
No. 業種 募集職種 採用予定者の勤務予定地 配信予定日

1 ア 旭有機材株式会社 製造業 総合職、一般職 延岡市 2月12日

2 イ 有限会社生目緑地建設 建設業 技術職 宮崎市 2月11日

3 イ インフラテック株式会社 製造業 総合職、製造職 宮崎市、延岡市、日南市 2月11日

4 ウ
植松商事株式会社（植松

グループ）
卸・小売業 接客事務職、営業接客職、技術職、事務職

宮崎市、都城市、延岡市、日南市、小林市、

日向市、高鍋町
2月25日

5 ウ
株式会社ウェルファム

フーズ
製造業 総合職、生産職、事務職 宮崎市 2月11日

6 ウ WＡＳＨハウス株式会社 サービス業 総合職、コールセンター、SE、店舗管理職 宮崎市 2月11日

7 ヴ 株式会社Vitalize 情報通信業 開発職 宮崎市 2月19日

8 エ 江坂設備工業株式会社
電気・ガス･

熱供給・水
現場施工管理、メンテナンス 宮崎市 2月11日

9 エ

ＳＣＳＫニアショアシス

テムズ株式会社　宮崎開

発センター

情報通信業
システムエンジニア、プログラマ、プロジェ

クトマネージャー、プロジェクトリーダ
宮崎市 2月25日

10 エ
江夏商事グループ 江夏商

事株式会社
卸・小売業 総合職 宮崎市 2月19日

11 エ えびの電子工業株式会社 製造業 技術職、製造オペレーター えびの市、都城市、三股町 2月26日

12 エ
社会福祉法人えびの明友

会
医療、福祉 介護福祉士、介護職、看護師、准看護師 えびの市 2月12日

13 エ
株式会社ＭＦＥ　ＨＩＭ

ＵＫＡ
製造業 製造職、設計職、営業職 日向市 2月11日

14 エ 株式会社ＭＪＣ 情報通信業 技術職 宮崎市 2月18日

15 オ 株式会社ＯＰＵＳ サービス業 店舗運営職、営業職
宮崎市、延岡市、都城市、日南市、高鍋町、

鹿児島県鹿屋市
2月26日

16 オ 株式会社大森淡水 製造業 総合職 宮崎市 2月12日

17 オ 株式会社岡崎組 建設業 土木技術職、オペレータ職、生コン運転手 宮崎市 2月12日

18 オ 株式会社オファサポート サービス業 総合職、専門職 宮崎市 2月25日

19 カ
カラビナテクノロジー株

式会社
情報通信業 Webエンジニア、Webディレクター 宮崎県 2月19日

20 カ 株式会社河北 建設業 技術総合職、事務総合職 都農町、宮崎市 2月18日

21 カ かわさき屋株式会社 製造業 事務職、営業職 綾町 2月26日

22 キ 株式会社九州エナジー 卸・小売業 総合職 宮崎市 2月26日

23 キ 株式会社九南 建設業 営業職・技術職 宮崎市、都城市、福岡市、川崎市 2月11日

24 キ 株式会社共立電機製作所 製造業 技術職、事務職 宮崎市高岡町 2月18日

25 キ 共立冷熱株式会社 建設業 技術職 宮崎市 2月11日

26 キ 清本鐵工株式会社 製造業 技術部門総合職 延岡市 2月18日

27 キ 霧島酒造株式会社 製造業 企画職等（予定） 都城市ほか 2月25日

28 ク 株式会社栗山ノーサン 製造業
食肉商品管理開発者、食肉製造作業員、革原

料下処理作業員、フォークリフト運転手
都城市、小林市 2月19日

29 ク 黒瀬水産株式会社
農業、林

業、漁業
加工品製造、魚類養殖 串間市、延岡市 2月12日

30 グ
株式会社グローバル・ク

リーン
サービス業 業務管理営業 日向市 2月26日
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31 ケ
Ｋ・Ｐクリエイションズ

