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「ひなた創生のための奨学金返還支援事業」　を活用して支援企業へ入社した人に聞きました！

奨学金返還支援制度を活用した理由は？

この企業を選んだ理由は？

奨学金返還支援制度を活用した理由は？

この企業を選んだ理由は？

就職活動中の方にメッセージを！

就職活動中の方にメッセージを！

企業の詳細は P7 ➡

企業の詳細は P10 ➡
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商業高校卒業後は就職するつもりでしたが、人との出会い
や学びを求めて、奨学金を利用して大学進学を選択しま 
した。就職活動中にこの制度の存在を知り、家族に負担を
かけず返還していく助けになると思い、申請しました。

人事担当の方との出会いです。インターンシップや就職
説明会などで顔を合わせるたびに気にかけてくださり、 
このような方のもとで働き、成長していきたいと強く感じ
ました。

自分のための進学なので、親に負担をかけないよう、早く
から奨学金の利用を決めていました。就職活動中に𠮷原建
設の採用担当の方から制度のことを伺い、少しでも返還額
を軽くして将来に備えたいと思ったのが活用の理由です。

住宅施工の部門があることです。一般住宅は人生で最も大
きな買い物。地元の友人やお世話になった方が家を建てた
いと思ったとき、自分が携わりたいと思い志望しました。

県外就職を希望する人も多いと思いますし、私も当初はそ
うでした。でも実は、見落としがちな足元＝地元にも、宝物 
のような出会いや、自分の成長につながる仕事がたくさん
あります。私たちを応援してくれる制度を上手に活用しな
がら、一緒にたくさんの夢を実現させていきましょう！

この奨学金返還支援制度の認定企業は、若手の良いところ
を見つけ、伸ばしていこうという意欲の強い企業ばかり
だと思います。さまざまな職種がありますが、県内にも目
を向け、希望以外の職種の会社でも一度訪問してみると、 
充実した将来につながる新しい発見がきっとできますよ！

2020年４月入社。宮崎商業高校を経
て、宮崎大学地域資源創成学部へ。
学生時代は、県北の離島で地域の課
題解決に取り組むなど、地元愛を学
業にも反映。

2019年４月入社。都城西高校、久留
米工業大学卒業。テレビのリフォー
ム番組をきっかけに、小さいころか
ら家を建てることに興味を持ち、建
築の道を選択。
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PROFILE

「ひなた創生のための奨学金返還支援事業」　を活用して支援企業へ入社した人に聞きました！

奨学金返還支援事業を活用した理由は？

この企業を選んだ理由は？

奨学金返還支援事業を活用した理由は？

この企業を選んだ理由は？

企業の詳細は P15 ➡

企業の詳細は P13 ➡

就職活動中の方にメッセージを！

就職活動中の方にメッセージを！
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高校卒業後、商業に関する勉強をしたいと考え、奨学金を
利用して京都の専門学校へ進学しました。卒業後、働きな
がら奨学金の返還を支援してくれるこの制度を知り、地元
で働きたかった私には最高の制度だと思い活用しました。

宮崎県内企業の合同就職説明会に参加し、この会社を知り
ました。希望する事務職の募集があり、高校では福祉も学
んでいたので、学問の経験が生かせる当社を選びました。

大学時代に利用した奨学金の返還について計画を立てて
いた時にこの支援制度を知り、地元・宮崎県の企業に就職
でき、加えて返還の支援をしてもらえるありがたい制度だ
と思い活用しました。

大学時代に身につけた web制作の知識や技術を活かせる
職場で働きたいという思いと、IT により地元の発展に貢献
したいという考えから当社を選びました。

自分の希望する職種で働きながら、奨学金の返還支援もし
てくれるこの制度を活用でき大変満足です。5 年間の勤務
が条件にありますが、自分のやりたい仕事であればアッと
いう間ですし、メリットの方が大きいと感じるので、奨学
金返還で悩んでいる人はぜひ検討してみてください。

奨学金返還支援事業のおかげで、好きなことを仕事にでき、
奨学金の返還支援もしてもらえるとあって、とても満足し
ています。利用にあたって、手続きなどが複雑なのかと 
思いきや、会社が色々とサポートしてくれたので、スムー
ズに進んだこともありがたかったです。

2020年４月入社。宮崎県都城市出身。
学生時代に学んだ福祉・商業の知識
を発揮できるときわ会に入社。現在
は本部事務局に在籍し、収益事業の
事務業務も兼務。

2020年４月入社。宮崎県高鍋町出身。
大学時代にweb制作に興味を持ち、
スキルや知識を習得。現在は主にweb
システム開発のプログラミングを担当
する。
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確かな技術で便利な社会づくり

建設・建築業
CONSTRUCTION

旭建設株式会社

江坂設備工業株式会社

株式会社金丸慶蔵商店

株式会社内山建設

株式会社岡﨑組

上田工業株式会社

大淀開発株式会社

株式会社上村開発

「人間力日本一」を掲げ地域の発展に貢献

宮崎の暮らしを一緒に支えませんか！

社員と共に挑戦し、共に成長する会社

育成に力を入れ、資格取得もバックアップ

充実した人事教育制度でバックアップ

建設＋サービス＝上田流

建設業未経験でもOK  徹底サポートで支えます

地域も働く人も大切により良いまちをつくる

募集職種 技術職

募集職種 総合職／技術職

募集職種 営業職／技術職

募集職種 技術職

募集職種 技術職／建設土木技術者

募集職種 技術職

募集職種 総合職／技術職

募集職種 技術職

事業内容：土木工事（トンネル、道路等）の施工管理
〒883-0051　宮崎県日向市向江町1-200
☎0982-52-1234

事業内容：空調設備／給排水衛生設備の施工・
メンテナンス・リフォーム
〒880-0001　宮崎県宮崎市橘通西5-2-33
☎0985-24-3051

事業内容：建設資材販売、リフォーム、内装、
外構工事等
〒889-0614　宮崎県東臼杵郡門川町上町6-24
☎0982-63-1051

事業内容：土木工事・建築工事の施工・管理
〒883-0034　宮崎県日向市大字富高93-1
☎0982-57-4833

事業内容：一般土木工事、生コンの製造販売、
コンクリート構造物の調査診断等
〒880-0916　宮崎県宮崎市大字恒久1800-1
☎0985-53-0567

事業内容：土木・建築工事業、宅地建物取引業
〒882-0837　宮崎県延岡市古城町5-46
☎0982-35-1717

事業内容：土木、建築等の総合工事、建設資材
製造販売
〒885-0042　宮崎県都城市上長飯町5427-1
☎0986-22-3362

事業内容：建設業、白砂等の販売・配達、産業廃
棄物処理業等
〒885-0114　宮崎県都城市庄内町12993-1
☎0986-37-2712

土木専門の建設会社として昭和34年設立。道路
や橋、トンネルや河川など私たちの生活には欠か
せないインフラの整備を宮崎県内全域で展開し
ています。正しい道徳観と相手の気持ちになって
物事を考える心で、発注者や協力会社、地元の方々
に寄り添いながら、安心安全な国土づくりを行っ
ています。

社員一人ひとりの能力と意欲に基づいて人材開発
を行い、適材適所の活躍ができる職場です。当社
では色々な資格に挑戦でき、技能講習、資格取得、
資格手当、報奨金など社員のやる気に応える仕組
みを整えています。お客様を第一に、会社・従業員
と共存共栄を図り、地域社会に貢献することを理
念に掲げています。

地元で創業して74年。「日本の豊かな住まいの創
造と再生のお手伝いをします。」という事業理念の
もと、お客様のためになることを提供し続け、会社
を常に変化させてきました。「信用・信頼をつくる
のは10年、失うは一瞬」をモットーに、社員と共に
挑戦し、成長・発展している会社です。

当社は、単なる機能性・利便性の追求にとどまらず、
快適で安心して暮らせるまちづくり・環境づくり
を目指して事業を推進しています。現在、休日数
の増加や若手、女性の採用・育成に積極的にチャ
レンジしています。資格取得も会社からのバック
アップがあるので安心です。

当社は宮崎に根差し、土木事業と生コン事業を柱
に、新たにリフォーム事業なども展開しています。
生産性向上に積極的に取り組んでおり、宮崎県か
ら働きやすい職場「ひなたの極」の第１号に認定
されました。男性の育児休暇の取得率も100％で、
人事教育制度も充実。社員の成長を会社が全面的
にバックアップします。

お客様の視点に立った「顧客第一主義」が当社の
基本姿勢です。地域社会に貢献すべく、ボランティ
ア活動への参加や市民グループとの交流も図って
います。お客様との「生涯おつきあい」を大切に、
地域から必要とされる企業を目指し、従来のゼネ
コンから、これからの時代にふさわしい建設サー
ビス業に移行します。

「君の活躍の場がここにある!!」。当社は土木・建
築・注文住宅・エネルギー・資材製造などの事業を
展開している総合建設業です。技術職・営業職・総
合職など多様な職種があり、未経験でもベテラン
社員がマンツーマンで指導します。さらに資格取
得制度でスキルアップも可能。皆さんの挑戦をお
待ちしています！

私たちは、自分たちが住むまちをより良くするため、
まちの基盤を造り、支える企業として日々地域に 
貢献しています。また、日常の仕事はもちろんプ
ライベートの時間も大切に、現場終了後の長期リ
フレッシュや積極的な有給休暇取得にも取り組ん
でいます。そんな思いに共感する、あなたのご応
募をお待ちしています。
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株式会社興電舎

電気が活躍できるようにサポートする会社

募集職種 総合職／営業職／システムエンジニア職／技術職
※延岡本社での研修期間を経て配属先が決定

事業内容：電気設備工事及び電気機械器具製造
〒882-0862　宮崎県延岡市浜町222-1
☎0982-33-3602

戦後復興の名を借りて興電舎と名付けられた当社
は1949年に設立。以来、電気技術を柱に、お客様
を総合的にサポートできる企業を目指し、課題解
決と新たな価値の創造に邁進してきました。今後
も、東九州の中核企業として地域と密着し、「電気
を活かす。社会に活きる。」をテーマに、全国に誇
れる企業を目指します。

株式会社河北

株式会社九南

株式会社五幸建設

神崎建設工業株式会社

共立冷熱株式会社

坂口建設株式会社 株式会社坂下組

株式会社九州土木設計コンサルタント

環境に配慮した最先端設備と熟練の技術

宮崎県内の電気完工高「No.1」

創立45年の実績と安心の職場で成長後押し

宮崎県トップクラスの実績を誇る総合建設会社

働きやすい環境が整う、活気ある職場です

すべては人と社会の安全のために まちづくりの最前線でリーダーシップを発揮

地域の振興と安全・安心を担う仕事

募集職種 事務職／技術職

募集職種 営業職／技術職

募集職種 事務職／営業職／システムエンジニア職／技術職

募集職種 事務職／技術職

募集職種 技術職

募集職種 技術職 募集職種 技術職

募集職種 技術職（専門的な知識・資格は必須ではありません）

事業内容：建設業、生コン製造業、不動産業
〒889-1201
宮崎県児湯郡都農町大字川北4884
☎0983-25-0130

事業内容：総合電気工事業
〒880-0912　宮崎県宮崎市大字赤江2
☎0986-27-5600

事業内容：土木工事、塗装工事、法面工事、建築
工事等の施工管理
〒883-0062  宮崎県日向市大字日知屋4726-10
☎0982-54-6767

事業内容：総合建設業
〒880-0812　宮崎県宮崎市高千穂通2-6-14
☎0985-25-1233

事業内容：冷凍冷蔵空調設備設置工事、アフ
ターメンテナンス
〒880-0912　宮崎県宮崎市大字赤江1797-4
☎0985-56-1250

事業内容：総合建設業
〒886-0213
宮崎県小林市野尻町三ヶ野山3214-1
☎0984-21-6311

事業内容：建設作業所の施工管理、土木工事、
建築工事
〒886-0004　宮崎県小林市細野391-1
☎0985-22-6185

事業内容：官公庁建設事業のインフラ整備用
調査・計画・設計、維持管理の調査・補修設計
〒880-0123  宮崎県宮崎市大字芳士3701-59
☎0985-39-3330

