… 183
学校法人 宮崎総合学院… ………………… 198
宮崎第一信用金庫…………………………… 185
株式会社 宮崎太陽銀行… ………………… 186
宮崎電子機器 株式会社… ………………… 175
★ 宮崎パワーライン

株式会社… …………… 110
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★ 株式会社
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就労支援関連情報
皆さまの就職活動を支援する、さまざまな相談機関や情報サイトを
ご紹介します。ぜひ、お役立てください。

宮崎新卒応援ハローワーク

TEL. 0985-62-4123

大学院・大学・短大・高専・専修学校などを新たに
卒業する方と、卒業及び中退後おおむね3年以内の
方々の就職を支援しています。

受付時間／9:30～18:00（土日・祝日を除く）
所 在 地／宮崎市大塚台西1丁目1－39
（ハローワークプラザ宮崎内）

ヤングJOB サポートみやざき

宮崎本所

キャリアカウンセラーが一人ひとりに合った就職活
動やキャリアアップ支援をお手伝いします。就職に
関する相談、履歴書添削や面接の練習なども実施し
ています。
WEB相談も可能。県内在住の方はもち
ろん、県外在住で宮崎県内就職希望の
方もご相談ください。

みやざき若者サポートステーション
15歳から49歳までの働くことに踏み出したい方と
じっくり向き合い、就職への第一歩のお手伝いから
職場定着までを全面的にバックアップします。
キャリア相談、こころの相談、各種セミナー、職場体
験などを行っています。

TEL.0985-23-7260

受付時間／9:00～18:00（日・祝日を除く）
所 在 地／宮崎市錦町1-10
KITEN3階 みやざきJOBパーク＋
延岡サテライト

TEL.0982-35-2116

受付時間／9:00～17:00（※土日・祝日を除く）
所 在 地／延岡市愛宕町2-15 延岡総合庁舎内
宮崎本部

TEL.0985-25-4345

受付時間／9:00～16:00（土日・祝日を除く）
所 在 地／宮崎市老松1-4-21 Kビル2F
サテライト延岡

TEL.0982-37-1190

受付時間／9:00～16:00（土日・祝日を除く）
所 在 地／延岡市土々呂町4丁目4390-1
延岡市職業訓練支援センター1F
サテライト都城

TEL.0986-36-6510

受付時間／9:00～16:00（土日・祝日を除く）
所 在 地／都城市東町4-30

宮崎ひなた暮らしUIJターンセンター

宮崎へのUIJターンを希望する皆さまを支援する窓口です。仕事や住まいなど、
移住に関するさまざまな相談にお応えします。

宮崎本部

TEL.0985-27-3685

受付時間／9:00～18:00（土日・祝日を除く）
所 在 地／宮崎市錦町1-10 KITEN3階
みやざきJOBパーク＋
大阪支部

TEL.06-6348-3835

受付時間／9:00～17:00（土日・祝日を除く）
所 在 地／大阪市北区梅田1-3-1-900
大阪駅前第1ビル9階
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東京支部

TEL.03-6273-4200

受付時間／10:00～18:00（月・祝日を除く）
所 在 地／東 京都千代田区有楽町2-10-1東京交通
会館8階 ふるさと回帰支援センター内
福岡支部

TEL.092-724-6234

受付時間／9:00～17:00（土日・祝日を除く）
所 在 地／福岡市中央区天神2-12-1 天神ビル8階

ポリテクセンター

ポリテクセンター宮崎

ハロートレーニングで再就職を支援します。
ハロートレーニングは、希望する仕事に就く
ために必要な職業スキルや知識を習得する職
業訓練で、無料（テキスト代等は自己負担）
で受講できます。

ポリテクセンター延岡

TEL.0985-51-1512

受付時間／9:00～17:00（土日・祝日を除く）
所 在 地／宮崎市大字恒久4241

TEL.0982-37-0649

受付時間／9:00～17:00（土日・祝日を除く）
所 在 地／延岡市土々呂町6-3028

CHOICE !
宮崎で「くらす」こと「はたらく」ことを、
今後の人生の目的に加えていただくことを目
的として、さまざまな情報をお届けする宮崎
県公式サイトです。県内の注目企業の紹介を
はじめ、役立つ情報が満載です。
https://choice-miyazaki.com/

みやざきの就職イベントカレンダー
県や市町村、各種団体などが主催する就活イ
ベント・セミナーなどをカレンダー形式で紹
介しています。
https://internship.pref.
miyazaki.lg.jp/m-work/

みやざきの就職情報をSNSやメールで発信！
宮崎の就職に関する情報をLINE・Twitter・Facebook・メールマガジンで
タイムリーにお届けします。ぜひ、ご登録ください。

LINE

Twitter

Facebook

メールマガジン
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