株式会社
製造業

企画営業職、編集ライティング、印刷オペ

レータ
宮崎市 2月19日

32 ケ 社会福祉法人　慶明会 医療、福祉 介護職、調理職、理学療法士 国富町、宮崎市、日南市 2月12日

33 ケ 社会福祉法人敬和福祉会 医療、福祉 介護職員、看護職員、管理栄養士、調理師 都城市 2月26日

34 コ
株式会社コア・クリエイ

トシステム
情報通信業 プログラマー、SE、サポート、保守、営業 宮崎市 2月26日

35 コ 株式会社興電舎 建設業 総合職 延岡、宮崎、日南、大分、福岡 2月12日

36 コ こばやし農業協同組合 サービス業 事務技術職、労務職 小林市、高原町 2月25日

37 コ 株式会社児湯食鳥 製造業 営業職、製造職、生産職、事務職 川南町、都城市、西都市、日南市 2月11日

38 サ
株式会社さかえ写真スタ

ジオ
サービス業 フォトグラファー、コーディネーター 宮崎市、延岡市、日向市 2月18日

39 サ 坂口建設株式会社 建設業
施工管理(土木･建築･ICT)、重機オペレー

ター、建設作業員、見習い(土木･建築)
小林市 2月12日

40 サ
株式会社サザンクロスシ

ステムズ
情報通信業 プログラマー、システムエンジニア 宮崎市、東京都 2月26日

41 サ 有限会社サンエク 建設業 エクステリア技術職 主に宮崎市内 2月18日

42 サ
サンキョーミート株式会

社
製造業 食肉加工職 小林市 2月11日

43 サ
三和ニューテック株式会

社
製造業 開発職、資材購買、製造工程、品質保証 宮崎市、国富町 2月25日

44 ザ
有限会社　財務経営サー

ビス
サービス業 税務会計職 宮崎市 2月26日

45 シ 株式会社システム開発 情報通信業 総合職、技術職 宮崎市 2月18日

46 シ 株式会社システム技研 製造業 技術職 都城市 2月12日

47 シ 株式会社シャノン 情報通信業
web制作、カスタマーサポート、導入コンサ

ルタント
宮崎市 2月12日

48 シ
昭南ハイテックス株式会

社
製造業

機械オペレーター、検査、セラミック研削・

加工
えびの市 2月12日

49 ジ 自衛隊宮崎地方協力本部 サービス業 自衛官候補生、一般曹候補生、 宮崎県内、他全国 2月12日

50 ジ
JA宮崎経済連（宮崎県経

済農業協同組合連合会）

農業、林

業、漁業
総合職、技術職 宮崎市 2月26日

51 ス
スパークジャパン株式会

社
情報通信業

システムエンジニア、プログラマー、Web・

ECサイトのデザイナー、Web・EC事業の

ディレクター

宮崎市 2月19日

52 ス 株式会社　昴
教育・学習

支援業
職員講師、東進衛星スタッフ 宮崎市、都城市、小林市、延岡市、日向市 2月19日

53 ス
社会福祉法人スマイリン

グ・パーク
医療、福祉 生活支援員、保育教諭 都城市、小林市、三股町、宮崎市 2月11日

54 セ
生活協同組合コープみや

ざき
卸・小売業 総合職員

宮崎市、都城市、延岡市、日南市、日向市、

小林市、高鍋町
2月18日

55 セ
センコービジネスサポー

ト株式会社
情報通信業

事務サービス、コンタクトセンター、事務代

行
延岡市、えびの市 2月11日

56 タ 株式会社 大興不動産
不動産業、

物品賃貸業
営業職 宮崎市 2月19日

57 タ 高鍋信用金庫
金融業、保

険業
総合職、一般職

宮崎市、西都市、日向市、小林市、えびの

市、門川町、都農町、川南町、木城町、高鍋

町、新富町、国富町、高原町

2月19日

58 タ 株式会社タケセン 卸・小売業 営業職 宮崎市、都城市、日南市、小林市、延岡市 2月18日

59 ダ ダイレックス株式会社 卸・小売業 店舗運営職

宮崎市、西都市、延岡市、都城市、小林市、

日南市、児湯郡、北諸県郡、東諸県郡、東臼

杵郡

2月26日

60 ツ
ツカサ電工株式会社　都

城事業所
製造業 総合職 都城市 2月26日
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61 デ
株式会社デュアルタップ

