


　2019年版「みやざき就勝ガイド」を発行するにあたりご関係の方々に主旨を十分
ご理解いただき有効に活用頂く為、日頃の活動について一言述べておきます。
　毎月の宮崎大学工学部同窓会理事会に於いて、理事の先生方と一緒に次の
重点項目を掲げて積極的な活動を推進展開しています。
　１）就職活動への支援
　２）教育活動への支援
　３）学生の福利厚生への支援
　４）卒業後の連絡網の充実や同窓会の開催
　上記の中でも、特にこの３年間は在学生を中心とした「就職活動への支援」に
力を入れて活動しています。今年度も更に活動を充実させるため、宮崎県内で
工学部卒業生が就職している企業を７月中旬から約２か月間、会長・副会長・
事務局長３名で訪問し、企業紹介情報の掲載をお願いして参りました。
　その結果、「2019年版みやざき就活勝ガイド」の発行に至りました。

　この情報誌は、今まで何処にもない工学部同窓会が監修発行した県内企業紹
介情報誌です。この情報誌は対象在学生の皆さんにとって充実した内容になってい
ますので、ぜひ有効に活用して頂きたいと思います。

　今回の企画に対しましてご協力いただきました企業の皆様には心からお礼申し上
げます。この企画の情報誌は、改善しながら毎年新規継続発行していきます。
　次年度以降も更なるご協力を賜りますようお願い申し上げます。

宮崎大学工学部同窓会

会長　井上　康雄
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赤江機械工業株式会社

土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

機械器具製造業

宮崎発！
オンリーワン・ナンバーワン企業！

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半世紀にわたり、自社製品を日本
全国に供給しており、開発、設計、製造、販売、据付、
保守（メンテナンス）まで一貫体制を築いております。
会社一丸となり大企業にできない製品を中小企業
得意の分野で研究・開発を続けており、最近では、
主に公害防止機器・排水処理機に力を入れております。
特に生コン業界において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。
当社は、個人の知識と技能（スキル）を高め、和
（チームワーク）をもって意欲（モチベーション）を
高め、社会に奉仕しております。
また、働き方改革を推進し、「社員満足の経営」を
理念に掲げ、働きやすい会社、居心地の良い企業、
安心安全な職場を常に目指しております。

企業情報

①設計･開発　 ②電気･開発 ③営業職種 東諸県郡綾町大字入野4897-1所在地

8：00～17：30（休憩時間90分）

①②基本給 170,400円～　③基本給 180,000円～給与

勤務時間

土、日、祝日､夏季休暇､年末年始､他
年末年始（但し､祝日がある週の土曜日は出勤となります。）

昇給（年1回）／賞与（年2回）／定期健康診断／交通費支給／
有給休暇（半日取得可）／慶弔休暇／産前産後休暇／育児休暇／
介護休暇／社会保険完備／退職金制度／各種資格取得支援

休日

待遇

0985-77-3000電話

1970年4月設立

64名（男性59名・女性5名）従業員数

http://akaekikai.com/HP

Kyy01266@nifty.comE-mail

総務経理部長　宮永　雄次担当者

日々の成長が実感できる職場です
S.Aさん（工学研究科 機械システム工学専攻／平成28年修了）

わが社では、設計・工務・製造でお互いの仕事を見える化し、改善に努めています。
その結果、各部署内の情報を社内全体で共有し、柔軟な対応ができています。
また、個人の取り組み・意見が会社に大きく反映されるので、自分の成果が目に
見える形で現れます。部署内では、上司・先輩の指導の下、常に向上心を持って
取り組んでいます。また、各種研修・技能講習等を積極的に受講でき、熟練者からの
技術継承と合わせてスキルアップしています。会社説明、工場見学はいつでも可能
ですので、まずは本社まで足を運んでみて下さい。お待ちしています。

VOICE

0985-77-3090FAX

5,000万円資本金

旭有機材株式会社

土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

化学

ナンバーワン事業が3つ!
「明るく夢のある会社」で100周年へ
旭有機材は旭化成レーヨン工場にルーツを持ち、1945年3月、
宮崎県延岡の地で誕生しました。当時不足していた金属
材料を補うため、フェノール樹脂と木材で航空機用強化木
（べニア板）を製造していたのが始まりです。それ以来、旭化成
グループの一員として、樹脂を用いたモノづくりに取り組んで
います。

<ナンバーワン事業が３つ！>
その1つが、1952年に世界で初めて世に出した「樹脂製
バルブ」を軸とした管材システム事業です。樹脂の特徴
である「錆びない・酸やアルカリなどの化学薬品に強い・
軽い」といった強みを活かし、化学工場や水族館、上下
水道など、社会インフラの様々な場面で幅広く利用され
ています。
2つめは、創業当時からのフェノール樹脂製品を中心と
した樹脂事業です。特に、自動車のエンジンなどを製造す
る際に必要な「鋳造用樹脂」の分野では、樹脂製バルブと並ん
で国内トップクラスのシェアを有しています。
3つめは、温泉掘削数・総延長で日本一を誇る水処理・資源開
発事業です。地熱発電所の掘削や、羽田空港等の水処
理なども手掛けています。

企業情報

研究開発職、プラントエンジニア、技術職、営業職、海外事業など職種 宮崎県延岡市中の瀬町2-5955所在地

大学卒 基本給200,600円／修士了 基本給220,100円給与

8：00～17:00（職種・事業所による）勤務時間
年間休日120日(完全週休2日制・祝日・年末年始・夏季休暇)
年次有給休暇、慶弔休暇など

休日

家族手当／営業手当／地域手当／通勤交通費(当社規定による)／
役職手当／自家建設手当(住宅ローン補助） ほか

待遇

0982-35-0881電話

1945年3月設立

834名（単独、うち男性710名、女性124名）従業員数

http://www.asahi-yukizai.co.jp/HP

takatsugu.nada@asahi-yukizai.co.jp E-mail

灘 貴嗣、伊東 洋之担当者

仕事を通じて自らが成長できる会社です
S.Tさん（工学部 工学研究科 電気電子工学専攻／平成28年3月修了）

私は生産技術職としてバルブ製品を作るための金型や、組立設備など、様々な
工程を改善する業務を行っております。旭有機材では、これまでの専攻分野に
関わらず、多くの分野に携わることができ、仕事を通じて自身の幅を広げられるのが
魅力です。さらに、自ら“やりたい!!”と行動をすれば、“必ず応えてくれる真摯な”
会社です。
また、マジメで誠実な先輩方が多く、“人を支える”環境も整ってますので、ぜひ
一度当社の説明会等に足を運び、雰囲気を感じて下さい！

VOICE

0982-35-9350FAX

50億10万円資本金
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土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

情報提供サービス業

企業情報

事務職、システム開発職職種 宮崎市中村東3-4-46 カネボウ宮崎ビル5階所在地

あの大会も「スポーツエントリー」で
エントリー受付しています
WEBサイト「スポーツエントリー」を運営しています。「スポーツ
エントリー」では、マラソン、サイクル、ウォーキング、トライ
アスロンなど全国で開催される市民参加型スポーツイベントの
エントリー受付を行っています。弊社の主要事業となって
いる、エントリー代行事業は、大会参加者と大会主催者の両方を
サポートするサービスです。弊社のサービスを利用して大会に
参加するお客様は、日本人だけでなく、外国人にまで広がって
います。また、大会主催者向けのサービスでは、エントリー
代行だけでなく、参加者向けの事前事務全般を代行したり、大会
当日の記録計測業務、参加賞提案など大会運営にかかわる
業務にまで範囲が広がっています。目指すは国内外のアマ
チュアスポーツの総合支援サービスを提供する会社です。

機械系 物理系

株式会社アプロード 宮崎事業所

宮崎事業所では、「お客様の笑顔のために」参加者と主催者をつなぐサービスを提供するカスタマーサポートセンターでの事務職と、
「スポーツエントリー」システムを日々進化させているシステム開発職が活躍しています。

月給170,000円給与

9：00～17：30（休憩60分）勤務時間

土曜日、日曜日、祝日、年末年始休日

昇給（年１回）／賞与（年２回）／定期健康診断／交通費支給／
有給休暇、社会保険完備、大会参加費補助制度

待遇

0985-78-2951電話

2000年7月設立

34名（男性11名・女性23名）従業員数

https://www.sportsentry.ne.jp/HP

recruit@sportsentry.ne.jpE-mail

西澤担当者

0985-78-2956FAX

2,809万円資本金

宮崎から全国の大会情報を発信
M.Nさん（材料物理工学科／2004年卒業）

弊社運営サイト「スポーツエントリー」において、利用者に分かりやすいサイト作り
や社内業務の効率化における課題の解決方法を模索、実施する業務を行って
おります。私の入社理由は、インターネットを使ったビジネスであったこと、また、
その分野がスポーツであったことです。入社してから10年以上経過しております
が、現在までにサイトの構成や機能は大きく進歩しました。その進歩に欠かせない
のは常にお客様の声だと思っております。
私が所属しているカスタマーサポートではお客様の声を直に聞くことができます。
そこで承ったご意見を積極的にシステムに反映していき、サービスの向上に携わる
ことができることにやりがいを感じております。