当社はSDGsを積極的に推進しており、環境に配
慮した工事施工や、道路・河川・橋梁等のあらゆる
インフラ整備事業を通し、技術革新の拡大を図っ
ています。建設事業は県内建設業者の格付けラン
キングで最上位の「特A」クラスに選定。コンクリー
ト製造には最先端 IT 設備も導入し、高品質の製品
を提供しています。

送電・配電・通信・発変電のライフライン工事を核と
して、電気工事を主力に高度情報化社会に対する
工事、環境工事など技術革新とトータルサービス
で、人と電気と暮らしをつないで74年になります。 
人と企業の調和を図り、豊かな暮らしに貢献でき
る企業を目指し、さらなる飛躍を続けます。

創立以来45年、土木や舗装、法面、水道、建築など
の工事を通じて築いた信頼と実績で地域社会に 
貢献しています。さらなる技術力向上を目指す社
員の各種講習や研修会への参加、資格取得や技術
習得を全面支援。各々がスキルアップできる環境
づくりに加え、福利厚生の面での職場改革にも積
極的に取り組んでいます。

当社は県内で鉄筋コンクリート造賃貸マンション（ユー
ミーマンション）事業を中心に展開し、その着工戸数
は宮崎県No.1の実績を誇ります。企画・設計・施工か
ら入居管理、アフターフォローまでを一貫して行う独
自の「トータル賃貸管理システム」を確立。建設後も
オーナー様の賃貸経営をサポートしています。自ら
建設需要を掘り起こし、地域経済に貢献しています。

地域のコールドチェーンを守り発展させることで
社会に貢献し、それを支える「社員（人財）」の働き
やすい職場環境づくりに取り組んでいます。業務
効率化により残業時間削減や各休暇制度利用が進
み、働きやすい職場「ひなたの極」認証も取得。また、
資格取得支援や従業員同士でのピアボーナス制度
も導入しています。

当社は地域の発展や活性化、社会への奉仕や貢献
を念頭におき、豊かな郷土を築くための事業活動
を行っています。「すべては人と社会の安全のため
に」の理念のもと、お客様や地域と共に、夢と安心
をカタチにしていきます。また、「有給休暇取得の
推進」や「資格取得支援制度」など、働きやすい職
場づくりにも注力しています。

昭和３年の創業以来、まちづくりの最前線に立ち、
より豊かで快適な暮らしの実現に向け、宮崎のアッ
プデートに取り組む坂下組。「よりよい仕事をより
早く」を合言葉に、地域やお客様の期待以上の成果
を上げることを心がけています。仲間をまとめ最
良のチームワークを生む、明るく元気な社員が集
まる会社です。

当社の仕事は、国や自治体が行う道路や橋、上下水
道などの生活に欠かせない社会インフラサービス
を計画・調査・設計・管理の側面からプロデュース
する「建設コンサルタント」です。社会的な貢献度
が非常に高く、とてもやりがいがあります。入社
後の教育・指導や社内外の研修、資格取得支援など
も充実しています。
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富岡建設株式会社

働きやすい職場づくりにいち早く着手

募集職種 技術職

事業内容：土木工事、舗装工事、港湾、浚渫工事
〒887-0033　宮崎県日南市大字平山2292-4
☎0987-23-1236

創業70年を迎えた当社は県南トップクラスの実績
を誇り、高速道路や国道・県道等の工事、港の津波
対策工事、トンネル、港湾、河川、舗装など人々の
生活に関わるインフラ工事を行っています。「ひな
たの極」認証を受けた県南第１号の企業で、安心し
て末永く働ける体制を整え、明るい職場づくりを
目指しています。

フェニックスコンサルタント株式会社

信頼・創造・挑戦を信条に宮崎の発展に貢献

募集職種 技術職（理系であれば学部学科は問いません）

事業内容：建設コンサルタント業・測量業・地質 
調査業
〒880-0121  宮崎県宮崎市大字島之内字境田
6652　☎0985-39-2914

当社は道路・河川・橋梁など、土木構造物に関わる
調査・測量・計画・設計を行っています。私たちの仕
事は、ゼロからの物づくり。そのため、やり遂げた
時の充足感は大きいです！また、それぞれの業務
で様々な経験ができるのも特徴。UAV（無人航空機）
や３Dレーザースキャナー等も導入し、新たなステッ
プへ進んでいます！

株式会社志多組

株式会社田村産業

巴設備工業株式会社

有限会社椎原

第一建設株式会社

株式会社創建

有限会社東栄空調

培った技術力を承継しまちづくりを牽引

時代の先を行く技術で未来の現場を切り拓く

ものづくり、提案型営業に興味のある方

夢実現への進学を願う若者の志を支援します

充実した人材育成と健康管理で社員を支える

若い力とやりがいを育む環境づくりを実践

信用と信頼生む堅実な仕事と技術を培う

募集職種 総合職／事務職／技術職

募集職種 技術職

募集職種 総合職／システムエンジニア職／技術職

募集職種 事務職／技術職

募集職種 技術職

募集職種 技術職

事業内容：土木・建築工事の施工管理
〒880-8550　宮崎県宮崎市高千穂通1-4-30
☎0985-24-3151

事業内容：土木工事の写真管理や測量、進捗管
理等の施工管理業務
〒880-0946　宮崎県宮崎市福島町3-2-1
☎0985-51-2212

事業内容：NTT、九州電力等の光ファイバー線路設備等
〒886-0002　宮崎県小林市水流迫662-1
☎0984-22-5294

事業内容：林道・砂防・河川等の公共工事等
〒880-0036
宮崎県宮崎市花ヶ島町小無田662-5
☎0985-24-5056

事業内容：総合建設コンサルタント（測量・設
計ほか）
〒883-0033　宮崎県日向市大字塩見15227-1
☎0982-54-2562

事業内容：空調設備工事業
〒889-0611
宮崎県東臼杵郡門川町大字門川尾末7218-3
☎0982-63-4871

当社は、マンションや店舗・公共施設などの建築
工事と、道路や橋梁・港湾・河川整備といった土木
工事の施工管理が主な仕事です。長年にわたり
培ってきた技術力を次世代の技術者へ承継しつつ、
ICT 施工など技術革新への取り組みも積極的に
行っています。地域のまちづくりの経験を通して、
共に成長していきましょう。

田村産業は、道路や河川などの土木工事を中心に事業
を展開し、創業80年の長い歴史の中で多くの信頼と実
績を重ねてきた会社です。重機の保有台数は50台以
上と県内トップクラスで、国内購入第一号機のICT建
設機械をはじめ、今後も最先端の土木設備を積極的に
導入することで、さらなる安全性の向上、施工の効率化、
省力化を図り、時代の先を行く企業を目指します。

昭和41年の創業以来、ライフライン（水道）と衛生 
空調設備に関わる工事を主軸に幅広く展開して
います。近年では、個人住宅の改修（リフォーム）
工事にも注力し、新しい切り口での事業拡大を模
索中です。新卒採用により若年従業員が増えてき 
ました。「つくること」、「考え出すこと」が好きな
方をお待ちしています!!

建設業の電気通信工業と分類され、昨今の情報通
信社会に必要不可欠なインフラの一部を構築・維持
する仕事で、少し特殊なため同業者は県域でも数
社のみです。資格を取得し高いスキルを身に付け
る環境も整っています。我々と共に明日の情報通
信社会を作りましょう。

当社は昭和34年の創業以来、土木構造物の施工 
（主に公共事業）･建築物の設計施工を請け負って
います。人材育成にも注力。キャリアアップ制度
を活用し、未経験でも建設技術の国家資格、免許
の取得を目指せます。2021年には「健康経営優良 
法人2021」認定を取得。従業員の健康管理を会社
全体でサポートしています。

1986年の創立以来、当社が大切にしているのは、
安心して働ける職場づくりと社員一人ひとりの
スキル向上です。「有給休暇取得の推進」「退職金
制度」「健康診断（がん検診）の年１回実施」「資格
取得奨励制度（奨励金・資格手当の支給）」など、社
員のやりがいと成長、若い社員の活躍を全力でサ
ポートしています！

建物内の空気をより快適に調和する工事業者とし
て41年。培った技術と信頼で、今や九州全県から
仕事の依頼を受ける会社に成長しました。これか
らも、現代の暮らしに必要不可欠となりつつある
さまざまな建築物の空調工事を手掛けて社会の発
展に貢献し続けるとともに、100年続く企業を目
指し、努力していきます。

募集職種 営業職／技術職  ※要普通自動車免許・準中
型自動車免許・中型自動車免許（職種による）

事業内容：衛生設備工事、空調設備工事、水道
施設工事、消防設備工事
〒880-0852　宮崎県宮崎市高洲町18-8
☎0985-27-2515
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株式会社矢野興業

湯川建設株式会社

従業員に合わせた支援や働き方を提供

地元と環境への愛に溢れた会社で仲間と働く

募集職種 技術職（施工管理）

募集職種 総合職／技術職

事業内容：総合建設業（土木・建築）
〒880-0001　宮崎県宮崎市橘通西5-1-23
☎0985-31-1818

事業内容：建設業
〒882-0034　宮崎県延岡市昭和町3-2014
☎0982-32-6615

当社は総合建設業として宮崎県内の土木・建築工
事の施工管理業務を行っています。多種多様な働
き方を常に追求し、独自の育児サポート制度や資
格取得支援制度を導入しています。今後も従業員
がモチベーションを維持しながら仕事ができるよ
う、多様な働き方を提供していきます！

当社は、「良い会社で良き仲間を作る」がモットー。
社内レクリエーションの実施に加え、土木の日の
奉仕活動や「まつり延岡」での神輿担ぎなど、地元
との交流も盛んで、働きやすい環境づくりを推進
しています。自然災害が頻発する中、地域を守る
建設産業であなたも共に未来に残るモノづくりを
しませんか。

松本建設株式会社株式会社増田工務店 三桜電気工業株式会社

信頼と実績を誇る創業84年の建設会社和を大事にする人づくりで地域社会に貢献 電気を守るプロの技術者集団

募集職種 技術職募集職種 技術職 募集職種 電気工事技術職

事業内容：土木・建築現場での施工管理業務
〒880-0021　宮崎県宮崎市清水1-9-24
☎0985-25-3208

事業内容：建築・土木現場の施工管理、営業、 
管理業務
〒884-0002　宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋
4750　☎0983-23-3333

事業内容：送電線の建設及び保守・メンテナンス
業務
〒880-2112  宮崎県宮崎市大字小松字下川原
1158-11　☎0985-47-4077

昭和13年の創業以来、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取
り組んでいます。経験豊富な技術者も多数在籍し、
実務経験の少ない方でも安心して仕事に取り組め
ます。また、令和３年３月に「ひなたの極」認証を
受け、働きやすい職場環境づくりにも取り組んで
います。

当社は、「和を尊ぶ人づくりを使命とし感動をもた
らす作品の創造により人と地域社会に貢献をし、
社員の豊かな人生の実現を目指す」を企業理念と
して掲げています。防災や災害復旧活動などで積
極的に地元に溶け込み、研修旅行・周年事業・運動
会・安全大会等の社内行事で社員の融和を図って
います。