グロウス
サービス業 コールセンタースタッフ 宮崎市 2月25日

62 デ
デル・テクノロジーズ株

式会社
製造業 テクニカルサポート職 宮崎市 2月26日

63 デ 株式会社デンサン 情報通信業 システムエンジニア、プログラマー 宮崎市 2月12日

64 デ 株式会社デンソー宮崎 製造業
生産技術、品質管理・品質保証、生産管理、

インフラエンジニア
国富町 2月18日

65 ト
東郷メディキット株式会

社
製造業 開発職 日向市 2月19日

66 ト 都北産業株式会社 建設業 総合職、技術職、営業職 宮崎市、都城市 2月18日

67 ト 外山木材株式会社 製造業 総合職、工場管理職、製材スタッフ
都城市(八幡町・今町・志和池)　鹿児島県志

布志市(有明町)
2月25日

68 ト
虎コーポレーション株式

会社
サービス業 総合職、ホールサービス職

宮崎市新別府町、串間市、都城市早鈴町、都

城市高木町
2月19日

69 ナ 株式会社中園工業所 製造業 技術者 延岡市 2月25日

70 ナ 株式会社ながやま 卸・小売業 総合職、製造職 宮崎市、都城市 2月25日

71 ナ 南栄リース株式会社 建設業 総合職、業務職、営業職 宮崎市、都城市、門川町 2月26日

72 ナ 南国興産株式会社 製造業 製造職、事務職 都城市 2月19日

73 ニ
株式会社日産サティオ宮

崎
卸・小売業

カーライフアドバイザー、テクニカルスタッ

フ
宮崎市、延岡市、都城市 2月12日

74 ニ
日本情報クリエイト株式

会社
情報通信業 ITサポート職 都城市 2月18日

75 ネ
株式会社ネオキャリア

BPO宮崎センター
サービス業 事務系総合職、管理職、オペレーター 宮崎市 2月11日

76 ハ 株式会社ハンズマン 卸・小売業 販売職 宮崎市、都城市 2月18日

77 パ
パーソルワークスデザイ

ン株式会社
情報通信業 総合職 宮崎市 2月26日

78 ヒ 株式会社日向屋 製造業 営業職、技術職 門川町 2月25日

79 ビ BTV株式会社 情報通信業 総合職 都城市 2月25日

80 フ
株式会社フェニックスシ

ステム研究所
情報通信業 システムクリエイター 宮崎市 2月19日

81 フ
フェニックスリゾート株

式会社
サービス業 調理、接客サービス 宮崎市 2月12日

82 フ フュージョン株式会社
農業、林

業、漁業
飼育スタッフ、鶏卵部門、営業スタッフ 都城市、日向市、新富町、宮崎市、延岡市 2月18日

83 ベ ベジエイト株式会社
農業、林

業、漁業
技術職、営業職 都城市 2月18日

84 ホ 社会福祉法人報謝会 医療、福祉 介護職員、管理栄養士、看護師
宮崎市、西都市、国富町、都城市、三股町、

小林市、高原町
2月25日

85 ホ
株式会社ホンダオート染

矢
卸・小売業 営業職、自動車整備士、技術職、事務職 延岡市 2月25日

86 マ 株式会社マスコ 飲食業 飲食店店舗スタッフ（店長候補）
宮崎市、都城市、小林市、西都市、児湯郡高

鍋町・新富町
2月12日

87 マ 株式会社マルイチ 卸・小売業 総合職 日向市、延岡市、宮崎市 2月12日

88 マ 株式会社丸商建設 建設業 技術職
宮崎市、都城市、延岡市、日向市、小林市、

日南市、霧島市