VOICE

株式会社 アラタナ

土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

情報通信業

VOICE

宮崎からファッションECに革命を！
アラタナ流働き方改革も推進中
アラタナは、これから確実に伸びていくEC市場に
特化し、東京のクライアントを相手にトップレベルの
スピード感で事業を展開しているITベンチャー企業
です。
2015年には、ファッション通販サイト「ZOZOTOWN」を
運営する株式会社ZOZOに参画。ファッションECに
関わるコンサルティングや経験豊富な運用サポート、
ブランドイメージに沿ったデザイン作成など、
ZOZOTOWNと連携できる唯一のソリューションを
提供しています。
また、シャッフルランチや部活動補助など、ユニークな
福利厚生制度に加え、新卒給与の大幅改定、副業（パラ
レルワーク）解禁、フレックスタイム制導入など、多様な
働き方を促進しています。
新たな技術、刺激、考え方をもたらし、一緒にチャレンジし
続けてくれる方からのエントリーをお待ちしています。

企業情報

エンジニア（未経験者可）職種 宮崎市橘通東4丁目8番地1号 カリーノ宮崎7階所在地

私は「変化がある」「IT系」「ファッションに
携われる」「学べる」という４つの視点を
持って就職活動を行いました。アラタナは、
この４つを強く感じることができたため、
就職することを決めました。 
アラタナではエンジニアとしてお仕事を
しています。社員同士が知識を積極的に
共有する社風で、毎日想像以上の学びが
あるため、とても充実感があります。
就活前は不安も多いと思いますが、ときには
自分をじっくり見つめ直す時間を作って、
自分のしたいことを見つけてください。
応援しています！

乗るなら今でしょ!
このビッグウェーブに VOICE 自分の好きが詰まった場所！
K.Tさん
（情報システム工学科／平成22年卒業
 情報システム工学専攻／平成24年修了）

M.Yさん
（工学部 情報システム工学科／
 平成30年卒業）

同じ研究室だった先輩を、当時のアラタナ
オフィシャルサイトのメンバーページで
見つけたのがきっかけでエントリーして、
紆余曲折を経て今ここにいる自分ですが、
現在は主に黒い画面経由でサーバの
ご機嫌取りをしています。
フレキシブルな勤務形態のおかげで
仕事と育児も十二分に両立でき、有給
取得もブラウザでポチポチするだけ。
時代はやはりペーパーレス。
時代の潮流に乗り続ける必要がある
IT業界ですが、モボ・モガな方は是非！

250,000円（基本給187,500円、定額割増手当62,500円）
※普通残業手当42時間見合い分を定額割増手当として支給

給与

フレックスタイム制（コアタイム10：00～16：00）勤務時間

土、日、祝日休日

学習支援制度／副業可／ランチ補助／部活動補助 等待遇

0985-23-3362電話

平成19年5月設立

120名（男性72名・女性48名）従業員数

https://www.aratana.jp/HP

newgraduate@aratana.jpE-mail

黒田 千鶴担当者

0985-22-8580FAX

9,900万円資本金
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◆会社イメージビデオ◆
⇒https://www.youtube.com/watch?v=
cdsujzGPO9E

機械系 電気・電子系

常にワクワクする会社です
H.Sさん（宮崎大学大学院 工学研究科 物質環境化学専攻／2017年3月修了）

大学では化学を専攻し、真空ポンプが研究の様々な場面で利用されていることを
知り、入社を決意しました。世界の産業または最先端の研究で弊社ポンプが活躍
していると考えると、とてもワクワクします。入社当初はポンプの構造・知識が全く
なく不安でしたが、段階的な教育と先輩社員からの手厚いサポートもあり、課題を
一つずつクリアすることができました。現在は開発業務を担当し、試作機に頭を
悩ませていますが、よりよくできるのは自分だと思い全力で業務に取り組んで
います。

製造業

企業情報

製造職及び技術職

大学卒 基本給197,500円、大学院卒 基本給202,500円

職種

給与

8：30～17：05（休憩45分）7：50勤務勤務時間

週休二日制（土・日・祝）その他会社カレンダーによる※年間休日124日休日

昇給（年1回）賞与（年２回）／交通費支給／社会保険完備／
有給休暇（計画年休制度有）／退職金制度有

待遇

宮崎県西都市大字茶臼原291-7所在地

0983-42-1411電話 0983-42-1422FAX

1971年7月設立 2億8,000万円資本金

271名（男性172名・女性99名）従業員数

https://www.ulvac-kiko.com/HP

kouji_kamiya@ulvac.comE-mail

総務部　神谷担当者

小型真空ポンプ、小型真空機器の
リーディングカンパニーです
当社は1971年の創業以来、一貫して小型真空ポンプ、
小型真空機器の専門メーカーとして、幅広い産業分野
に貢献して参りました。更に、小型・省エネ・クリーンを
キーワードにした環境対応製品の創造により、代替エネ
ルギー産業や健康・福祉・医療の分野に対しても積極
的に商品開発を進めており、家電製品や自動車など
超信頼性を求められるポンプの提供を通じて、安全で
高品質の承認を広く世の中に提供しております。
【地域未来牽引企業選定】
＜＜ 求める人物像 ＞＞
日頃小さなアイデアを思いつき、コミュニケーションを
とることが好きな方。
あなたのアイデアとコミュニケーション能力をアルバッ
ク機工で活かしてみませんか？

物理系

VOICE

アルバック機工株式会社 イー・アンド・エム株式会社／
株式会社 フェニックスシステム研究所

土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

情報サービス業・ソフトウェア業

VOICE

ふるさと宮崎でコンピューター社会の
新しい時代を創造していく
■事業内容／各種ソフトウェア開発及びコンタクトセンター事業
私達の生活に密着した電力、医療／介護、住宅、放送、新
聞、プリンター、地図、セキュリティ、ブライダル関連など
幅広い業種、業務に対応したソリューションの提供と医
療情報システム、見守りシステムに特化したコンタクトセ
ンターサービスを展開中
■職場環境
　①社員の６割は宮崎県出身
　　宮崎大学出身者はグループ全体で61人
　　（2018年9月現在）
　②技術者育成を第一義とする文化
　　専任講師による技術教育（新人研修、業務スキル　
　教育他）を実施
　③充実した福利厚生
　　入社後の奨学金返済補助制度、アドバイザー制度　
　　（先輩社員によるフォローアップ）、育児休業制度の
　　積極的利用、子育てサポート企業

企業情報

ソフトウェア開発エンジニア

初任給（宮崎勤務）：大卒189,000円、修士199,000円
手当：通勤、家族、時間外・深夜・休日等割増、都市圏は地域手当あり。

職種

給与

9:00～17:45　フレックスタイム制勤務時間

完全週休2日制・祝祭日、年末年始、創立記念日、土曜祝日振替休日

昇給年１回（4月）／賞与年2回（6月／12月）／各種社会保険完備／
奨学金返済支援制度／社員寮／アドバイザー制度／慶弔見舞金／
退職金／各種厚生施設／ヒルトングランドバケーションクラブ施設／
湘南宿泊施設／休暇：夏季・慶弔・有給・子の看護・介護／
休業：産前産後・育児・介護

待遇

宮崎市佐土原町東上那珂16079-35所在地

0985-30-5170電話

1979年10月設立

0985-74-4560FAX

6,000万円（イー・アンド・エム） 5,000万円（フェニックスシステム研究所）資本金

イー・アンド・エム 331名（男性281名・女性50名）
フェニックスシステム研究所 178名（男性126名・女性：52名）　

従業員数

https://www.eandmgroup.com/HP

saiyo2020@eandm.co.jpE-mail 益留 伸人担当者

　私が入社して感じたことは、エンジニア
はいろんな人と関わることが必要なんだと
いうことです。
入社前に思っていたエンジニアのイメージ
のひとつに「人と接する機会が少なそう」と
いうものがありました。仕様さえ決まって
いれば、それをこなしていく中であとは作業
が大部分を占めるようなイメージを持って
いたからです。
しかし実際には、自分で考えて動いて人に
働きかけて業務を進めていくことが大事な
こと分かり、自分のエンジニアのイメージ
が大きく変わりました。

決め手は会社の人たちの
雰囲気

VOICE エンジニアという仕事は
人との関わりが重要

T.Tさん
（宮崎大学工学研究科電気電子工学専攻／
 2016年3月修了）

I.Kさん
（宮崎大学工学部情報システム工学科／
 2017年3月卒業）

私は情報系が専門ではなかったので、
入社前は仕事についていけるかとても
不安でしたが、入社して2ヶ月間の新人
研修やプログラミングの業務スキル
教育、先輩社員の方々からの指導の
おかげでなんとか今までやってくること
ができました。
私が最終的に当社に就職することを
決めた理由は会社の人たちの雰囲気
でした。
説明会や面接で話した雰囲気で「この
人たちと一緒に働きたい！」と思った
ので、ぜひ一度当社の説明会等に足を
運んでみてください！
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土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

製造業

VOICE

「開発総合支援企業の(株)ウイント」、
「未来を拓く(株)日南の開発研究所」

自動車、家電、情報通信の大手メーカーの新商品開
発のお手伝いをする「開発総合支援企業」です。
技術職（モデラー）業務全般を行っていただきます。
（1）各種工業用モデルの製作
（2）自動車モデルの製作
（3）産業用ロボットの設計・製作
（4）金型の製作
(株)日南の研究開発部門として2018年7月宮崎県
西都市に新設しました。本社と連携し特殊用途用ロ
ボットや自動運転車両等の設計開発及びAIを利用し
た様々な新製品を行います。

営業管理部において、金型部門の事
務を担当しています。業務内容としま
しては、伝票の作成や集計・製品の
梱包、発送を主に行っています。
一つの製品を作るのにも、各部門で
連携して行っています。そのため、コ
ミュニケーションが重要となってきま
すが、社内行事もありますので、先輩
後輩の交流も十分にあり、アット
ホームな会社です。