送電線の建設や保守、官公庁などの建物の電気設
備工事、一般家庭のオール電化工事など、九州一円
で様々な事業を展開しています。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
を誇っており、電気というライフラインを守るプ
ロの技術者集団として、人材教育を基本に技術の
継承に力を入れています。

𠮷原建設株式会社

総合建設業南九州売上 No.1

募集職種 技術職

事業内容：建築工事業、土木工事業ほか
〒885-0032　宮崎県都城市中原町32-1
☎0986-25-7000

当社は、従業員の健康管理体制が評価され「健康
経営優良法人」に認定。また、「仕事と生活の両立
応援宣言」や「仕事と介護を両立できる職場環境」
を公表するなど、働きやすい職場環境の整備に注
力しています。「建設業を通じて地域に貢献したい」

「安定した会社で長く働きたい」「九州で転勤なく
働きたい」に応えられる会社です。

八作建設株式会社

土木構造物で企業と地球の調和を目指す

募集職種 事務職／技術職／土木工事積算業務　※性別不問
※必要な資格：普通自動車免許（AT限定可）

事業内容：土木工事、維持修繕工事、管路更生
工事、鉄道関連工事の施工管理業務
〒882-0881　宮崎県延岡市三須町1123-3
☎0982-32-1658

昭和53年に創業し、皆様のお陰で40年を超えるこ
とができました。現在は国土交通省、宮崎県、延岡
市、JR九州を中心とした土木工事を手がけていま
す。私たちは、お客様の信頼と満足を得る高品質
の土木構造物を提供し、企業活動と地球環境の調
和を目指し社会貢献します。また、安全で健康的
な職場環境づくりにも注力しています。

三井工業株式会社

大和開発株式会社

信頼性を意識し、地域に根ざした企業へ

すべての人の夢と喜びを「カタチ」にしたい

募集職種 技術職／現場責任者／重機オペレーター

募集職種 技術職／介護職

事業内容：土木工事業
〒882-0024　宮崎県延岡市大武町779-８
☎0982-33-0456

事業内容：総合建設業（土木工事、建築工事）
〒880-0852　宮崎県宮崎市高洲町235-3
☎0985-27-8111

土木・舗装工事をメインに、宮崎県・延岡市発注工
事、公共工事下請工事、ゼネコン企業の下請工事、
N-SPC工法工事などの事業を展開。業者数の多
い地域においては、安全施工はもちろん、高い技
術力と品質、社員それぞれの人間性、企業として
の信頼性を常に意識し、地域に根ざした企業づく
りに取り組んでいます。

お客様や社員を大切に土木・建築に携わり74年。
うれしいことに「大和開発がいい！」と多くのご
指名をいただきます。有給休暇取得の促進や資格
取得の助成、社内クラブチームの助成など一緒に
働くスタッフが喜びを感じる職場づくりに力を入
れています。お客様、社員の「夢をカタチにする会
社」として邁進していきます。
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先端技術で未来に繋がるものづくり

製造業
MANUFACTURING

赤江機械工業株式会社

株式会社MFE HIMUKA 株式会社九州大真空株式会社井崎製作所

アミューズ株式会社

「赤江が一番」と愛される企業を共に築こう

人が育つ学習型企業を目指す デジタル機器に必要な水晶電子部品を製造「頼まれたらなんでもやる」がモットー

自社一貫体制により安全でおいしい卵を生産

募集職種 総合職／営業職／技術職

募集職種 システムエンジニア職／技術職募集職種 営業職／技術職　（採用時期は随時）

募集職種 技術職

事業内容：生コンプラント排水処理設備等の
製造、販売等
〒880-1301　宮崎県東諸県郡綾町大字入野
4897-1　☎0985-77-3000

事業内容：産業用機械の設計・製作・据付・メン
テナンス
〒883-0062　宮崎県日向市大字日知屋17148-9
☎0982-52-7215

事業内容：電子デバイス製造
〒889-1301
宮崎県児湯郡川南町大字川南字昭和20013-2
☎0983-47-0345

事業内容：アルミ・ステンレス・鉄の加工
〒889-1403
宮崎県児湯郡新富町大字上富田3215
☎0983-33-2792

事業内容：種卵生産、孵卵、ヒナ育成、採卵養鶏
〒883-0022　宮崎県日向市大字平岩8356
☎0982-56-2567

持続可能な社会を目指す環境機械メーカーとして、
自社製品の開発、設計から製造、販売、据付、保守
まで一貫体制を築いています。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！ 100年企業を目指し
て、中小企業としての強みを生かせる人材育成に
取り組んでいます。

オーダーメイドでの機械製作が高く評価され、各
業界のトップシェアを持つメーカーとの取引を長
年続けています。近年では、青果物の鮮度保持装
置や結露防止装置などの研究開発も行っています。
製品づくりとともに、人づくりにも力を入れており、
人が育つ学習型企業を目指しています。

世界最小最薄の「水晶デバイス」を開発した高い技
術力と、素材から製品まで一貫生産できる大真空
グループとして、素材加工や製品製造、検査を行っ
ています。身近にあるスマートフォンや基地局、
自動車、AV機器など「IOT」「5G」に関するほぼ全
ての電子機器に、私たちの技術が組み込まれてい
ます。

当社は小型船のスクリューや、コンベアー、消防車
まで金属製品メーカーとして多様な「ものづくり」
を行っています。鉄・ステンレス等の素材を加工し、
顧客が望むものを形にする少量多品種生産を得意
とし、「特注品」などの幅広いオーダーに対しても、
設計から完成まで自社で一貫加工できることが強
みです。

一貫生産だからこそできる徹底した病理検査・衛
生検査のもと、健康な鶏を育て安全でおいしい卵
を生産しています。食料自給率が低い日本ですが、
卵は95%の自給率を誇っています。当社は、日本
の卵のニーズにより高いレベルで対応すべく、鶏
の育成から卵の販売まで自社で一貫して行い、高
い品質を実現しています。

募集職種 総合職／事務職
システムエンジニア職／技術職
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日常に豊かさと彩りをプラスする

サービス業
SERVICE

株式会社イーストウインド

株式会社エヌ・アイ・ティコーポレーション

有限会社かみのや

植松産業株式会社

有限会社小丸新茶屋

株式会社ウィズネス

株式会社オファサポート

心身ともに健康に働ける環境づくりを推進

未来に向けてインフラを守る仕事で社会貢献

創業90年を超える高千穂の老舗旅館

ホテル運営を通して多様な地域ニーズに貢献

素材にこだわり、安心・安全な「食」を提供

風通しの良い、仕事も遊びも全力投球の会社

シナジーを生み出す多彩な事業で地域に貢献

募集職種 総合職／接客職

募集職種 技術職

募集職種 接客職／調理スタッフ

募集職種 営業職／接客職／技術職

募集職種 営業職／接客職／技術職

募集職種 接客職／美容師／美容師補助／受付

事業内容：遊技場内での接客サービス
〒880-0902　宮崎県宮崎市大淀4-10
☎0985-54-0789

事業内容：石油・化学プラント設備及び火力・
水力発電所の非破壊検査
〒882-0803　宮崎県延岡市大貫町3-1014-3
☎0982-33-1450

事業内容：宿泊サービス（料理・接客等）の提供
〒882-1101
宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井1120-5
☎0982-72-2111

事業内容：ホテルJALシティ宮崎の運営
〒880-0001　宮崎県宮崎市橘通西4-2-30
☎0985-22-5100

事業内容：和食レストランの運営
〒884-0002
宮崎県児湯郡高鍋町北高鍋4622-7
☎0985-22-5100

事業内容：ベルフェミン美容室、bien、ネイル
サロン「KIKI」の展開
〒880-0942　宮崎県宮崎市生目台東1-20-1
☎0985-51-6345

事業内容：車校、医療・介護、ホテル、ペット、
アカデミー事業等
〒880-0121  宮崎県宮崎市大字島之内3535-2
☎0985-71-0006

九州に８店舗を運営する湖月グループです。スロー
ガンは「お客様のために」。お客様へのサービスを
向上させるためにも、従業員の心の幸せ、家族の
幸せが必要不可欠であり、スキルアップ、福利厚
生の充実など、心身ともに健康に働ける環境づく
りを行っています。また、社会貢献活動にも積極
的に取り組んでいます。

当社は、近年インフラ設備の老朽化・耐震化対策で
脚光を浴びている非破壊検査業務を営む会社です。 
延岡市を拠点に地元旭化成をはじめとする石油・ 
化学プラント、水力・火力発電所の設備検査・診断
業務等を行っています。社会の安全・安心を守るた
めに無くてはならない業種を通じて一緒に社会貢
献しましょう！

創業から92年続く老舗旅館です。現在は「高千穂 
離れの宿 神隠れ」という全８室の離れのお宿を経
営しています。じゃらんクチコミ4.8と高評価を獲
得しており、リピーターも多いお宿です。現在は
25名のスタッフが各部署で精力的に業務に従事し
ています。

当社は植松商事の系列企業として、宮崎市の中心
部に位置する「ホテルJALシティ宮崎」を運営し
ています。様々なビジネスシーンや、観光シーン
にも対応でき、レストラン、ビジネスコーナー、
宴会場も完備し、この街に訪れる方だけでなく地
域の皆様の多様な用途にもしっかり対応してい
ます。

当社は植松商事の系列企業として、県内に２店舗
ある和食ファミリーレストラン「小丸新茶屋」を
運営しています。うどんや蕎麦、丼、寿司、居酒
屋メニューなど豊富なメニューを取り扱い、昭和
51年の創業以来、常に素材にこだわり、安心・安
全な「食」を皆様にお届けしています。

今年は７名の新入社員が入社！ 先輩がマンツー 
マンで必要な知識・技術を教えてくれます。東京の
店舗と教育・研修制度を連携しており、最先端の美
容トレンドが学べます。社員数80人以上で、明る
くセンスの良いスタッフばかり！ 社会保険完備
で休みもしっかり取れるのでゆとりをもって働け
ます。

オファサポートグループは、地域に貢献すると同
時に様々なシナジーを生み出す、次のような多岐
にわたる事業を運営しています。①自動車学校・ 
自動車教習所、②医療・療術業、③介護福祉事
業、④ IT 事業、⑤ホテル事業、⑥タクシー事業、 
⑦ PCR事業、⑧アカデミー事業、⑨ペット事業

龍南建設株式会社

明るい社風と堅実な仕事で地域とともに歩む

募集職種 総合職

事業内容：土木一式工事
〒880-0921
宮崎県宮崎市大字本郷南方1857-3
☎0985-56-7300

当社は、県内の官公庁関係の土木工事が主な仕事
です。地域の発展や安全安心に貢献し、自然環境
維持や生態系保護のボランティア活動にも積極的
に参加しています。社内の雰囲気はとても明るく、
チーム一丸となり物事に取り組んでいます。宮崎
を舞台とした「良いモノづくり」で龍南建設と共に
成長しましょう。

募集職種 総合職／事務職／介護職／営業職／システムエンジニア
職／保育士・幼稚園教諭／技術職／接客職／教習指導員
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先端技術で未来に繋がるものづくり