2月26日

89 マ 株式会社丸正フーズ 製造業 食品製造職、事務職 えびの市 2月26日

90 マ 株式会社丸祐運送
運輸業、郵

便業

配送スタッフ、倉庫業、整備士、プリンター

施工補助
延岡市、西都市 2月25日

91 マ MANGO株式会社 情報通信業
デジタル広告運用コンサルタント、オペレー

ションディレクター
宮崎市 2月11日
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92 ミ 南九州化学工業株式会社 製造業 総合職 高鍋町 2月11日

93 ミ 南日本ハム株式会社 製造業 製造職、技術職、品筆管理・商品開発 日向市 2月11日

94 ミ 南日本酪農協同株式会社 製造業 総合職
東京都・大阪府・愛知県・広島県・福岡県・

熊本県・宮崎県・鹿児島県
2月19日

95 ミ

ミネベア アクセスソ

リューションズ株式会社

（旧社名:株式会社ホンダロック）

製造業 技術系総合職、技術職 宮崎市、宇都宮市 2月25日

96 ミ 宮崎瓦斯株式会社
電気・ガス･

熱供給・水
総合職 宮崎市、延岡市、都城市 2月19日

97 ミ 株式会社宮崎銀行
金融業、保

険業
総合職、特定職 宮崎市　他 2月18日

98 ミ
株式会社　宮崎県ソフト

ウェアセンター
情報通信業

ネットワークエンジニア、システム開発・運

用保守
宮崎市 2月12日

99 ミ 宮崎県農協果汁株式会社 製造業
専門技術職、営業職、品質管理・研究開発

職、製造職
川南町、宮崎市 2月12日

100 ミ
江夏商事グループ 宮崎サ

ンフーズ株式会社
製造業 製造管理職、製造職 新富町 2月26日

101 ミ 宮崎第一交通株式会社
運輸業、郵

便業
乗務員 宮崎市・日南市・延岡市 2月19日

102 ミ 宮崎第一信用金庫
金融業、保

険業
総合職

宮崎市、西都市、都城市、日南市、串間市、

三股町
2月11日

103 メ 株式会社メモリード宮崎 サービス業 総合職
宮崎市、延岡市、都城市、小林市、西都市、

高鍋町、日南市等
2月18日

104 メ 米良電機産業株式会社 卸・小売業 総合職、事務職
宮崎市、高鍋町、都城市、延岡市、日南市、

小林市、高千穂町
2月18日

105 ヤ 株式会社矢野興業 建設業 技術職 宮崎市 2月25日

106 ヤ 大和開発株式会社 建設業 土木技術職、建築技術職 宮崎県内 2月19日

107 ユ 社会福祉法人豊の里 医療、福祉 総合職、介護職、生活相談員 都城市、三股町 2月25日

108 ヨ 吉原建設株式会社 建設業 施工管理、企画営業、現場事務 宮崎市、都城市、日向市 2月19日

109 ラ
ラピスセミコンダクタ株

式会社　宮崎工場
製造業 技術職 宮崎市 2月18日

110 リ 株式会社凌駕
不動産業、

物品賃貸業
総合職 宮崎市 2月25日

111 レ
株式会社レジャークリエ

イトホールディングス
サービス業 調理師、宿泊スタッフ、施設管理 宮崎市、えびの市、日南市 2月19日

112 ワ
ワールドワイドトレード

株式会社
卸・小売業 営業職、専門職、総合職 宮崎市、西都市 2月11日

113 ワ 株式会社ワン・ステップ
不動産業、

物品賃貸業
営業職 宮崎市 2月26日