さまざまな技術を
習得出来る仕事です

VOICE 働きやすい環境で、
アットホームな会社です

Y.Aさん
（機械システム工学科／平成14年卒業）

H.Mさん
（教育文化学部／平成27年3月卒業）

私が所属している部門では金型の設計・加
工からインジェクション成形まで様々な技
術を習得しながら、お客様の要望にあった
製品を製作する仕事です。また、最新の精
密加工機や成形機、CAD等を駆使し、オー
ルマイティな人材を育成していく部門でも
あり、私はインジェクション成形において1
級技能検定を取得することが出来ました。
その様な技能検定での資格取得について
も積極的に取り組んでいます。
他にも精密加工部門・デザイン部門・車両
部門などもあり幅広い分野で技術を身につ
けることが出来るやりがいのある仕事だと
思います。

モデラー

月給 200,000円～

職種

給与

8：30～17：30（休憩時間60分）※時間外勤務有勤務時間

完全週休二日制※年間休日115日休日

昇給（年1回）／賞与（年2回）／定期健康診断／
社会保険完備

待遇

ウイント：宮崎県西都市三宅406
宮崎総合研究所：西都市調殿寝頃６８７－３
　　　　　　　（ウイント総合センター内）

所在地

ウイント：0983-42-2961／宮崎総合研究所：0983-32-1212電話

ウイント：0983-42-2963／宮崎総合研究所：0983-32-1213FAX

ウイント：1988年9月／宮崎総合研究所：２０１７年８月設立

㈱ウイント：3,000万円／㈱日南本社：2,200万円資本金

228名（男性201名・女性27名）従業員数

www.nichinan-group.comHP

goto@wint.jp / ka-kamata@nichinan.co.jpE-mail

後藤英一／鎌田一成担当者

企業情報

株式会社 ウイント／
株式会社 日南 宮崎総合研究所 植松商事株式会社（植松グループ）

土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

総合商社

VOICE

エネルギー事業を軸に、
時代に沿った事業を幅広く展開

弊社は明治17年創業以来、生活に不可欠な『エネル
ギー』を中心に、時代の変化に対応しながら県内一円に
事業を展開しています。
●石油事業
　（備蓄基地・法人向け卸売・ガソリンスタンド）
●ＩＴ・通信事業
　（ドコモショップ・事務機器・ITソリューション） 
●開発事業（不動産開発・太陽光・住宅関連商品）
●保険事業（生命・損害保険代理業務） 
●自動車関連事業（車検・自動車整備・レンタカー）     
●システム開発事業
●LPガス事業　　　　　　　　
●ホテル事業（ホテルJALシティ宮崎）
●外食事業（小丸新茶屋）
地元宮崎で135年目を迎える企業として、これからも
宮崎のみなさまの快適な暮らしのお手伝いをすすめて
まいります。

企業情報

①営業　②事務　③技術　④接客

170,000～200,000円

職種

給与

8：30～17：30※部署によってはローテーション制勤務時間

週休2日制、月8日以上、年間108日(一部ローテーション)休日

昇給（年1回）／賞与（年2回）／交通費／有給／
結婚・慶弔休暇／介護休暇／出産に関わる休暇／各種祝金／
フレックス制度／育児応援特別助成／奨学金返済特別助成

待遇

宮崎県宮崎市橘通西4-2-30所在地

0985-22-5100電話 0985-22-5188FAX

昭和11年3月設立 6,000万円資本金

494名（男性317名・女性177名）従業員数

http://www.uematsu-grp.co.jp/HP

recruit@uematsu-grp.co.jpE-mail

横田　俊生担当者

通信事業部で携帯電話の販売、接客
業務を担当しています。
入社当初は戸惑うことも多くありましたが、
今では後輩を指導する立場になり、周りの
社員に刺激をもらいながら、日々仕事に
励んでいます。
弊社は20代の社員が多く活躍して
おり、失敗を恐れず、チャレンジできる
環境です。また、仕事を通して社会人としての
マナーや知識、振る舞いなど成長を
感じられ、この会社で社会人としての
第一歩を踏み出せて良かったです。

自分の可能性を広げてみる VOICE 人として成長できる場所
T.Yさん
（物質環境化学科／平成22年卒業）

C.Kさん
（物質環境化学科／平成26年卒業）

入社時はホテルの料飲グループに配属、
現在は総務部で主に人事採用を担当
しています。社内全体の状況を常に把握し、
状況に応じて柔軟に採用を進めていく
バランスが要求されます。
また、入社式や社内研修、各種行事の
企画・運営など、行う業務は多岐に渡り
ます。
そのため覚えることも多く勉強の毎日
ですが、その分成長を感じます。
当時研究していた分野とは離れていますが、
自分の可能性を広げ就職して良かったと
思っています。
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ＳＣＳＫニアショアシステムズ株式会社

土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

ソフトウェア

VOICE

地方に居ながら大都市圏の
一流企業のシステム開発を行う！

当社のシステム開発サービスはSCSKグループが大手
企業から受注した開発案件を地方拠点にて開発すると
いう形態となっています。 
◎お客様の基幹業務システムの継続的保守業務も　
増加中。 

◎当社担当システムのエンドユーザはほとんどが大手
企業。業種も金融・通信・製造・流通など多岐に
わたっています。 

◎大手企業が採用する、最新のIT技術やお客様の
ビジネスに直接関われる案件を数多く担当して 
います。地元のIT産業発展への貢献と、大都市圏の
お客様への付加価値の提供、その両方を実現する
ことができます！

◎働き方改革に取り組み中です。社員の月平均残業
時間20時間以下と有給休暇取得率90％を実現し、
社員の仕事とプラベートの両立を推進しています。

企業情報

システムエンジニア職種 所在地

入社後の新人研修では、3か月間の
集合新人研修（東京）を行い基礎知識を
身に付けました。 その後、配属先（宮崎）に
戻りOJT研修で実践的な訓練を行う
など、教育が充実しています。また、
リーダーが案件の工数を組む際には、
残業をしない、有給休暇予定を考慮して
計画します。リーダーや管理者が計画
的な仕事の取り方をするので、残業は
月20時間以内、有給も100％（年間20日）
取得することが出来ています。
働く環境が整っているので生産性を
上げることに集中できます。

東京で学び、宮崎で活かす VOICE 研修制度が充実！！
宮崎にいながら東京の仕事が
出来ます！！Ｈ．Ｎさん

（電気電子工学科／平成26年3月卒業） Ｋ．Ｍさん
（環境ロボティクス学科／平成28年3月卒業）　

私は今、宮崎に仕事を持ち帰るために
東京で働いています。
宮崎で仕事をしていると、遠方にいる
お客様と会う機会はなかなかありません
でしたが、東京に来て様々なお客様と
直接話すことができ、仕事がスムーズに
進むようになりました。
また、宮崎だけでは感じられない緊張感が、
仕事へのモチベーションに繋がっています。
こういった経験ができるのも、SCSK
グループである当社の強みだと思います。

初任給：大卒185千円、院卒195千円（2018年4月実績基本給）給与

９：００～１７：４０(休憩60分) ７・8・９月は30分繰り上げ勤務時間

完全週休2日制(土・日)、祝祭日および年末年始、有給休暇、他休日

昇給(4月）、賞与(6・12月）、社会保険、諸手当、他待遇

宮崎県宮崎市橘通東4-7-28 TOKIWA30ビル所在地

0985-26-9700電話

２００１年５月設立

全社278名（男性218名・女性60名）
宮崎  68名（男性53名・女性15名）

従業員数

http://www.scsk-nearshore.co.jp/HP

saiyo@scsk-nearshore.co.jpE-mail

森屋　佳雄担当者

0985-26-9705FAX

10,000万円資本金

ＡＫＭテクノロジ株式会社

土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

【産業分類：L3】学術研究・専門技術サービス業（技術サービス・その他の専門サービス業）

VOICE

宮崎から世界へ！
ＬＳＩ設計開発
エンジニアの会社です。

ＡＫＭテクノロジは２００２年３月、旭化成エレクトロニク
ス（ＡＫＭ）の１００％出資会社として九州・宮崎に誕生し
ました。高い技術力とＡＫＭとの強い連携によって、付
加価値の高いＬＳＩを宮崎市で設計・開発し、世界に提供
しています。
磁気の強度を検知して演算・制御を行う技術や、世界
最高水準の音質を生み出す技術、小型・高精度・低消費を
実現する技術などを駆使した製品は、スマートフォンや
自動車、オーディオ機器、スキャナといった身近な製品で
使われています。
電子回路の専門知識がなくても、充実した社内研修
などを通して知識を深めることができるため、電気
電子以外の方も多数活躍しています。
～２０１８年、子育てサポート企業として県内企業で
２９番目に「くるみんマーク」を取得しました！～

企業情報

LSI（半導体製品）設計エンジニア職種 宮崎市橘通東5-3-10損保ジャパン日本興亜宮崎ビル6階所在地

現在私は、電流センサICのアナログ回路
設計を担当し、最近ではICが信号を出力
するために必要なバッファ回路を設計
しました。入社3年目で、製品設計の一端を
担い、責任の伴う立場となりましたが、
その分自分の成長を日々実感できました。
年齢の近い先輩が多いため、仕事の
相談、プライベートの相談？も心置きなく
でき、自分の成長の糧となっています。
責任ある仕事、日々成長できる環境、こう
いった点に仕事へのやりがいを感じます。