製造業
MANUFACTURING

赤江機械工業株式会社

株式会社MFE HIMUKA 株式会社九州大真空株式会社井崎製作所

アミューズ株式会社

「赤江が一番」と愛される企業を共に築こう

人が育つ学習型企業を目指す デジタル機器に必要な水晶電子部品を製造「頼まれたらなんでもやる」がモットー

自社一貫体制により安全でおいしい卵を生産

募集職種 総合職／営業職／技術職

募集職種 システムエンジニア職／技術職募集職種 営業職／技術職　（採用時期は随時）

募集職種 技術職

事業内容：生コンプラント排水処理設備等の
製造、販売等
〒880-1301　宮崎県東諸県郡綾町大字入野
4897-1　☎0985-77-3000

事業内容：産業用機械の設計・製作・据付・メン
テナンス
〒883-0062　宮崎県日向市大字日知屋17148-9
☎0982-52-7215

事業内容：電子デバイス製造
〒889-1301
宮崎県児湯郡川南町大字川南字昭和20013-2
☎0983-47-0345

事業内容：アルミ・ステンレス・鉄の加工
〒889-1403
宮崎県児湯郡新富町大字上富田3215
☎0983-33-2792

事業内容：種卵生産、孵卵、ヒナ育成、採卵養鶏
〒883-0022　宮崎県日向市大字平岩8356
☎0982-56-2567

持続可能な社会を目指す環境機械メーカーとして、
自社製品の開発、設計から製造、販売、据付、保守
まで一貫体制を築いています。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！ 100年企業を目指し
て、中小企業としての強みを生かせる人材育成に
取り組んでいます。

オーダーメイドでの機械製作が高く評価され、各
業界のトップシェアを持つメーカーとの取引を長
年続けています。近年では、青果物の鮮度保持装
置や結露防止装置などの研究開発も行っています。
製品づくりとともに、人づくりにも力を入れており、
人が育つ学習型企業を目指しています。

世界最小最薄の「水晶デバイス」を開発した高い技
術力と、素材から製品まで一貫生産できる大真空
グループとして、素材加工や製品製造、検査を行っ
ています。身近にあるスマートフォンや基地局、
自動車、AV機器など「IOT」「5G」に関するほぼ全
ての電子機器に、私たちの技術が組み込まれてい
ます。

当社は小型船のスクリューや、コンベアー、消防車
まで金属製品メーカーとして多様な「ものづくり」
を行っています。鉄・ステンレス等の素材を加工し、
顧客が望むものを形にする少量多品種生産を得意
とし、「特注品」などの幅広いオーダーに対しても、
設計から完成まで自社で一貫加工できることが強
みです。

一貫生産だからこそできる徹底した病理検査・衛
生検査のもと、健康な鶏を育て安全でおいしい卵
を生産しています。食料自給率が低い日本ですが、
卵は95%の自給率を誇っています。当社は、日本
の卵のニーズにより高いレベルで対応すべく、鶏
の育成から卵の販売まで自社で一貫して行い、高
い品質を実現しています。

募集職種 総合職／事務職
システムエンジニア職／技術職
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株式会社南日本環境センター株式会社千穂の家九州北清株式会社

資源を徹底活用して地球の資産を未来に残す観光に訪れたお客様を高千穂のファンにリサイクル事業で地球と家族の未来を守る

募集職種 総合職／技術職募集職種 接客職募集職種 総合職／事務職／営業職／技術職

事業内容：ビル管理業、浄化槽維持管理業ほか
〒882-0882　宮崎県延岡市小野町4138-1
☎0982-22-3311

事業内容：観光客を対象としたお土産販売、飲
料提供、宿泊営業
〒882-1103　宮崎県西臼杵郡高千穂町大字
向山62-1　☎0982-72-3733

事業内容：廃棄物処理リサイクル事業
〒886-0001　宮崎県小林市東方4066-25
☎0984-24-1170

延岡市の本社、宮崎市の営業所を拠点に、廃棄物の
削減とリサイクル、省エネルギーの推進、天然資源
の有効利用などを理念とした仕事で県内官公庁、
民間企業合わせて約14,000件以上のお客様から
信頼をいただいています。創業34年、地元に愛さ
れる企業を目指し、自然豊かな宮崎の環境を子ど
もたちに残していきましょう。

当社は、高千穂の伝統文化を後世に継承すること
を第一の理念に掲げています。高千穂峡内で元祖
流しそうめんのお店を経営しており、観光客を対
象としたサービスを提供しています。観光に訪れ
たお客様に高千穂町のファンになっていただける
ような接客を心がけ、地域と協力し共存共栄を目
指しています。

リサイクルを通じて環境保全に貢献している企業
です。家庭や工場等から発生する廃棄物を高温で
溶融処理し、燃え殻を建設資材へと再資源化して
います。近年は、社員やその家族が安心して働け
る職場環境づくりに積極的に取り組んでいます。
その成果として2020年にユースエール認定事業
所として登録されました。
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株式会社日向屋 フュージョン株式会社

宮崎酸素株式会社

ブンリ工業株式会社 都城木材株式会社

ヤマエ食品工業株式会社 吉川工業アールエフセミコン株式会社

株式会社ニチワ

自社ブランドのレトルト食品を国内外で展開 “安全・おいしい”をお届けする卵の総合商社

クリーンエネルギーで地域に貢献

国内唯一の専門メーカー 勤続支援も充実 木のプロフェッショナルを共に目指そう！

創業150年の老舗が誇る ふるさと・宮崎都城の味 つながり、広がる 宮崎から世界へ

時代を超える技術力とひとづくり

募集職種 総合職／営業職／製造職 募集職種 総合職／事務職／技術職

募集職種 総合職

募集職種 技術職／製造職 募集職種 総合職／保全職

募集職種 総合職／事務職／営業職／技術職 募集職種 技術職

募集職種 技術職／技能職（製造オペレーター）

事業内容：レトルト食品の企画・開発・製造・販売
〒889-0605
宮崎県東臼杵郡門川町庵川西6-180
☎0982-63-7250

事業内容：ヒナ育成、採卵養鶏、卵加工品製造、
鶏卵・卵加工品卸販売等
〒885-0083　宮崎県都城市都島町1150-1
☎0986-58-6300

事業内容：医療用、産業用ガスの供給関連業務
〒880-0024　宮崎県宮崎市祇園2-140-1
☎0985-27-2161

事業内容：クーラント濾過装置製造､設計､開
発、販売
〒885-1202　宮崎県都城市高城町穂満坊708
☎0986-58-5678

事業内容：国内産杉・桧・広葉樹の製材、乾燥、
加工、販売、植林、造林等
〒885-0006　宮崎県都城市吉尾町758-1
☎0986-38-1500

事業内容：味噌・醤油・ドレッシング等の製造・
販売
〒885-0076　宮崎県都城市西町3646
☎0986-22-4611

事業内容：半導体及びそのモジュール品の設
計・製造・検査
〒889-1403　宮崎県児湯郡新富町大字上富
田4637-1　☎0983-33-4488

事業内容：自動車用精密金属部品製造・販売
〒889-3151　宮崎県日南市上方1765
☎0987-27-1311

当社は、国内外で自社ブランドのレトルト食品を
展開するメーカーです。主原料となる鶏は全て国
産を使用するなど、「美味しさひとすじ」に製品づ
くりを行っています。「信頼と協力」を社是とし、
女性を含め幅広い年代の社員が活躍している活気
ある会社です。挑戦と成長できる場所がここにあ
ります！

当社は、鶏の育成から卵の販売まで自社で一貫し
て行う卵の総合商社です。食料自給率が低い日本
ですが、卵は95%の自給率を誇っています。弊社
は、日本の卵のニーズにより高いレベルで対応す
べく、一貫生産だからこそできる徹底した病理検
査・衛生検査のもと、健康な鶏を育て安全でおいし
い卵をお届けしています。

当社は、昭和34年の創業以来、高圧ガスの製造販
売に徹し、宮崎市を中心に、県下全域に販売・サー
ビスの拠点を設け、地域に密着した事業を展開し
ています。医療用ガスは生命維持に欠かせないも
ので、宮崎県全域の医療機関へ供給しています。
産業用ガスは研究機関、大学、鉄加工事業所等へ供
給しています。

当社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。1960年の創業以来、開発か
ら設計・製造・販売・アフターフォローの全てを自
社で担っています。育児介護応援制度や教育制度
の充実など安心して長く勤められる職場づくりに
も注力。2021年度の育児休業取得率は100％、男
性も１か月以上の休業を取得しています。

技術と知恵で木の可能性を引き出し、人の暮らし
と森を豊かに。価値あるものを長く大切にする時
代に向けて「少量多品種・オーダーメイド型のもの
づくり」に取り組み、新国立競技場や青島神社など
大規模建築から一般住宅の部材まで幅広く手掛け
ています。研修や資格取得支援も充実。見学、イン
ターンシップも歓迎です。

明治４年、水と自然に恵まれた都城市に醤油、味噌
の醸造会社として創業しました。味ひとすじ150
余年。皆様にご満足いただけるヤマエしょうゆ、
ヤマエみそをモットーに、厳選した原料、豊富な経
験と技術、最新鋭の機械、そして徹底した品質管理
と研究開発を柱に、九州屈指のメーカーとしてご
愛顧いただいています。

当社は半導体製品とその応用機器のテストや製造、
開発等を行うグローバル企業です。今や生活の必
需品となってきているRFID製品の開発・設計・製
造を通して、最先端技術を宮崎から世界に発信し
続けています。年間休日120日、グループ会社の
スポーツジムを低価格で利用可など、社員のやる
気を生み出す福利厚生も充実しています。

当社は、冷間鍛造技術を駆使して、自動車用の精密金属部品
（エンジン部品、ブレーキ部品、締結部品等）を生産しており
ます。更に金型の設計・開発・生産も手掛けており、金型開発
から製品製造まで一貫した生産システムを実現していると
ころが特徴です。また、時代のニーズにあった製品を世に送
り出すため、技術の研鑽はもとより、社員が「明るく、楽しく、
元気よく」働くことのできる職場づくりを目指しています。

丸栄宮崎株式会社

社員の支援制度充実で世界に誇る製品づくり

募集職種 技術職／システムエンジニア職　ほか

事業内容：自動車用精密小物部品の製造、装置
開発等
〒880-0303　宮崎県宮崎市佐土原町東上那
珂11956-4　☎0985-30-5215

国内外の大手自動車部品メーカーに自動車精密部
品等を提供しています。自動装置やシステム開発
も手掛けるなど、社員の発想をカタチにできる会
社です。資格取得、クリーニング費用等の支援制
度も充実、女性社員の産休・育休取得率100％。仕
事と家庭を両立し、安心して働ける魅力ある職場
づくりを目指しています。
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株式会社共立電機製作所

セラテック九州株式会社 創宮株式会社

南国興産株式会社

三和ニューテック株式会社

株式会社高千穂生コン

株式会社キヨモトテックイチ

株式会社TSIソーイング

株式会社三共

今まで以上を創る

多彩な精密加工を一手に担う熟練の技術 九州唯一の瓦・レンガ工場で自分らしく働く

畜産資源を有効活用する意義ある仕事です！

「ゼロからモノを生み出す力」で社会に貢献

生コンクリートを通して地域の発展に貢献

オリジナルデザインで次代の宮崎を創造

多彩なブランドの服飾づくりでスキルを磨く

安全で環境に優しいエネルギーの供給を

募集職種 事務職／技術職

募集職種 技術職 募集職種 総合職／事務職／営業職／技術職

募集職種 総合職／営業職／技術職

募集職種 総合職／事務職／営業職／技術職等

募集職種 技術職／運転手

募集職種 技術職

募集職種 技術職

募集職種 営業職／技術職

事業内容：高圧受変電設備及びLED照明の設計・加工等
〒880-2215
宮崎県宮崎市高岡町高浜1495-55
☎0985-72-7880

事業内容：ファインセラミックス・ガラス等の
切断・研削加工
〒885-0004　宮崎県都城市都北町7101-1
☎0986-38-5300

事業内容：瓦、レンガの製造、施工、販売
〒889-1803
宮崎県都城市山之口町山之口3388-1
☎0986-57-2172

事業内容：飼料原料及び有機質肥料の製造販売
〒885-1311
宮崎県都城市高城町有水1941
☎0986-53-1041

事業内容：電子機器の企画、開発、製造、販売
〒889-1603
宮崎県宮崎市清武町正手1-11-1
☎0985-85-1234

事業内容：生コン製造・販売
〒880-0001　宮崎県宮崎市橘通西5-1-23
☎0982-72-3221

事業内容：一般機械器具製造業
〒883-0067　宮崎県日向市亀崎東1-25-1
☎0982-52-5258

事業内容：紳士服・婦人服・ゴルフウエアー・マ
スク等の製造
〒889-4602　宮崎県都城市山田町中霧島大
堀3457-1　☎0986-64-2022

事業内容：コンクリート製品の製造販売、木質
バイオマス燃料事業ほか
〒886-0213　宮崎県小林市野尻町三ヶ野山
3214-1　☎0984-21-6311

当社は創立53年を迎える高圧受変電設備の製造会
社です。県内外に多数の納品実績があり、宮崎か
ら世界を視野に働くことができます！ 社是に「育
人・敬愛・愛品」、営業方針に「誠実・正確・工夫」な
どを掲げ、教育に注力。福利厚生も充実し、働きや
すい職場環境が整っています。地域に根差した企
業を目指し、これからも飛躍を続けます！

電子・光学材料の精密加工に特化して、日夜、多
様な加工技術の蓄積と技術の向上に努めていま
す。この多様な受託加工を一貫して請け負う「ワ
ンストップ加工サービス」をMPS事業（Material 
Processing Service）として展開。幅広い産業分
野の発展に貢献する「縁の下の力持ち」的存在とし
て、誇りある技術を提供しています。

都城市山之口町を本拠地に創業50周年。当社の瓦やレン
ガは、一般道路の舗道や公共施設等など幅広い所で使用さ
れています。職種により窯業、製造、機械工学、土木や建築
分野の知識などを学べるほか、希望者には資格取得等も支
援しています。九州で唯一の瓦、レンガ工場であなたの才
能を発揮してみませんか。フリースペースには、ウォーター
サーバー・シャワールーム・冷暖房を完備しております。

限りある命から生まれてくる畜産副産物（不可食
部位）を、徹底した安全管理のもとで「肥料・飼料・
油」等の資源として再生する仕事に取り組んでい
ます。私たちは常に身近にある資源の有効利用を
考え、地域の農畜水産業と社会の発展に貢献し、資
源循環型社会の構築を目指す農畜水産分野の企業
を目指しています。

当社は、電子機器の企画から開発・製造・販売まで
を一貫して行うメーカーです。主力は病室でのTV
視聴やガソリンスタンド等で使うプリペイドカード、
小売店で使うポイントカード等各種カードの処理
機（カードリーダーライター）で、独自の発想で商
品を開発。各種の市場ではトップクラスのシェア
を誇ります。

当社は高千穂町と延岡市を拠点に、生コンクリー
トの製造・販売を行っています。①品質管理の徹底 
②製品の安定供給 ③公害防止の実践 ④適性価格
の維持確保を軸に、安定経営と業界の地位向上を
図っています。建設関連の基礎資材納入業者とし
て、重要な使命があることを深く認識し、地域社会
の発展に貢献していきます。

当社は日向市に本社をおく創業93年の歴史ある会
社です。美・形・動・効を企業理念にデザインや創造
性を大切に自社オリジナルにこだわり、令和２年
宮崎県中小企業大賞を受賞しました。FA機械の設
計・製作・据付まで一貫して行っています。培って
きた技術力を活かして、ぜひ一緒に日向市でもの
づくりをしませんか。

TSIホールディングスのグループ会社です。年間
約30ブランドのスカート・パンツ・シャツ・コート
などフルアイテムを製造し、全国の百貨店にお届
けしています。また、技術研修や縫製国家資格の
取得など、スキルアップの支援を行っています。
技術が身に付くので、大変やりがいがあり、長く働
ける職場です。

当社は「自然をみつめて」をコンセプトに、地域に
根付いた循環社会の構築を目指しています。イン
フラ整備に関わるコンクリート製品の製造販売を
はじめ、産業廃棄物のリサイクル、林地残材や木質
解体材による自家発電等でエネルギーの地産地消
を行っています。今後も地域に貢献できる企業を
目指します。
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株式会社日向屋 フュージョン株式会社

宮崎酸素株式会社

ブンリ工業株式会社 都城木材株式会社

ヤマエ食品工業株式会社 吉川工業アールエフセミコン株式会社

株式会社ニチワ

自社ブランドのレトルト食品を国内外で展開 “安全・おいしい”をお届けする卵の総合商社

クリーンエネルギーで地域に貢献

国内唯一の専門メーカー 勤続支援も充実 木のプロフェッショナルを共に目指そう！

創業150年の老舗が誇る ふるさと・宮崎都城の味 つながり、広がる 宮崎から世界へ

時代を超える技術力とひとづくり

募集職種 総合職／営業職／製造職 募集職種 総合職／事務職／技術職

募集職種 総合職

募集職種 技術職／製造職 募集職種 総合職／保全職

募集職種 総合職／事務職／営業職／技術職 募集職種 技術職

募集職種 技術職／技能職（製造オペレーター）

事業内容：レトルト食品の企画・開発・製造・販売
〒889-0605
宮崎県東臼杵郡門川町庵川西6-180
☎0982-63-7250

事業内容：ヒナ育成、採卵養鶏、卵加工品製造、
鶏卵・卵加工品卸販売等
〒885-0083　宮崎県都城市都島町1150-1
☎0986-58-6300

事業内容：医療用、産業用ガスの供給関連業務
〒880-0024　宮崎県宮崎市祇園2-140-1
☎0985-27-2161

事業内容：クーラント濾過装置製造､設計､開
発、販売
〒885-1202　宮崎県都城市高城町穂満坊708
☎0986-58-5678

事業内容：国内産杉・桧・広葉樹の製材、乾燥、
加工、販売、植林、造林等
〒885-0006　宮崎県都城市吉尾町758-1
☎0986-38-1500

事業内容：味噌・醤油・ドレッシング等の製造・
販売
〒885-0076　宮崎県都城市西町3646
☎0986-22-4611

事業内容：半導体及びそのモジュール品の設
計・製造・検査
〒889-1403　宮崎県児湯郡新富町大字上富
田4637-1　☎0983-33-4488

事業内容：自動車用精密金属部品製造・販売
〒889-3151　宮崎県日南市上方1765
☎0987-27-1311

当社は、国内外で自社ブランドのレトルト食品を
展開するメーカーです。主原料となる鶏は全て国
産を使用するなど、「美味しさひとすじ」に製品づ
くりを行っています。「信頼と協力」を社是とし、
女性を含め幅広い年代の社員が活躍している活気
ある会社です。挑戦と成長できる場所がここにあ
ります！

当社は、鶏の育成から卵の販売まで自社で一貫し
て行う卵の総合商社です。食料自給率が低い日本
ですが、卵は95%の自給率を誇っています。弊社
は、日本の卵のニーズにより高いレベルで対応す
べく、一貫生産だからこそできる徹底した病理検
査・衛生検査のもと、健康な鶏を育て安全でおいし
い卵をお届けしています。

当社は、昭和34年の創業以来、高圧ガスの製造販
売に徹し、宮崎市を中心に、県下全域に販売・サー
ビスの拠点を設け、地域に密着した事業を展開し
ています。医療用ガスは生命維持に欠かせないも
ので、宮崎県全域の医療機関へ供給しています。
産業用ガスは研究機関、大学、鉄加工事業所等へ供
給しています。

当社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。1960年の創業以来、開発か
ら設計・製造・販売・アフターフォローの全てを自
社で担っています。育児介護応援制度や教育制度
の充実など安心して長く勤められる職場づくりに
も注力。2021年度の育児休業取得率は100％、男
性も１か月以上の休業を取得しています。

技術と知恵で木の可能性を引き出し、人の暮らし
と森を豊かに。価値あるものを長く大切にする時
代に向けて「少量多品種・オーダーメイド型のもの
づくり」に取り組み、新国立競技場や青島神社など
大規模建築から一般住宅の部材まで幅広く手掛け
ています。研修や資格取得支援も充実。見学、イン
ターンシップも歓迎です。

明治４年、水と自然に恵まれた都城市に醤油、味噌
の醸造会社として創業しました。味ひとすじ150
余年。皆様にご満足いただけるヤマエしょうゆ、
ヤマエみそをモットーに、厳選した原料、豊富な経
験と技術、最新鋭の機械、そして徹底した品質管理
と研究開発を柱に、九州屈指のメーカーとしてご
愛顧いただいています。

当社は半導体製品とその応用機器のテストや製造、
開発等を行うグローバル企業です。今や生活の必
需品となってきているRFID製品の開発・設計・製
造を通して、最先端技術を宮崎から世界に発信し
続けています。年間休日120日、グループ会社の
スポーツジムを低価格で利用可など、社員のやる
気を生み出す福利厚生も充実しています。

当社は、冷間鍛造技術を駆使して、自動車用の精密金属部品
（エンジン部品、ブレーキ部品、締結部品等）を生産しており
ます。更に金型の設計・開発・生産も手掛けており、金型開発
から製品製造まで一貫した生産システムを実現していると
ころが特徴です。また、時代のニーズにあった製品を世に送
り出すため、技術の研鑽はもとより、社員が「明るく、楽しく、
元気よく」働くことのできる職場づくりを目指しています。

丸栄宮崎株式会社

社員の支援制度充実で世界に誇る製品づくり

募集職種 技術職／システムエンジニア職　ほか

事業内容：自動車用精密小物部品の製造、装置
開発等
〒880-0303　宮崎県宮崎市佐土原町東上那
珂11956-4　☎0985-30-5215

国内外の大手自動車部品メーカーに自動車精密部
品等を提供しています。自動装置やシステム開発
も手掛けるなど、社員の発想をカタチにできる会
社です。資格取得、クリーニング費用等の支援制
度も充実、女性社員の産休・育休取得率100％。仕
事と家庭を両立し、安心して働ける魅力ある職場
づくりを目指しています。
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株式会社共立電機製作所