生みの苦しみの先に、
喜びがあります VOICE 世界を視野に

宮崎から始まった会社の一員
Y.Uさん
（工学研究科応用物理学専攻／
 2007年修了）

K.Iさん
（工学研究科電気電子工学専攻／
 2015年修了）

私の所属する部署では、スマートフォンの
カメラレンズ位置を制御する製品の開発に
取り組んでいます。今や1人1台スマート
フォンを持つ時代ですが、私の入社した
１０年前はまだまだ普及していませんでした。
そこから現在に至るまで製品の市場、ユーザーの
ニーズなどこれから来る時代を予見して、
チーム一丸で試行錯誤しながら製品開発を
行ってきました。その結果、当社の製品は
世界中に流通しているスマートフォンの多くに
搭載されています。スマートフォンの様なリ
リースサイクルの早いアプリケーションだと、
日々要求が高くなり製品開発は一筋縄では
いきませんが、自分の携わった製品が身近な
ところ感じられるので、うれしく思うと
同時に大きなやりがいを感じています。

大学卒　214,400円　大学院卒　241,050円　給与

9:00～17:45（裁量労働、フレックス勤務制度あり）勤務時間

年間120日（土、日、祝日休）休日

昇給(年１回)／賞与(年２回)／定期健康診断／
健康・厚生・労災・雇用保険／交通費全額支給／
年次有給休暇／育児休業／介護休業／再雇用／財形貯蓄／
持株／確定拠出年金／労働組合

待遇

0985-62-1950電話

2002年3月設立

131名（男性122名・女性9名）従業員数

http://www.asahi-kasei.co.jp/akmk/HP

akmt-jobs@om.asahi-kasei.co.jpE-mail

中島 俊彦担当者

0985-62-1997FAX

3,000万円資本金
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株式会社 ＭＪＣ

土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

ソフトウェア開発

VOICE

「ＩＣＴ技術で命をまもる」
高度技術を宮崎から全国へ世界へ

■宮崎・東京・大阪・福岡を拠点に、セキュリティと品質の
　高い、高度技術を提供。
■厚生労働省「若者応援企業」認定。入社3年社員90％　
在籍、育児休業復帰100％
■設立47年。安定した経営基盤。業績により決算賞与追加。
■企業理念「ＩＣＴを通じた地域社会への貢献」
■消防・防災・医療・福祉　
　「命をまもる」自社開発ソリューション
■オフタイムには笑い声が絶えず、先輩後輩の仲の良さを　
感じられます。
■内定後教育：入社までフォロー体制を完備。
■入社後教育：一人ひとりを優秀なトレーナーが丁寧に　
サポート。当社独自の充実した研修内容で一流の技術者に　
成長できます。

企業情報

ＩＴエンジニア職種 宮崎県宮崎市霧島2-84-1所在地

入社当時はまったくプログラミングの
知識や経験もなく、仕事としてやって
いけるのか不安でした。しかし、新人教育で
トレーナーから丁寧な指導を受け、社会人的
基礎や技術を身につけることができました。
今では、自社パッケージ「医療情報シス
テム」の開発や保守を通して、直接
お客様との要望調整などのやり取りを
する機会も増えました。プロジェクトリーダーを
任され責任を感じますが、毎日が充実して
います。

新人教育が充実。
働きやすい環境がある VOICE 「成長」と仕事の「やりがい」を

感じられる環境です。
Ｈ.Ｋさん
（工学部情報工学科／
 2016年卒業）

Ｙ.Ｂさん
（工学部電子物理工学科／
 2016年卒業）　

宮崎に貢献したいという想いで就職したの
ですが、今は全国を相手に仕事をして
います。宮崎にいながら全国に展開して
いるスケールの大きさに責任とやりがいを
感じています。
会社に入社したきっかけは、会社説明会の
時の先輩の話でした。「うちの会社は
分からないことがあったら先輩がサポート
してくれる働きやすい会社だ」と話されて
いました。実際に入社してみると、先輩たちが
言われた通りで、教育制度もしっかり
しているし、風通しがよく、働きやすい
会社です。

180,000円～223,000円給与

9：00～18：00（60分休憩）勤務時間

完全週休2日制（土・日・祝）、年末年始休暇、夏季休暇休日

賞与（年3回）／昇給（年1回）／定期健康診断／交通費支給／
有給休暇／慶弔休暇／産前産後休暇／育児・介護休暇／
社会保険完備

待遇

0985-25-8228電話

1972年3月設立

300名(男性２５５名・女性４５名）従業員数

http://www.mjcnet.co.jpHP

recruit@mjcnet.co.jpE-mail

岩本 信子担当者

0985-31-7211FAX

1億円資本金

電気・電子系 情報系機械系

情報通信業

VOICE

より多くの「幸せ・喜び」を
提供する企業に

「より多くの人に、より多くの幸せ・喜びを提供でき
る企業」を目指し、ここ宮崎の地に根を張り事業を
展開していく為に、平成２８年１２月に「株式会社
オロ」より分社化いたしまた。
クラウドERP（統合業務システム）『ZAC Enterprise』
の開発・提供と、大手企業のWebサイト構築・運用・
マーケティング支援を事業の二本柱として推進して
おります。ERPの導入で企業の内側を、Webサイト
やＷｅｂマーケティングで企業の外側をと、様々な
「企業の悩み」を内外両面から解決しています。
サ－ビスの提供を通じて、クライアントはもちろんの
こと、同僚やその家族、社会に対しても「幸せ・喜び」
を提供できる企業でありたいと考えています。

クラウドERP（統合業務システム）
『ZAC Enterprise』の開発に従事し
ており、オロ宮崎では問い合わせの
調査や、不具合の修正等、開発の中
でも保守分野の業務を行っています。
宮崎をはじめ、日本国内外の開発
拠点と協力して、１つの製品を作り
上げています。覚えることはたくさん
ありますが、ひとつひとつステップアッ
プしていける環境です。

働きやすい環境で
世界を視野に

VOICE 国内外の拠点と
協力した製品作り

Y.Kさん
（電気電子工学科／平成１７年卒業）

K.Kさん
（情報システム工学科／平成２０年修了）

元々WebデザインやWebマーケティ
ングに興味があり、全国規模でWeb
サイトの運用を手がけるオロ宮崎に
入社しました。現在、広告運用を担当
しており、更に事業を拡大していく
ことを視野に入れて日々勉強の毎日
です。職場の雰囲気もアットホーム
で、人材育成のためのカリキュラムも
しっかりしているので未経験でも
馴染みやすいと思います。

株式会社 オロ宮崎

企業情報

①プログラマ　②ITエンジニア
③マーケティングディレクター　④Webディレクター
185,000円～

職種

給与

9：30～18：30勤務時間

土日祝日、夏季休暇、年末年始休日

扶養手当／通勤手当(3万円迄／月）／定期健康診断／
有給休暇／夏季休暇／慶弔休暇／産前産後休暇／
育児休暇／介護休暇／社会保険完備／資格一時金制度

待遇

宮崎市橘通西2-4-20 アクア宮崎ビル所在地

0985-60-7340電話 0985-60-7341FAX

平成２８年１２月設立 1,000万円資本金

89名（男性48名・女性41名)従業員数

http://www.oro-miyazaki.comHP

oro_miyazaki_recruit@jp.oro.comE-mail

森永理紗担当者
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土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

今後の宮崎の整備、維持管理をするために
O.Tさん（工学研究科博士前期課程 土木環境工学専攻／平成19年３月修了）

大学では土木を専攻し、南九州特有のシラスを用いた補強土壁の実験
や土質・地質、災害に関する研究をし、在学中に学んだ知識を生かし、
宮崎の社会資本の整備、維持管理に貢献したいと思っていたため九州
工営㈱に入社しました。「発注者が求める成果以上のものを」と思い
日々頑張っています。これからも地域のためになるこの仕事を社員全員
と頑張っていきたいと思います。

総合建設コンサルタント

企業情報

設計技術職及び測量調査職

210,000円

職種

給与

8:00～17:00(休憩90分含)勤務時間

完全週休二日制(原則土日)(時間外勤務有)休日

賞与(年２回)／健康診断(年１回)／社員旅行(年１回)／
夏季・年末年始休暇／有給・育児・介護・慶弔休暇

待遇

宮崎県宮崎市大工２丁目１１７所在地

0985-28-1122電話 0985-28-1105FAX

1962年5月設立 1,400万円資本金

4６ 名（男性4３ 名・女性3名）従業員数

http://www.k-kouei.co.jp/HP

info@k-kouei.co.jpE-mail

高橋・長友担当者

地域に調和し
住民のための街づくりを行う
総合建設コンサルタント

私たち九州工営株式会社は、主に道路・河川・橋梁・
上下水道等の公共事業に関する調査・測量・計画・
設計・管理・点検等を行う総合建設コンサルタントで
す。国や県、市町村が求めるニーズを把握し、各地域
に調和した街づくりのため、無人航空機（ドローン）
や三次元（３Ｄ）スキャナーなどの新しい技術を取り
入れ、日々技術力向上に努めています。地域のため、
住民のため、家族のため、そして自分のためにやり
がいのあるこの仕事を誇りに、これからの未来へ、共
に笑顔のバトンを繋いでいきましょう。