セラテック九州株式会社 創宮株式会社

南国興産株式会社

三和ニューテック株式会社

株式会社高千穂生コン

株式会社キヨモトテックイチ

株式会社TSIソーイング

株式会社三共

今まで以上を創る

多彩な精密加工を一手に担う熟練の技術 九州唯一の瓦・レンガ工場で自分らしく働く

畜産資源を有効活用する意義ある仕事です！

「ゼロからモノを生み出す力」で社会に貢献

生コンクリートを通して地域の発展に貢献

オリジナルデザインで次代の宮崎を創造

多彩なブランドの服飾づくりでスキルを磨く

安全で環境に優しいエネルギーの供給を

募集職種 事務職／技術職

募集職種 技術職 募集職種 総合職／事務職／営業職／技術職

募集職種 総合職／営業職／技術職

募集職種 総合職／事務職／営業職／技術職等

募集職種 技術職／運転手

募集職種 技術職

募集職種 技術職

募集職種 営業職／技術職

事業内容：高圧受変電設備及びLED照明の設計・加工等
〒880-2215
宮崎県宮崎市高岡町高浜1495-55
☎0985-72-7880

事業内容：ファインセラミックス・ガラス等の
切断・研削加工
〒885-0004　宮崎県都城市都北町7101-1
☎0986-38-5300

事業内容：瓦、レンガの製造、施工、販売
〒889-1803
宮崎県都城市山之口町山之口3388-1
☎0986-57-2172

事業内容：飼料原料及び有機質肥料の製造販売
〒885-1311
宮崎県都城市高城町有水1941
☎0986-53-1041

事業内容：電子機器の企画、開発、製造、販売
〒889-1603
宮崎県宮崎市清武町正手1-11-1
☎0985-85-1234

事業内容：生コン製造・販売
〒880-0001　宮崎県宮崎市橘通西5-1-23
☎0982-72-3221

事業内容：一般機械器具製造業
〒883-0067　宮崎県日向市亀崎東1-25-1
☎0982-52-5258

事業内容：紳士服・婦人服・ゴルフウエアー・マ
スク等の製造
〒889-4602　宮崎県都城市山田町中霧島大
堀3457-1　☎0986-64-2022

事業内容：コンクリート製品の製造販売、木質
バイオマス燃料事業ほか
〒886-0213　宮崎県小林市野尻町三ヶ野山
3214-1　☎0984-21-6311

当社は創立53年を迎える高圧受変電設備の製造会
社です。県内外に多数の納品実績があり、宮崎か
ら世界を視野に働くことができます！ 社是に「育
人・敬愛・愛品」、営業方針に「誠実・正確・工夫」な
どを掲げ、教育に注力。福利厚生も充実し、働きや
すい職場環境が整っています。地域に根差した企
業を目指し、これからも飛躍を続けます！

電子・光学材料の精密加工に特化して、日夜、多
様な加工技術の蓄積と技術の向上に努めていま
す。この多様な受託加工を一貫して請け負う「ワ
ンストップ加工サービス」をMPS事業（Material 
Processing Service）として展開。幅広い産業分
野の発展に貢献する「縁の下の力持ち」的存在とし
て、誇りある技術を提供しています。

都城市山之口町を本拠地に創業50周年。当社の瓦やレン
ガは、一般道路の舗道や公共施設等など幅広い所で使用さ
れています。職種により窯業、製造、機械工学、土木や建築
分野の知識などを学べるほか、希望者には資格取得等も支
援しています。九州で唯一の瓦、レンガ工場であなたの才
能を発揮してみませんか。フリースペースには、ウォーター
サーバー・シャワールーム・冷暖房を完備しております。

限りある命から生まれてくる畜産副産物（不可食
部位）を、徹底した安全管理のもとで「肥料・飼料・
油」等の資源として再生する仕事に取り組んでい
ます。私たちは常に身近にある資源の有効利用を
考え、地域の農畜水産業と社会の発展に貢献し、資
源循環型社会の構築を目指す農畜水産分野の企業
を目指しています。

当社は、電子機器の企画から開発・製造・販売まで
を一貫して行うメーカーです。主力は病室でのTV
視聴やガソリンスタンド等で使うプリペイドカード、
小売店で使うポイントカード等各種カードの処理
機（カードリーダーライター）で、独自の発想で商
品を開発。各種の市場ではトップクラスのシェア
を誇ります。

当社は高千穂町と延岡市を拠点に、生コンクリー
トの製造・販売を行っています。①品質管理の徹底 
②製品の安定供給 ③公害防止の実践 ④適性価格
の維持確保を軸に、安定経営と業界の地位向上を
図っています。建設関連の基礎資材納入業者とし
て、重要な使命があることを深く認識し、地域社会
の発展に貢献していきます。

当社は日向市に本社をおく創業93年の歴史ある会
社です。美・形・動・効を企業理念にデザインや創造
性を大切に自社オリジナルにこだわり、令和２年
宮崎県中小企業大賞を受賞しました。FA機械の設
計・製作・据付まで一貫して行っています。培って
きた技術力を活かして、ぜひ一緒に日向市でもの
づくりをしませんか。

TSIホールディングスのグループ会社です。年間
約30ブランドのスカート・パンツ・シャツ・コート
などフルアイテムを製造し、全国の百貨店にお届
けしています。また、技術研修や縫製国家資格の
取得など、スキルアップの支援を行っています。
技術が身に付くので、大変やりがいがあり、長く働
ける職場です。

当社は「自然をみつめて」をコンセプトに、地域に
根付いた循環社会の構築を目指しています。イン
フラ整備に関わるコンクリート製品の製造販売を
はじめ、産業廃棄物のリサイクル、林地残材や木質
解体材による自家発電等でエネルギーの地産地消
を行っています。今後も地域に貢献できる企業を
目指します。
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吉玉精鍍株式会社

目指すは世界一頼りがいのある「めっき屋」

事業内容：表面処理（めっき）、情報通信事業、
情報サービス事業
〒882-0024　宮崎県延岡市大武町39-24
☎0982-33-1251

1954年創立の当社は、製造業（めっき）、情報通信
事業（auショップ）、情報サービス事業を展開。地
域経済の活性化に貢献する企業を目指し、その実
績から宮崎県中小企業大賞を受賞しました。65歳
定年、70歳までの雇用延長、２時間有給制度、メモ
リアル休暇（年２日）などがあり、社員が働きやす
い職場を目指しています。

募集職種 技術職（研究開発・技術開発者 ※化学・材料・
物理・機械・電気系専攻）／接客職

選りすぐりの商品をお客様へ

卸・小売業
WHOLESALE, RETAIL

植松エネルギー株式会社

植松商事株式会社 株式会社エムビーシイ

株式会社マルイチ 米良電機産業株式会社

株式会社サンライズネットワークス

日之出酸素株式会社

豊富な商品と技術力でカーライフをサポート

石油事業を中心に、幅広い事業を展開 お客様のビジネスに最適な情報環境を提供

ローカル＆グローバルな視点でこれからの食を創造 地域と社員の幸せこそが我々の企業理念

企業と家庭の情報通信を支える若い力

地域社会発展のために躍進します

募集職種 総合職／営業職／接客職／技術職

募集職種 総合職／接客職／営業職／事務職 募集職種 営業職／技術職／接客職

募集職種 総合職 募集職種 総合職／事務職

募集職種 営業職／販売職（auショップスタッフ）

事業内容：石油製品、自動車関連商品の販売
〒880-0001　宮崎県宮崎市橘通西4-2-30
☎0985-22-5100

事業内容：石油製品、通信機器、住宅設備等の
販売
〒880-0001　宮崎県宮崎市橘通西4-2-30
☎0985-22-5100

事業内容：ITシステム設計、ソフトウェア販売
〒880-0036
宮崎県宮崎市花ヶ島町観音免883-1
☎0985-22-5100

事業内容：スーパーマーケットのチェーン展開
〒883-0012　宮崎県日向市江良町4-110-3
☎0982-52-3880

事業内容：電設資材の卸売
〒880-0802　宮崎県宮崎市別府町4-33
☎0985-24-6855

事業内容：複合機・サーバー・携帯電話等の販売
〒880-0856　宮崎県宮崎市日ノ出町263-1
☎0985-86-6700

事業内容：各種高圧ガス、溶接材料、機械工具
販売、中古機械買取販売
〒882-0036　宮崎県延岡市桜園町86-1
☎0982-33-3121

当社は植松商事の系列企業として、県内15か所の
サービスステーションや車の整備・車検工場など
を運営しています。車のことなら何でもお任せい
ただけるカーライフの情報発信基地として、豊富
な商品力と高度な技術力をもとに、幅広いニーズ
にお応えしています。

当社は、明治17年に創業した植松グループの中核
を担う企業です。石油事業からスタートし、時代
の変化やお客様のニーズに合わせながら、現在で
はドコモショップなどの通信事業、保険の代理店
業務、住宅・太陽光発電関係、ホテルJALシティ宮
崎、外食事業の小丸新茶屋など幅広く事業を展開
しています。

当社は植松商事の系列企業として、昭和46年の設
立時から蓄積したノウハウをもとに、お客様のニー
ズに合わせ、システムの設計及びソフトウェアの
販売を行っています。お客様にとって最適な情報
環境づくりを目指しています。

長年にわたり社員教育に力を入れてきました。人
間性を磨く勉強会は、社員一人一人が社会の役に
立つような人になるように開催。地方の概念にと
らわれず、小売業の先進地域であるアメリカでの
研修視察も積極的に実施。地域の食を支えるのが
私たちの役割。そのために日頃から学びチャレン
ジする風土をつくっているのです。

米良企業グループは地域に根差した電設資材の卸
売業を70年間、少しずつ変化しながら続けてきま
した。これからも変化を繰り返しながら、お客様、
取引業者様、社員、またその家族と共に地域に根差
した企業グループであり続けます。我々は電設資
材の販売を通して地域の幸せに真剣に取り組むグ
ループです。

当社は2004年に宮崎県･宮崎市の誘致企業とし
て設立。業務の効率化やコスト削減を実現するＯ
Ａ機器やセキュリティシステム等を県内企業に提
供しています。また、auショップを３店舗運営。
家庭向け通信事業と先端サービスで地域の未来づ
くりに貢献しています。従業員の平均年齢は33歳
と若く、活気で溢れています。

当社は各種高圧ガスやそれに付随する商品を取り
扱っています。本社は延岡、営業所は日向市・宮崎
市・都城市の３か所にあり、県内一円で地域密着型
の営業を展開。農業・水産業など一次産業へガス技
術を活用し、宮崎の地の利を生かしたガスの新た
な用途を開発し、地域社会や業界の活性化に貢献
したいと考えています。

募集職種 事務職／営業職　※要中型免許（免許取得条
件に満たない場合は入社後でも可）
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ICT で社会と未来を創る

情報サービス業
INFORMATION SERVICE

株式会社MJC

スパークジャパン株式会社株式会社システム開発

キャデック株式会社

センコービジネスサポート株式会社

ITを通じて安心安全で豊かな社会を創る

ICTでコミュニケーションを進化させる技術で地域に貢献し人と人の出会いをつくる

働き方改革でライフイベントを大切に働く

お客様や社員との家族のような絆を目指して

募集職種 システムエンジニア職

募集職種 技術職募集職種 総合職／システムエンジニア職

募集職種 技術職

募集職種 事務職

事業内容：官公庁、企業向け業務系システム開発
〒880-0032　宮崎県宮崎市霧島2-84-1
☎0985-25-8228

事業内容：Webマーケティング、CRM/SFA、シ
ステム開発、ITインフラ、データセンターほか
〒880-0844　宮崎県宮崎市柳丸町85
☎0985-31-9171

事業内容：ソフトウェアシステムの開発・販売
〒880-0022　宮崎県宮崎市大橋3-101-1
☎0985-22-1800

事業内容：仮設設計サービスの提供
〒889-2155
宮崎県宮崎市学園木花台西2-1-2
☎0985-58-1211

事業内容：コンタクトセンター、事務代行等
〒882-0071　宮崎県延岡市天下町1176-13
☎0982-23-5780

宮崎を本社に、全国（東京、大阪、福岡）に支社を展開する独立系
IT企業です。創業から50年にわたり、「システムを通して命を守る」
という企業理念のもと、公益性・公共性の高い自社開発ソリュー
ションを全国のお客様にご利用いただいています。また、近年で
は、大手企業の業務システム開発や最先端技術を活かしたAI・DX
事業への取り組みも積極的に行っています。今後も高品質・高付
加価値なソリューションを宮崎から全国へ発信していきます。

お客様の経営にかかわる顧客関係や業務効率化、
未来の顧客づくりのための課題を分析し、新たな
経営発展を生み出すためのプランニングから実行
までをワンストップで取り組んでいます。宮崎県
立地企業（2015年）、宮崎県成長期待企業（2016
年）認定、地域未来牽引企業（2017年）認定。

創立から30年以上。宮崎に根ざした企業として、
県内外の自治体で活用されている総合行政システ
ムや、民間企業向け販売管理システム等の販売を
中心とした会社です。積極的なコミュニケーショ
ン力を磨ける社内外での出会いから、思いもよら
なかった能力や新しい自分の発見につながるかも
しれません。

私たちは、建設作業員の安全な作業空間を確保し、
周辺住民に安心を提供する仮設工事の設計を行っ
ています。時代のニーズに応じた最先端の技術で
社会に貢献しうる企業を目指しています。勤務時
間はフレックスタイム制。育児・介護休業の活用、
在宅勤務などでライフイベントに合わせて働き続
けることが可能です。

東証一部上場企業のセンコーグループホールディングスのグ
ループ会社です。センコーグループホールディングスには現
在約150社のグループ企業があります。私たちは人手不足や
知識不足など企業の困りごとを解決するため、コンタクトセ
ンターや事務代行等でお手伝いしています。会社の理念「The 
Professional Partner “SBS”～信頼をつむぎ、真心こめて～」
を合言葉に、社員一同協力し合い業務に取り組んでいます。

安全な食と豊かな自然を守る

農林水産業
AGRICULTURE, FORESTRY

and FISHERIES

尾鈴農業協同組合 延岡農業協同組合

「つくる」と「たべる」のあいだで 延岡の食と農を守り、豊かな未来づくりへ

募集職種 総合職 募集職種 総合職

事業内容：総合職（事務職・技術職）
〒889-1301
宮崎県児湯郡川南町大字川南13658-1
☎0983-27-1121

事業内容：営農事業、経済事業、金融事業、
共済事業、管理事業
〒882-0033　宮崎県延岡市川原崎町281-1
☎0982-23-1880

農畜産物の販売や営農指導、農業用資材・機械等の
販売・修理、貯金・融資・共済など様々な事業を行っ
ています。若い職員も多く、クラブ活動も盛んです。
毎年開催される「収穫祭」や、３年に１度の「農業
祭」など地域の方々と楽しく交流ができるイベン
トが多い職場です。

私たちJA延岡では、延岡の「食と農」を守り、皆様
に「笑顔と満足」をお届けし、ふるさとの「豊かな
未来づくり」に貢献することを経営理念としてい
ます。全職員が同じ気持ちで一致団結・協力して働
き「総合力」を発揮し、選ばれ続ける組織になれる
ように努力しています。
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吉玉精鍍株式会社

目指すは世界一頼りがいのある「めっき屋」

事業内容：表面処理（めっき）、情報通信事業、
情報サービス事業
〒882-0024　宮崎県延岡市大武町39-24
☎0982-33-1251

1954年創立の当社は、製造業（めっき）、情報通信
事業（auショップ）、情報サービス事業を展開。地
域経済の活性化に貢献する企業を目指し、その実
績から宮崎県中小企業大賞を受賞しました。65歳
定年、70歳までの雇用延長、２時間有給制度、メモ
リアル休暇（年２日）などがあり、社員が働きやす
い職場を目指しています。

募集職種 技術職（研究開発・技術開発者 ※化学・材料・
物理・機械・電気系専攻）／接客職

選りすぐりの商品をお客様へ

卸・小売業
WHOLESALE, RETAIL

植松エネルギー株式会社

植松商事株式会社 株式会社エムビーシイ

株式会社マルイチ 米良電機産業株式会社

株式会社サンライズネットワークス

日之出酸素株式会社

豊富な商品と技術力でカーライフをサポート

石油事業を中心に、幅広い事業を展開 お客様のビジネスに最適な情報環境を提供

ローカル＆グローバルな視点でこれからの食を創造 地域と社員の幸せこそが我々の企業理念

企業と家庭の情報通信を支える若い力

地域社会発展のために躍進します

募集職種 総合職／営業職／接客職／技術職

募集職種 総合職／接客職／営業職／事務職 募集職種 営業職／技術職／接客職

募集職種 総合職 募集職種 総合職／事務職

募集職種 営業職／販売職（auショップスタッフ）

事業内容：石油製品、自動車関連商品の販売
〒880-0001　宮崎県宮崎市橘通西4-2-30
☎0985-22-5100

事業内容：石油製品、通信機器、住宅設備等の
販売
〒880-0001　宮崎県宮崎市橘通西4-2-30
☎0985-22-5100

事業内容：ITシステム設計、ソフトウェア販売
〒880-0036
宮崎県宮崎市花ヶ島町観音免883-1
☎0985-22-5100

事業内容：スーパーマーケットのチェーン展開
〒883-0012　宮崎県日向市江良町4-110-3
☎0982-52-3880

事業内容：電設資材の卸売
〒880-0802　宮崎県宮崎市別府町4-33
☎0985-24-6855

事業内容：複合機・サーバー・携帯電話等の販売
〒880-0856　宮崎県宮崎市日ノ出町263-1
☎0985-86-6700

事業内容：各種高圧ガス、溶接材料、機械工具
販売、中古機械買取販売
〒882-0036　宮崎県延岡市桜園町86-1
☎0982-33-3121

当社は植松商事の系列企業として、県内15か所の
サービスステーションや車の整備・車検工場など
を運営しています。車のことなら何でもお任せい
ただけるカーライフの情報発信基地として、豊富
な商品力と高度な技術力をもとに、幅広いニーズ
にお応えしています。

当社は、明治17年に創業した植松グループの中核
を担う企業です。石油事業からスタートし、時代
の変化やお客様のニーズに合わせながら、現在で
はドコモショップなどの通信事業、保険の代理店
業務、住宅・太陽光発電関係、ホテルJALシティ宮
崎、外食事業の小丸新茶屋など幅広く事業を展開
しています。

当社は植松商事の系列企業として、昭和46年の設
立時から蓄積したノウハウをもとに、お客様のニー
ズに合わせ、システムの設計及びソフトウェアの
販売を行っています。お客様にとって最適な情報
環境づくりを目指しています。

長年にわたり社員教育に力を入れてきました。人
間性を磨く勉強会は、社員一人一人が社会の役に
立つような人になるように開催。地方の概念にと
らわれず、小売業の先進地域であるアメリカでの
研修視察も積極的に実施。地域の食を支えるのが
私たちの役割。そのために日頃から学びチャレン
ジする風土をつくっているのです。

米良企業グループは地域に根差した電設資材の卸
売業を70年間、少しずつ変化しながら続けてきま
した。これからも変化を繰り返しながら、お客様、
取引業者様、社員、またその家族と共に地域に根差
した企業グループであり続けます。我々は電設資
材の販売を通して地域の幸せに真剣に取り組むグ
ループです。

当社は2004年に宮崎県･宮崎市の誘致企業とし
て設立。業務の効率化やコスト削減を実現するＯ
Ａ機器やセキュリティシステム等を県内企業に提
供しています。また、auショップを３店舗運営。
家庭向け通信事業と先端サービスで地域の未来づ
くりに貢献しています。従業員の平均年齢は33歳
と若く、活気で溢れています。

当社は各種高圧ガスやそれに付随する商品を取り
扱っています。本社は延岡、営業所は日向市・宮崎
市・都城市の３か所にあり、県内一円で地域密着型
の営業を展開。農業・水産業など一次産業へガス技
術を活用し、宮崎の地の利を生かしたガスの新た
な用途を開発し、地域社会や業界の活性化に貢献
したいと考えています。

募集職種 事務職／営業職　※要中型免許（免許取得条
件に満たない場合は入社後でも可）
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社会福祉法人 守破離

社会福祉法人 報謝会

社会福祉法人 ときわ会

社会福祉法人 豊の里

株式会社西日本福祉サービス研究所

宮崎市と横浜市で保育事業を展開

未経験でも働きながら資格取得ができる

真心と先端技術の介護で「生きる喜び」を

高齢者の暮らし支える幅広い事業で成長実感

マンション感覚で住む本格的な老人ホーム

募集職種 保育士／幼稚園教諭（共に要資格）

募集職種 介護職、生活相談員、看護師、管理栄養士　ほか

募集職種 介護職／作業療法士／看護師　ほか

募集職種 総合職／介護職／生活相談員

募集職種 介護職

事業内容：保育所、幼保連携型認定こども園、
保育事業
〒880-0817　宮崎県宮崎市江平東町1-2
☎0985-27-4624

事業内容：『ミューズ』の施設名で県内に18の
介護施設を運営
〒889-4414　宮崎県西諸県郡高原町大字蒲
牟田7348-2　☎0984-42-5001

事業内容：入居者・利用者（児）に対する介護、
リハビリ、保育等サービスの提供
〒886-0003　宮崎県小林市堤4380
☎0984-23-1478

事業内容：特別養護老人ホーム、デイサービス
等の運営
〒885-0023　宮崎県都城市栄町22-5-1
☎0986-24-1423

事業内容：有料老人ホーム（介護事業）
〒885-0032　宮崎県都城市中原町32-1
☎0986-25-7000

当法人の幼保連携型認定こども園は、学校教育と児童福
祉、子育て支援の機能を備え、保護者や地域社会と協力
し、児童の教育と福祉の増進に積極的に取り組んでいま
す。教育・保育に当たっては、「子供の人権や主体性を尊
重し、入園から就学まで連続した一貫性のある取り組み
を行う」ことを理念に運営しています。現在、宮崎市内
に３施設、横浜市に３施設の保育事業所があります。

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などの部署があります。新
入職員にはブラザーシスター制度を導入し、先輩
職員がマンツーマンで指導。資格や経験がなくて
も、法人内の養成校で働きながら資格取得ができ、
また定期的に上司と面談を行い、目標と結果に基
づいた評価をしています。

同一敷地内で、介護・保育・児童障がい・相談支援・
農福連携・温泉等、幅広い16の事業・施設を営んで
います。子どもと高齢者の交流や、「食う・寝る・遊
ぶ」の切り口から認知症や栄養・睡眠、心身の発達
等をICT技術や専門委員会で学びあう等、暮らし
や地域の課題に密着した多世代型福祉を実践して
います。

「超高齢社会」を迎え、ますます高くなる高齢者福
祉事業の存在意義。創立43年、地元の高齢者の皆
様が元気で暮らせるまちづくりを目指し、福祉・医
療・給食・教育、アジア諸国と連携した国際事業な
どを幅広く展開しています。仕事を通じて成長し
たい、宮崎に貢献したいという皆さんの力をお待
ちしています！

当社は県指定特定施設入居者生活介護事業所「け
あらいふ正寿の杜」等の運営をしています。「心の
豊かさ」を基本理念とし、入居者の尊厳を守り、安
全で、うるおいのある安心生活を支援します。職
場は福利厚生が充実しており、家庭を持っても働
ける環境です。仕事は先輩から丁寧に教えてもら
いながら覚えていきます。

独自のサービスで暮らしをサポート

その他の業種
OTHERS

株式会社カンエイ 株式会社コノハナ 宮崎瓦斯株式会社

オーナー様の賃貸マンション経営をサポート 若い人たちの発想を活かし、急成長を目指す ガスを通した地域の発展に共に取り組もう！

募集職種 事務職／営業職 募集職種 営業職 募集職種 総合職

事業内容：賃貸管理、仲介、メンテナンス
〒880-0812　宮崎県宮崎市高千穂通2-6-14
☎0985-25-1233

事業内容：不動産の仲介・販売
〒882-0836　宮崎県延岡市恒富町4-20
☎0982-35-1758

事業内容：都市ガスの製造、供給、販売
〒880-0835
宮崎県宮崎市阿波岐原町野間311-1
☎0985-39-3911

当社は県内でユーミーマンションの入居管理、メ
ンテナンスを行う不動産管理会社です。総合建設
会社「神崎建設工業」と一体となり独自の「トータ
ル賃貸管理システム」を確立。180社以上の不動
産会社との連携や常設モデルルームの設置など、
オーナー様の安定した賃貸マンション経営をグルー
プ一体でサポートしています。