VOICE

九州工営株式会社キャデック株式会社

土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

技術サービス業

VOICE

宮崎を拠点として全国へ、
設計成果品を提供している会社です。
私たちは、社会基盤の整備に不可欠な仮設構造物、
土工構造物に関わる設計のプロ集団として、それらを
立案計画されるお客様に頼られ続ける事を目指して
います。「プロに頼られるプロであり続ける」をモットーと
して、宮崎から全国へ技術サービスを提供し、海外
企業との連携も行っています。
入社後はCAD研修を含む充実した研修制度により、
安心して業務習得を行うことができます。また、
勤務時間はフレックスタイム制を採用しており、
育児・介護休業、在宅勤務などワークライフバランスの
推進に力を入れているので、ライフイベントに合わせて
働き続けることができます。
豊富な休暇も魅力の一つで、夏季休暇やアニバー
サリー休暇、自己啓発休暇等を利用して、各自様々な
ことにチャレンジしています。公的資格取得に対する支援も
あり、新たな可能性を見出せる環境が整っています。

企業情報

設計職種 宮崎市学園木花台西2丁目1番２所在地

0985-58-1211電話 0985-58-2131FAX

1989年4月設立 9,000万円資本金

50名（男性40名・女性10名）従業員数

http://www.caddec.com/HP

somu@caddec.comE-mail

金丸　尚志担当者

私達は、「社会基盤の整備に不可欠な
仮設構造物」の設計を行ってます。これを
聞いてピンとくる人は少ないと思います。
私も入社前はその内の一人でした。
しかし入社後、橋を造るために必要な
仮桟橋やビルを作るために必要な土留めと
いったことを教わり、私達の生活環境を
維持もしくは便利にするためには、本当に
必要な仕事だと実感しました。私達の
やっていることは、縁の下の力持ち的な
仕事ですが、そんな仕事に誇りを持ち、
社会貢献の気持ちで日々働いています。

チャレンジできる環境と
丁寧な技術指導が自慢 VOICE 私たちの生活環境に

身近な仕事です
Y.Hさん
（工学部 土木工学科／平成7年卒業）

M.Nさん
（工学部 土木環境工学科／平成12年卒業）

私は、CADをフル活用した土木設計に興味が
ありました。
現在は、CADの機能を駆使しながら図面を
作成することを中心に、構造計算や施工費用の
検討、施工計画まで、幅広く土木の設計
業務を行っています。
また、最近では3D-Cadを用いた業務の
効率化の検討も行っています。
キャデックは、新しいことにもチャレンジできる
環境が整っており、特に若い人や新入社員
には丁寧に技術指導をするのが自慢の会社
です。

月給 200,000円～給与

8：30～17：30（休憩60分有）※時間外勤務有勤務時間

完全週休2日制（土、日、祝）※年間休日：125日休日

昇給(年1回)／賞与(年3回)／定期健康診断／
交通費支給／年次有給休暇･特別休暇／
産前産後休暇･育児休業･介護休業／社会保険完備

待遇
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土木系 機械系 電気・電子系 情報系化学系

学生時代に学んできた事を活かして、地元宮崎に
恩返しできる会社です。
K.Iさん（電気電子工学科／2012年卒業）

入社後１年間は現場研修をして、その後「きゅうなん隊」として一般家庭の住宅に
関わる営業活動をしました。また宮崎大学集光型太陽光発電システム設置工事に
携り、母校に恩返しをする事もできました。現在は人財活性事業本部・経営管理部で
会社の予算や経費の管理、現場で働く方のサポートをしています。学生時代に
学んだ電気工学の知識を活かして、現場目線に立って物事を考えるように心がけて
います。地元宮崎に貢献したい方、大学生活で宮崎が好きになった方は是非私たちと
一緒に仕事をしましょう。

建設業（総合電気工事業）

企業情報

①営業職　②技術職

①② (基本給)183,000円+諸手当

職種

給与

8：00～17：30(休憩90分)勤務時間

宮崎県宮崎市大字赤江２番地所在地

0986-27-5600電話 0986-27-5605FAX

昭和23年3月設立 10,000万円資本金

405名（男性364名・女性41名）従業員数

https://www.kyunan.co.jp/HP

kikaku@kyunan.co.jpE-mail

総務部　北薗担当者

VOICE

株式会社 九南
環境事業が注目される
今だからこそCO₂排出の少ない
電気に関わる仕事に携りませんか

宮崎県内の電気完工高『No.1』。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71年になります。現在、南九州はもとより、北九
州・大阪・東京へとエリアを拡大してまいりました。
人と企業の調和を計り、豊かな暮らしに貢献できる
企業をめざし、さらなる飛躍を続けます。
【事業内容】
送配電線工事、通信工事（光ファイバー、コンピュー
タネットワークのLAN等）、発変電工事、構内電気設
備・照明設備工事・防災設備工事・弱電設備工事全
般の設計・施工、土木工事、冷暖房空調設備工事、塗
装工事の設計・製造及び工事・試験・調整等

年間休日114日(当社カレンダー有)
※日、祝休日、第4土曜日出社（6Sの日）

休日

昇給（年１回）／賞与（年2回）／有給休暇／リフレッシュ休暇／
エンジェル休暇／独身寮（都城2棟・宮崎1棟）

待遇

株式会社 共同技術コンサルタント

物理系 情報系土木系

建設コンサルタント

ゆたかな社会を創造を目指して、
わたしたちはチーム力で貢献します！

当社は、１９７５年８月１日に創業以来、「人の和」を
社是、「誠意・創意・熱意・健康」を社訓として遵守し、
顧客のニーズと期待に対応して満足と信頼を得る
事を目標に社会資本整備に取り組み続け、おかげ
さまで今年で４４周年を迎えました。
当 社 の 魅 力を一 言でいえば 会 社 全 員 が 一 体
となった「技術の輪」「チームワークの輪」「コミュニ
ケーションの輪」といった「輪」を重んじるところ
であります。
配属先となる技術部は、総勢２３名、平均年齢４２歳の
若さとやる気に満ち溢れている職場であります。
技術士も９名が在籍しており、広い視野と卓越した
技術を持った技術士と同じフィールドで仕事を
することで、若手技術者のスキルアップに繋がって
います。

企業情報

建設コンサルタント職種 宮﨑市大島町山田ヶ窪１９２６－１所在地

初任給 202,000円～給与

8:30～17:30勤務時間

完全週休二日、祝祭日、年末年始 等休日

昇給（年1回）／賞与（年2回）／定期健康診断／
有給休暇及び慶弔休暇あり／
産前産後休暇及び育児休業（技術社員で実績有り）／
社会保険・介護保険加入等

待遇

0985-29-0240電話

昭和50年8月設立

46名（男性38名・女性8名）従業員数

http://www.kg-consul.co.jp/HP

kyoudou@kg-consul.co.jpE-mail

前田 慎介担当者

やりがいのある仕事。
R.Yさん（土木環境工学科／平成21年3月卒業）

普段、何気なく使っている道路や橋。何気なく眺めている川。
我々の仕事は、こういった社会資本を整備するために、「何を」「どこに」「どうやっ
て」作るのかを様々な検討を重ねて計画・設計することです。
「もの」が出来上がるまでを自身でイメージしながら計画し、数年後、工事が始まり
実際に完成、そして、自分の携わった「もの」を様々な人が利用する。
そんな光景を想像すると、とてもやりがいのある仕事だと思いませんか？
そんな喜びを感じられるよう日々頑張っています。

VOICE

0985-24-8584FAX

1,000万円資本金
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土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

共立電機製作所に就職して
Ｙ.Oさん（機械設計システム工学科／2017年卒業）

私は現在共立電機制作所に勤め、受変電設備の構造設計を担当しています。
お客様の要望に沿った製品をお届けするために、上司や先輩社員の方々に知識を
頂きながら、日々の設計業務に取り組んでいます。多種多様な部品や機器を取り
扱うため、覚えることも多く、大変な部分はありますが、自分の描いた図面がその
まま製品として仕上がり、県内外様々なところで多くの人達の日常を支えていることを
実感したとき、大きなやりがいと、達成感を感じることが出来る仕事だと思います。

製造業

企業情報

製造業職種 宮崎市高岡町高浜1495番地55所在地

宮崎から日本全国へ
技術発信していきます

弊社は創立51周年を迎える高圧受変電設備・LED
照明を製造している会社です。
高圧受変電設備はビルやショッピングセンター、
工場全体に電気を配る必要不可欠な電気設備です。
弊社では受注から設計・加工（機械操作・溶接）、
塗装、配線、検査まで全てを工場内で行う一貫工場です。
全国各地に販路を拡げており、業界トップクラスの実績を
納めています。
LED照明はトンネル灯や街路灯、投光器などの開発から
製造・販売を行っております。
また、平成29年4月に内閣府 企業主導型保育事業に
よる社内保育所「さんこうこどもえん」が開園しました。
米良企業グループでは時代のニーズに合わせた様々な
福利厚生を設けており、男性も女性も長く働ける
環境を整えております。

機械系 物理系

VOICE

株式会社 共立電機製作所

大学卒：215,000円　大学院卒：230,0000円給与

8：05～17：20勤務時間

日曜・祭日（土曜は会社カレンダーによる）休日

昇給（年1回）／賞与（年3回）／通勤手当／資格手当／
家族手当／子供手当／アニバーサリー休暇／社員寮完備／
社内保育所／奨学金返済補助制度

待遇

0985-72-7880電話

1967年5月設立

280名（男性231名・女性49名）従業員数

http://www.kyouritsu-denki.comHP

kyouritsu@nag.bbiq.jpE-mail

管理部　中川渡担当者

0985-72-7881FAX

2,200万円資本金

機械系 電気・電子系 情報系土木系

自分の思ったこと、やりたいことができる！
Y.Ｓさん（電気電子工学科／平成23年度卒業）

私は、入社当初から会社の営業をさせていただいております。
入社当初は、様々な建築資材を覚えたりと非常に大変な毎日でした。
しかし、段々と慣れてきて、お客様との関係も深くなり仕事が楽しくなっていきました。
現在では、お客様に自分で考えた提案をしたり、また社内行事の会議等で意見を
言ったり、新しい企画をしたりと自分のやりたいことを尊重させていただいてます。
今後は宮崎だけでなく、鹿児島、大分とさらに販売等エリアを広げていきたいと
考えております。

卸売業、製造業

企業情報

①卸売業　②製造業（建築系）

180,000円～210,000円

職種

給与

8：00～17：30（休憩90分）勤務時間

土、日、祝日（弊社カレンダーによる）休日

各種保険完備待遇

延岡市日の出町１丁目10-7所在地

0982-33-1111電話 0982-31-0123FAX

平成8年9月設立 4,400万円資本金

４９名（男性38名・女性11名）従業員数

ｈｔｔｐ://kiyonaga.jpHP

kg-soumu@kiyonaga.jpE-mail

営業本部長　清永 太一担当者

東九州で一番信頼される
企業を目指して!

株式会社キヨナガはガラス・サッシ・住宅設備機器
の販売、施工を事業の中心とし、他にも太陽光発電
システムなどのエコ商品の販売やペアガラスの
製造から販売までを一貫した製造業務も行って
おり、宮崎・鹿児島・大分などの東九州を中心商圏
として販売をしています。これまで手がけた工事は、
官公庁舎や公共施設、グリーンスフィア壱番館（ＫＩＴ
ＥＮ）、シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート、
サンマリンスタジアム、大学、企業、病院など県内外
でも有名な建築施設です。このような施設の工事を
手がけられるので、将来子どもたちにも自慢する
ことができます。これからも地域に根付いた営業や
地域奉仕の活動をおこなっていきたいと考えてい
ます。

VOICE

株式会社 キヨナガ
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清本鐵工株式会社

土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

製造業

VOICE

知恵と技術で、
明日をもっと良くする会社です！
「鉄で作れないものはない」そのプライドが80年の
歴史を作ってきました。清本鐵工が作っているもの。
それは「鉄に関することは何でも」です。具体的には、
橋、歩道橋、ソフトキャンディーを作る機械等…
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。
大きな製品も小さな製品も、すべては人の手によって
生み出されています。これまで培ってきた技術を
しっかりと継承し、新しい技術を学び取り入れること。
向上心を持ってこの2つに取り組み新たに挑戦していく、
そんな会社でありたいと思っています。まだ見ぬ
新しい商品や新しい技術に挑戦し、日本国内や海外の
お客様に愛され続ける企業を目指していきます。

企業情報

工場管理、設計業務、食品機械の積算・営業、
現場施工管理、生産設備施工管理

職種 延岡市土々呂町6丁目1633番地所在地

0982-24-1111電話 0982-24-1145FAX

昭和12年2月設立 9,500万円資本金

479名（男性437名・女性42名）従業員数

http://www.kiyomoto.co.jp/HP

saiyou@kiyomoto.co.jpE-mail

管理本部　鎌田、伊東担当者

清本鐵工は鉄鋼製造会社です。製造する
ものはプラント関連等の機器から、プラント
設備全体、橋梁といった小さなものから
大きなものまで様々な鉄鋼製品を製造して
いる会社です。清本鐵工ではこれらの
製品を、設計、製造、現地工事まで行うので、
最初から最後までものが出来上がっていく
様子を確認することができます。様々な
製品を取り扱っているのでその分覚えないと
いけないことは多いですが、いろんな製品が
出来上がる様子を間近で確認していける
ので、とても楽しくやりがいのある仕事だと
感じております。

毎日のコミュニケーションが
大事であると実感 VOICE ものづくり好きには

最高の会社
J.Kさん
（材料物理工学科／平成22年卒業）

Y.Sさん
（機械システム工学科／平成28年卒業）

仕事内容は工場内の機械の工程管理
と品物の製作管理です。
製作管理では、部品の材料手配から
製缶溶接、熱処理、機械加工、組立、
検査、出荷を一貫して管理しています。
決めた工程が思った通りに完成する
過程をみれるのが面白くやりがいに
感じています。
壁に突き当たることもありますが、
先輩方を通し乗り越え、日々成長中です。
現場と密に打合せを行い高品質で
円滑な製品づくりを努めています。

大学卒 181,500円、大学院卒 185,500円給与

8：00～17：00（実労働時間8時間）勤務時間

日、祝、土（隔週）、GW、夏季休暇、年末年始　年間休日109日休日

賞与（年2回）／社会保険完備／定期健康診断／交通費支給／
有給休暇／慶弔休暇／産前産後休暇／育児休暇／介護休暇

待遇

土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

工学部にピッタリです。
R.Kさん（電気システム工学科／平成28年度卒業）

私が所属している製造部では、主に芋や米などの原料の仕入れから原酒の製造ま
でを行っております。
焼酎造りと聞くと、多くの方が「昔ながら」や「手作業」などといったイメージを持つ
かもしれませんが、当社では工場のＦＡ化が進められており、機械や電気、化学等
の知識を要求されることも多いため、私自身、工学部を卒業してからの入社は大き
な強みだと感じています。
また、エネルギー管理士などといった国家資格、その他さまざまな資格取得のため
の研修、試験に参加させてもらうなど、働きながら成長していける会社です。

焼酎製造業

企業情報

本格焼酎の製造　他

月給　大卒 193,500円、大学院卒 203,100円

職種

給与

8:00～17:00 製造部など一部職種にてシフト勤務・夜勤あり勤務時間

年間休日:121日(2018年度) 有給休暇:入社日より10日付与休日

慰安旅行／部活動・同好会支援制度／
飲みニケーション制度／リフレッシュ休暇　他

待遇

宮崎県都城市下川東4丁目28－1所在地

0986-22-2272電話 0986-22-2276FAX

1916年5月設立 2,289万円資本金

560名(男性392名・女性168名）従業員数

http://www.kirishima.co.jp/HP

recruit@kirishima.co.jpE-mail

管理本部　総務人事課　福島担当者

伝統と革新による
創造開発型企業
おかげさまで創業103年。地域に根差し、地域と
ともに発展する企業として、「伝統と革新」を成長の
糧に、創業当初から「品質」にこだわった本格焼酎
づくりに努めてまいりました。
“焼酎をつくる”とは、人と人との間に絆やつながり
を生み出すこと。
「品質をときめきに」を企業スローガンに、これから
も魅力ある焼酎づくり、企業づくりを目指します。

＜求める人物像 ～考動指針～＞
霧島酒造の社員として求められるのは、【自ら考え
動くこと】です。
「霧島酒造の社員＝霧島人」として必要なのは単に
行動するのではなく【考動＝考えて動く】こと。
考えて動くとあるように知恵を絞り、夢を持って楽
しく仕事に取り組める方をお待ちしています。

VOICE

霧島酒造株式会社／
霧島ホールディングス株式会社
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土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

放送業・電気通信業

VOICE

地域密着・地域貢献をめざす
宮崎県北のケーブルテレビです！
弊社は、“ワイワイテレビ”の愛称で親しまれ、宮崎県
北地域の皆様の暮らしを豊かにする情報・サービス
をお届けしている会社です。
主なサービスとして、ケーブルテレビ・インターネッ
ト・電話を中心とした情報・通信事業を行い、光イン
ターネット、格安スマートフォン、無料公衆wi-fi、4K
放送、電力自由化に伴う電力販売など、日々新しい
サービス・技術を積極的に取り入れています。
自主制作番組では、地域密着型メディアとして県北
各地をきめ細かく取材し、地域に役立つ独自の番組
作りを続けています。
また、“地域貢献”をモットーに、地域を盛り上げる
各種イベント開催をはじめとした多様な取り組みも
展開しています。

企業情報

①技術職　②制作職　③営業職　④事務職職種 所在地

番組を放送するために、取材・原稿作成・
編集・ＭＣ・音響など様々な業務に携わり
ます。平日毎日放送している30分の情報
番組では、市政や他県との取り組み、地域の
グルメやイベントなどを幅広く取材し視聴者へ
届けています。そのほか、祭りや高校野球の
中継もあります。
取材を通し多くの方と関わることで、地域
との距離がグッと近くなります。
地域のことを、見て、聴いて伝えられる、
それがワイワイの魅力です。

新たなことに
チャレンジする楽しさ VOICE 県北地域を“伝える”仕事
M.Nさん
（電気電子工学科／2015年卒業
 電気電子工学専攻／2017年修了）

A.Yさん（制作局）

ケーブルテレビ事業として、お客様へＴＶ
放送、NET、電話などのサービスを提供して
います。技術職はお客様へ安定したサービスを
提供するため、ケーブル伝送路の保守・
管理業務を担っています。
学生時代はケーブルテレビ事業とは関わりの
無い研究を行ってきたため、入社後の多くが
未知の知識、経験ばかりです。しかし、日々の
業務を通して新たな知識、新たな経験を
得ることは非常に楽しいです。
新たなことを学ぶ姿勢、チャレンジする姿勢が
重要だと改めて感じています。