当社は2020年に設立したばかりの会社です。若
いスタッフのアイディアを活かし、急成長を目指
しています。定期的な研修などもあり、仕事面だ
けでなく、人間的にも成長できる会社です。あな
たのアイディアやこれまでの経験、チャレンジ精
神を、ぜひ当社で生かしてみませんか。

私たち宮崎ガスは、都市ガスの供給を通じて宮崎
の豊かな街づくりに貢献しています。また、ガス
事業以外にも挑戦を行い、地域から選択していた
だける地域総合産業を目指しています。私たち企
業や宮崎が発展していくためには、若い皆さんの
力強いエネルギーが必要です。一緒に未来に向け
て歩んでいきましょう。
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株式会社はざま牧場 都城森林組合 宮崎県漁業協同組合連合会

宮崎県森林組合連合会

おいしい「はざまのきなこ豚」を共に全国へ 大切な森林資源を次世代へ繋ぐ 宮崎の漁業を支える縁の下の力持ちになろう

郷土の森林や山林の保持を支援しています

募集職種 営業職／技術職／畜産農業職 募集職種 事務職／技術職 募集職種 総合職

募集職種 総合職

事業内容：養豚肉豚販売、野菜・肥料販売、食肉販売
〒885-1104
宮崎県都城市野々美谷町1936-1
☎0986-36-0083

事業内容：林業全般（森林整備、苗木・木材生
産、路網整備、保安林整備等）
〒885-0055　宮崎県都城市早鈴町5085
☎0986-23-8787

事業内容：会員漁協や漁業者への経営指導や
物品販売等
〒880-0858　宮崎県宮崎市港2-6
☎0985-28-6111

事業内容：森林組合の指導、木材市場業、木材
加工業、森林整備事業等
〒880-0001　宮崎県宮崎市橘通西2-2-2
☎0985-25-5133

私たちは、母豚5,000頭、常時飼養頭数68,000頭
規模の繁殖から肥育の一貫経営を行っています。
牧場のある都城市の良質な自然と水、独自の飼料
で大切に育てられた当社のブランド豚「はざまの
きなこ豚」は、そのやわらかな肉質と素材がもつま
ろやかな甘みにより、全国のお客様からご支持を
いただいています。

森林が育む木材は循環利用できる貴重な資源です。
また、森林は生物が生きていく上で不可欠な水の
涵養や地球温暖化防止などにも役立っています。
当組合は、森林を大切に活用していくために「伐っ
たら、すぐに植えて、次世代に繋ごう」を実践して
おり、ICTを活用した資源管理ができる人材など
を募集しています。

当会は県内19の漁協と連携し、宮崎県の水産業を
とりまとめる団体です。指導、購買などあらゆる
面で漁業者をサポートし、海洋資源を守りながら
安心安全な水産物を消費者にお届けしています。
知識や経験は不問。「海や魚が好き」「水産業に興味
がある」「地域に貢献したい」という皆さんの応募
をお待ちしています。

森林組合は中小規模の森林所有者が組合員です。
その組合員が協同して経済的、社会的地位を向上
し、森林の保続培養及び森林生産力の増進を図る
ため、森林組合法に基づいて設立されています。
スギ素材生産量日本一である宮崎県の丸太の流通
を支える業務を中心に、宮崎の山林、森林の仕事を
サポートしています。

命や健康を守り生活を支える

医療・福祉業
MEDICAL and WELFARE

医療法人養気会 池井病院

社会福祉法人 さつき福祉会社会医療法人 慶明会株式会社上別府コミュニティファーマシー

スキルとメンタルを手厚くサポート

豊かな自然の中で子どもの力育む保育を実践技術と真心の医療を通して地域の夢をつなぐ調剤薬局から在宅訪問までニーズに応える

募集職種 総合職／薬剤師／看護師

募集職種 保育士／幼稚園教諭募集職種 総合職／事務職／介護職／看護師募集職種 薬剤師／事務職（調剤事務）

事業内容：内科、糖尿病内科、呼吸器内科、消
化器内科、外科、整形外科等
〒886-0007　宮崎県小林市真方87
☎0984-22-8918

事業内容：幼保連携型認定こども園
〒888-0005
宮崎県串間市大字北方7358-2
☎0987-72-5618

事業内容：医療施設での科学的かつ適正な医
療の提供
〒880-0021　宮崎県宮崎市清水3-6-21
☎0985-29-6465

事業内容：処方箋に基づいた医薬品の提供・服薬指導等
〒881-0012　宮崎県西都市小野崎1-76 コ
ミュニティプラザパオ別館２階
☎0983-42-6227（総務部事務所）

当院は開業100年を超える歴史ある病院です。新
入職員には一人ずつ教育担当者と、チューターと
呼ばれる相談役をつけて、スキルとメンタルの両
方をサポートしています。また、カウンセラーを
設置し、職員のメンタルヘルスに取り組むだけで
はなく、各種資格取得への応援金など様々なサポー
ト制度を設けています。

串間市の豊かな自然を活かした遊びを通して、子
どもたちの生きる力を引き出すことを大切にして
います。例えば、山遊び、海の生き物観察、畑で育
てた野菜でクッキング、３泊４日のキャンプなど、
子どもも職員も夢中になって楽しめるような教育・
保育を実践しています。宮崎市、横浜市の勤務地
もあります。

当法人は宮崎中央眼科病院、けいめい記念病院を
はじめ宮崎市、国富町、日南市で病院・医院、介護
老人保健施設、介護医療院を展開しています。私
たちは常に医療技術の向上のために研鑽を積みな
がら真心を持って患者様に接し、明るく信頼され
る病院づくりに取り組んでいます。一緒に「夢」を
持って働く方をお待ちしています。

私たちは、宮崎県で40年余り調剤薬局を７店舗運
営しています。処方箋に基づいた医薬品の提供・服
薬指導、在宅訪問サービスなどを行う多機能調剤
薬局として地域の方々、患者様に安全安心をお届
けできるようスタッフ全員で取り組んでいます。
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社会福祉法人 守破離

社会福祉法人 報謝会

社会福祉法人 ときわ会

社会福祉法人 豊の里

株式会社西日本福祉サービス研究所

宮崎市と横浜市で保育事業を展開

未経験でも働きながら資格取得ができる

真心と先端技術の介護で「生きる喜び」を

高齢者の暮らし支える幅広い事業で成長実感

マンション感覚で住む本格的な老人ホーム

募集職種 保育士／幼稚園教諭（共に要資格）

募集職種 介護職、生活相談員、看護師、管理栄養士　ほか

募集職種 介護職／作業療法士／看護師　ほか

募集職種 総合職／介護職／生活相談員

募集職種 介護職

事業内容：保育所、幼保連携型認定こども園、
保育事業
〒880-0817　宮崎県宮崎市江平東町1-2
☎0985-27-4624

事業内容：『ミューズ』の施設名で県内に18の
介護施設を運営
〒889-4414　宮崎県西諸県郡高原町大字蒲
牟田7348-2　☎0984-42-5001

事業内容：入居者・利用者（児）に対する介護、
リハビリ、保育等サービスの提供
〒886-0003　宮崎県小林市堤4380
☎0984-23-1478

事業内容：特別養護老人ホーム、デイサービス
等の運営
〒885-0023　宮崎県都城市栄町22-5-1
☎0986-24-1423

事業内容：有料老人ホーム（介護事業）
〒885-0032　宮崎県都城市中原町32-1
☎0986-25-7000

当法人の幼保連携型認定こども園は、学校教育と児童福
祉、子育て支援の機能を備え、保護者や地域社会と協力
し、児童の教育と福祉の増進に積極的に取り組んでいま
す。教育・保育に当たっては、「子供の人権や主体性を尊
重し、入園から就学まで連続した一貫性のある取り組み
を行う」ことを理念に運営しています。現在、宮崎市内
に３施設、横浜市に３施設の保育事業所があります。

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などの部署があります。新
入職員にはブラザーシスター制度を導入し、先輩
職員がマンツーマンで指導。資格や経験がなくて
も、法人内の養成校で働きながら資格取得ができ、
また定期的に上司と面談を行い、目標と結果に基
づいた評価をしています。

同一敷地内で、介護・保育・児童障がい・相談支援・
農福連携・温泉等、幅広い16の事業・施設を営んで
います。子どもと高齢者の交流や、「食う・寝る・遊
ぶ」の切り口から認知症や栄養・睡眠、心身の発達
等をICT技術や専門委員会で学びあう等、暮らし
や地域の課題に密着した多世代型福祉を実践して
います。

「超高齢社会」を迎え、ますます高くなる高齢者福
祉事業の存在意義。創立43年、地元の高齢者の皆
様が元気で暮らせるまちづくりを目指し、福祉・医
療・給食・教育、アジア諸国と連携した国際事業な
どを幅広く展開しています。仕事を通じて成長し
たい、宮崎に貢献したいという皆さんの力をお待
ちしています！

当社は県指定特定施設入居者生活介護事業所「け
あらいふ正寿の杜」等の運営をしています。「心の
豊かさ」を基本理念とし、入居者の尊厳を守り、安
全で、うるおいのある安心生活を支援します。職
場は福利厚生が充実しており、家庭を持っても働
ける環境です。仕事は先輩から丁寧に教えてもら
いながら覚えていきます。

独自のサービスで暮らしをサポート

その他の業種
OTHERS

株式会社カンエイ 株式会社コノハナ 宮崎瓦斯株式会社

オーナー様の賃貸マンション経営をサポート 若い人たちの発想を活かし、急成長を目指す ガスを通した地域の発展に共に取り組もう！

募集職種 事務職／営業職 募集職種 営業職 募集職種 総合職

事業内容：賃貸管理、仲介、メンテナンス
〒880-0812　宮崎県宮崎市高千穂通2-6-14
☎0985-25-1233

事業内容：不動産の仲介・販売
〒882-0836　宮崎県延岡市恒富町4-20
☎0982-35-1758

事業内容：都市ガスの製造、供給、販売
〒880-0835
宮崎県宮崎市阿波岐原町野間311-1
☎0985-39-3911

当社は県内でユーミーマンションの入居管理、メ
ンテナンスを行う不動産管理会社です。総合建設
会社「神崎建設工業」と一体となり独自の「トータ
ル賃貸管理システム」を確立。180社以上の不動
産会社との連携や常設モデルルームの設置など、
オーナー様の安定した賃貸マンション経営をグルー
プ一体でサポートしています。

当社は2020年に設立したばかりの会社です。若
いスタッフのアイディアを活かし、急成長を目指
しています。定期的な研修などもあり、仕事面だ
けでなく、人間的にも成長できる会社です。あな
たのアイディアやこれまでの経験、チャレンジ精
神を、ぜひ当社で生かしてみませんか。

私たち宮崎ガスは、都市ガスの供給を通じて宮崎
の豊かな街づくりに貢献しています。また、ガス
事業以外にも挑戦を行い、地域から選択していた
だける地域総合産業を目指しています。私たち企
業や宮崎が発展していくためには、若い皆さんの
力強いエネルギーが必要です。一緒に未来に向け
て歩んでいきましょう。
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