①月給191,970円～ ②③月給176,540円～ ④月給157,510円～給与

9:00～18:00(休憩60分)※業務の進捗状況により時間外勤務有勤務時間

週休２日※年間休日105日以上（2018年度実績：110日）休日

昇給（年1回）／賞与（年2回）／定期健康診断／交通費支給／
有給休暇／慶弔休暇／産休／育・介休業／社会保険完備／
退職金制度／社員旅行 他

待遇

宮崎県延岡市愛宕町2丁目1-12

0982-22-1500電話

1989年1月設立

78名（男性40名・女性38名）従業員数

http://www.wainet.co.jp/HP

waigene@ma.wainet.ne.jpE-mail

総務部　佐藤担当者

0982-22-2978FAX

4億1,400万円資本金

株式会社 興電舎

機械系 電気・電子系 情報系化学系

電気設備工事業及び電気機械器具製造業

街とともに歩む
“技術・創造・挑戦”の興電舎

九州でも数少ない電気の総合企業です。
『街とともに歩む“技術・創造・挑戦”の興電舎』を
キャッチフレーズに東九州の中核企業を目指して
成長していきます。

2014年に宮崎県の中小企業のうち、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に
贈られる「宮崎中小企業大賞」を受賞いたしました。
また、2016年には中小企業庁が選定する「はばたく
中小企業・小規模事業者300社」地域貢献部門を
受賞いたしました

これらの受賞は従業員一同の自信と誇りにつながる
受賞となりました。

企業情報

施工管理、製品開発、設計職種 宮崎県延岡市浜町222番地1所在地

181,000円+諸手当給与

8：00～17：10（休憩70分）勤務時間

第2.4.5土曜日、年末年始、盆休み、その他会社カレンダーによる休日

昇給年1／賞与年2回／社会保険完備／退職金制度／
慶弔見舞金制度／確定拠出年金制度／資格手当有り／
通勤手当有り

待遇

0982-33-3602電話

1949年2月設立

293名（男性260名・女33名）従業員数

www.kodensya.co.jp/HP

h-tomiyama@kodensya.co.jpE-mail

経営管理部　富山担当者

自分の能力をフルに発揮出来る職場
S.Yさん（写真右）（工学部電気電子工学科／2010年度卒業）

私は製品の研究・開発・設計を行っており、時には大学の研究室で行っていたような
実験を行い、論文を手掛けることもあります。 
自分の学んできたことや経験したことをフルに発揮し、電子基板の設計やプログラミングも
行っており、実にやりがいのある仕事をしていると感じています。
大学卒業生に必要な能力とは、理解が早く率先して行動出来ることだと思って
います。
そんな能力を持っているあなたは即戦力です！是非一緒に働きましょう。

VOICE

0982-33-3684FAX

2,100万円資本金
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向陽プラントサービス株式会社
（旭化成グループ）

機械系土木系

設備建設業・プラントメンテナンス業

VOICE

誠実に、着実に、
そしてスピーディーに
お客様の信頼にお応えします。

1978年に旭化成グループの一員として設立されて
以降、旭化成グループの各種プラント設備の「建設・
改造工事」と「メンテナンス工事」、およびこれに関連
する各種機器の設計・製作を手掛けており、高い技術・
技能力を持ち味としています。昨年、創立40周年を
迎え、社名をこれまでの「向陽鉄工株式会社」から
より事業内容にマッチした「向陽プラントサービス
株式会社」に変更しました。
宮崎に拠点を置きながら、神奈川・千葉・三重・
滋賀・岡山にも事業所・出張所を設置。幅広いエリアの
お客様にサービスをご提供しています。誠実に、
着実にそしてスピーディーにお客様の信頼に
お応えし、今後もよりお客様のお役に立てる企業への
成長をめざします。

企業情報

工事管理・設計職種 延岡市大武町39-5所在地

今年度から設計のお仕事に
携わらせて頂くことになりました。
専門的な深い知識のない状態での
入社でしたが、長期にわたる
新入社員教育の間に多くの知識や
経験を積ませて頂き、自信が
ついた状態で仕事に取り組め
ました。優しく気さくな先輩方が
多く、とても働きやすい環境が
整っています。

新入社員教育が充実。若い社員が男女問わずに活躍できる職場です。
R.Tさん
（機械システム工学科／平成25年卒業）

Y.Kさん
（環境ロボティクス学科／平成29年卒業）

入社1年間は社内教育として、
安全知識、CAD設計、溶接・
仕上（実技、座学）、見積積算、
工事管理と幅広く教育を受け
ました。その後技術グループに
配属され、先輩の指導の下、
主に3次元計測・3DCAD設計
業務に携わり、各種プラントの
配管設計を行っています。

183,400円給与

8：00～17：00勤務時間

年間115日（会社カレンダーによる）休日

昇給（年１回）／賞与（年２回）／各種社会保険／
通勤・家族・住宅補助・資格手当／育児・介護・慶弔休暇／
退職金制度（４０１ｋ）／組合有り

待遇

0982-34-2551電話

昭和５３年9月設立

213名（男性193名・女性20名）従業員数

http://www.koyo-t.comHP

saeki.tg@om.asahi-kasei.co.jpE-mail

佐伯　卓信担当者

0982-21-4691FAX

10,000万円資本金

土木系

若手社員が活躍できる企業です。
E.Wさん（土木環境工学科／平成29年卒業）
私は県外出身ですが、宮崎大学卒業ということもあり在学中にお世話になった
宮崎県で仕事に就くことを決めました。主な仕事としては、道路構造物、砂防・
急傾斜施設、農業土木施設等の計画・設計、ならびに土砂災害危険個所の抽出、
危険区域の設計等のソフト対策業務などを主に遂行しています。また、既存施設
(道路施設・道路橋等)の健康状態を把握するための点検や評価を実施したり、
老朽化した”ため池”等の改修計画・設計業務、地質調査による既存ため池の
安定度評価等、地質・農業土木など多岐に渡った業務を遂行しています。
大学で専攻した土木に携わる仕事ということもあり、日々勉強ではありますが、非常に
やりがいのある仕事だと思っています。努力すればそれに応えてくれる先輩方も
たくさんいて、技術者としても人としても成長していける環境にある会社です。

建設コンサルタント

企業情報

測量・調査・設計

大卒 195,000円～　大学院卒 205,000円～給与

8:30～17:30（休憩60分）勤務時間

完全週休二日制、夏季休暇等有休日

昇給（年1回）／賞与（年2回）／資格手当／通勤手当等待遇

職種 宮崎市大字本郷北方3009番地1所在地

確かな技術とチーム力で
災害に強いまちづくりに
貢献します。
当社は、1973年12月に創業以来、地元宮崎県を
中心とする社会資本整備に貢献すべく、測量、設計、
調査業務のそれぞれの分野において、発注者のより
良きパートナーとして日々精進しております。
県内の建設コンサルタント企業としての重責を担う
ため資格取得にも積極的に挑戦しており、9名の
技術士を中心に技術者一人一人が様々な資格に
挑戦しながら技術研鑚に努めております。
近年では、橋梁やトンネル等インフラ施設の点検・
補修・補強設計や、災害に伴う調査・設計等の業務
拡大に伴い、新卒はもちろんのこと中途採用も積極的に
行っております。
2017年4月には新社屋を設けることができ、より良い
職場環境の中で仕事に集中できるようになりました。
想いを新たに、地元宮崎の発展に貢献できるよう
研鑚してまいります。

VOICE

株式会社 晃和コンサルタント

0985-51-5818電話

昭和48年１２月設立

29名（男性23名・女性6名）従業員数

http://www.kouwa-cnsl.co.jpHP

info@kouwa-cnsl.co.jpE-mail

大野　孝男担当者

0985-51-5900FAX

1,000万円資本金
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土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

自分の可能性への挑戦

S.Uさん（電気電子工学科／平成２３年卒業）

入社７年目で、坂田電機宮崎研究センターに所属してから４年が経ちました。現在は
開発業務に携わっており、土木計測機器で使われるセンサや測定器の回路設計や
機構設計を行っています。
開発品を設計する際に悩むことがあれば、上司や実際にものづくりに携わってい
る先輩社員からアドバイスをいただけるため、とても仕事をやりやすい環境です。
私は土石流を検知するセンサの開発に携わり、製品化するまでには電気の知識だけ
でなく、機械や土木など幅広い知識も必要であったことから、それらの知識を習得し
自分の可能性を広げていきたいです。

製造業

企業情報

計測機器の研究開発（電気・機械設計）、ソフト開発、製造

学部卒 219,300円、大学院卒 234,700円

職種

給与

８：３０～１７：３０（昼休み１２時～１３時）勤務時間

宮崎県宮崎市生目台西3-7-1所在地

0985-50-1811電話 0985-50-1810FAX

1994年1月設立 1,000万円資本金

16名（男性１２名・女性４名)従業員数

http://www.sakatadenki.co.jpHP

nagatomo@sakatadenki.co.jpE-mail

長友担当者

VOICE

災害から社会・インフラを守る！ 
計測システムインテグレータの
先端企業！

世界でもオンリーワンの技術で、社会の安全を守る
開発型企業です。建設工事の安全管理や、多発する
自然災害を監視するセンサ及びシステムを開発・製造
しています。これらを現場に設置し、計測を実施して、安全の
確保に必要なデータをお客様に提供しています。

■実績例
＜クラウド型・メンテナンスフリー水位計＞
国土交通省が推進する革新的河川管理プロジェクトに
参加し、危機管理型水位計を当センターで開発
しました。従来の水位計設置コストや維持管理費用を
大幅に低減することで、中小河川等への水位観測網の
充実を図り、洪水時の避難目安等に役立てるもの
です。下記URLで全国の河川水位を閲覧することが
できます。
https://k.river.go.jp/

株式会社 坂田電機宮崎研究センター

週休２日制（土・日）、その他※年間休日：年間１２１日休日

昇給（年1回）／賞与（年2回）／定期健康診断／交通費支給／
有給休暇／慶弔休暇／産前産後休暇／育児休暇／介護休暇／
社会保険完備

待遇

株式会社 坂下組

土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

総合建設業

VOICE

人々の暮らしを変える
まちづくりの監督になろう

宮崎を中心に活動する坂下組は、人々の暮らしを
安全かつ便利にするためのまちづくりを90年以上
続けています。建設業の中でも「元請会社」に属し、
土木工事（道、橋、トンネル等）や建築工事（マン
ション・商業施設・病院等）において、品質・安全・工
期・コスト管理を手掛ける「現場監督」が集う会社
です。
どなたでも一流の監督となれるよう、充実した社員
研修プログラムを完備。また、これまで築き上げた
実績により、地域のランドマークなど重要な建造物
の工事に携わることができる機会も多くあります。
社員が一堂に会する機会が少ない業界であるた
め、研修旅行・運動会・忘年会・花見会等の社内行
事も充実。ぜひあなたもまちづくりの監督を目指し
ませんか？

企業情報

土木・建築技術者（施工管理）

初任給 （大卒）195,000円～、（院了）198,000円～

職種

給与

8:00～17:30（休憩90分）勤務時間

年間105日休日

昇給（年1回）／賞与（年2回）／定期健康診断／資格手当／
通勤手当（上限有り）／家族手当／旅行手当／有給休暇／
慶弔休暇／産前産後休暇／育児休暇／社会保険完備／
401K／建退共／研修旅行

待遇

宮崎県宮崎市広島2-10-16（宮崎本社）所在地

0985-22-6185電話 0985-28-5230FAX

1949年5月設立 5,000万円資本金

89名(男性80名女性9名）従業員数

http://www.sakashita-gumi.jp/HP

recruit@sakashita-gumi.co.jpE-mail

総務部　田辺担当者

初めて現場代理人を務めた工事、初めて
の国土交通省発注の工事、初めての請負
金額1億円台の工事など、入社以来、新し
い工事の担当になる度に新しいチャレン
ジと立ち向かっていますが、それぞれの工
事において、自らで考え、最善を尽くして
仕事にあたっています。
しばしばGoogle Earthを開いて、自分の
施工したものが地図に反映されているの
を見ては、「大きいものを造ったなぁ」と実
感します。それが、働くモチベーションに繋
がっていますね。

常に刺激的な毎日 VOICE 毎回が初めてのチャレンジ
K.Fさん
（工学部土木環境工学科／
 平成20年3月卒業）

K.Tさん
（工学研究科 土木環境工学専攻／
 平成24年3月修了）

一口に「工事」と言っても、施工場所や
内容によって仕事が大きく変わるた
め、「図面が完成して、その通りに建造
物を完成させる」という２つの出来事の
間には、実に様々なストーリーがありま
す。例えば、河川等の水辺の工事にな
ると、一日の中でも水位に変化がある
わけですから。そうして、一つの工事で
一生懸命仕事を全うし、それが終わる
と全く新しい日々が始まります。
だから、この仕事は常に刺激的なんで
す。
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土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

自分を育ててくれる場所
S.Aさん（情報システム工学科／2013年3月卒業）

宮崎事業所で働いています。
主な仕事はシステムの設計書作成やプログラミング、テストです。
小さい頃からものを作ることや絵を描くことが好きだったのでこの仕事は自分に
合っていると感じています。
職場はアットホームな雰囲気で、さまざまな分野のスペシャリストが居り、分からない
ことがあっても教えてくれるので安心感があります。
また、自分を成長させるためのスキルアップは補助制度を利用してチャレンジする
ことができます。自分が携わったシステムを使うことで、お客さまから「便利になった」
「効率的に仕事ができるようになった」と言われると達成感があります。

情報サービス業（ソフトウェア開発)

企業情報

プログラマー、システムエンジニア

180,000円 ～ 220,000円 ※地域による

職種

給与

9：00～18：00（休憩60分）※時間外勤務あり勤務時間

完全週休二日制、祝祭日、年末年始、その他休日

昇給（年1回）／賞与（年2回）／定期健康診断／交通費支給／
有給休暇／慶弔休暇／社会保険完備／育児・介護休暇制度／
資格取得支援制度／従業員持株会／親睦会 その他

待遇

東京都荒川区西日暮里2-22-3-501所在地

03-6383-2418電話 03-6383-2419FAX

2007年8月設立 3,750万円資本金

70名（男性59名・女性11名）従業員数

http://www.scsys.co.jpHP

recruit@scsys.co.jpE-mail

高瀬・江藤担当者

サザンクロス(南十字星)のように
光り輝く技術者集団へ

サザンクロスシステムズは2007年8月に設立された,
コンサルティングやソリューションを得意とする若くて
元気な少数精鋭のソフトウェア開発会社です。
東京本社を中心に、福岡、宮崎の開発拠点と連携し、
高品質なソフトウェアを開発しています。
「社員を大切にする、お客様を大切にする、自由な
発想を目指す」という企業理念のもと、お客様に
満足していただくこと、社員が充実した毎日を送れる
こと、自由な発想・開発環境を持つ企業となることを
目標としています。
■事業内容：医療機関/製造業/流通業向け業務
システムおよび企業向け社内業務システムの開発
■教育体制：集合研修、OJT教育、スキルアップ
研修、資格取得奨励金制度
■宮崎事業所情報
　宮崎市佐土原町東上那珂16500-2　MSC-2F
　TEL:0985-72-3770  FAX:0985-72-3771

機械系 物理系

VOICE

株式会社サザンクロスシステムズ

機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

製造業（半導体用シリコンウェーハ）

VOICE

世界中の半導体デバイスの
進化を支える
シリコンウェーハメーカー

シリコンウェーハは半導体の基板として、スマート
フォン、自動車、家電などの“頭脳”を支えるもの。
日々絶え間ない努力を重ねて作り上げたＳＵＭＣＯの
シリコンウェーハは、国内外の半導体デバイス
メーカーから厚い信頼を得ています。実はこの
シリコンウェーハは日本がとても強い分野であり、
世界シェアの約３割を当社が担っています。
一見シンプルに見える一枚のシリコンウェーハには
機械、電気・電子、物理、材料、化学、システムなど
実に多岐に渡る技術の成果が集約されています。
私たちはこれらの技術を駆使し、皆さんの生活を
豊かに、そして便利にするために、日々努力を惜しまず、
未来へと進んでいきます！

企業情報

技術系、事務系職種 東京都港区芝浦1-2-1 シーバンスＮ館所在地

03-5444-3906電話 03-5444-0809FAX

1999年7月設立 13,870,000万円資本金

3,616名（男性3,362名・女性254名）従業員数

http://www.sumcosi.com/recruit/HP

internship@sumcosi.comE-mail

水関（みずせき）担当者

私は“ものづくりを通じて社会に貢献
したい”という思いで就職活動を進めて
いました。その中でSUMCOがスマート
フォンや自動車など、身のまわりのあらゆる
ものに使われているシリコンウェーハを
製造していると知り、陰ながらではありますが
社会の役に立ち、生活を豊かにするお手伝いが
できるのではないかと魅力を感じました。
また、先輩社員が活き活きと仕事のことを
お話されているのを見て、私もこんな
先輩方と楽しく働いてみたいと思い、
入社を決めました。

若手でも活躍できる環境が
SUMCOにはあります！ VOICE 私が入社を決めた理由
R.Oさん（評価・基盤技術部） S.Sさん（結晶技術部）

社会貢献度、技術力の高さはもちろんの
こと、私がSUMCOを就職先として選んだ
のは「積極的な姿勢さえあれば若手でも
活躍できる場が多くある」と感じたから
です。国内外の学会において発表されて
いる若手の先輩も身近にいますし、若手を
中心とした若手技術者報告会といった
発表の場もあります。若手の私でも気軽に
自分の意見を述べ議論できるため、自分
次第で自己の可能性を広げることができる
環境が、SUMCOにはあります。

学部卒 225,000円、修士了 246,000円、博士了 268,830円給与

本社・営業拠点　9：00～17：45（休憩60分）  
開発・製造部門　8：00～16：45（休憩60分）

（全勤務地フレックスタイム制度あり）

勤務時間

年間休日：119日（土、日、祝祭日、年末年始、盆休日等）休日

昇給：年1回（4月）／賞与年2回（夏・冬）／ 有給休暇：入社年度
（4月入社）15日、以降毎年1月に20日／年付与 ／その他休暇：
育児休暇制度、介護休暇制度、ボランティア休暇制度 他

待遇

株式会社 ＳＵＭＣＯ
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三和ニューテック株式会社

電気・電子系 情報系機械系

製造業

VOICE

カードリーダーライター事業で
培ったセンサー技術と
メカトロ技術で医療分野にも進出

弊社は、電子機器の企画・開発から製造・販売までを
一貫して行うメーカーです。
主力は病室でのテレビ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、バス
乗車カード等の各種カードの処理機（磁気・ICカード
リーダーライター）で、各種の市場でトップクラスの
シェアを誇ります。
また、近年は磁気・ICカードリーダーライター以外に
介護用センサー、在宅介護見守りシステム等の新たな
電子応用機器の開発製造を進め、更なる成長を
目指しています。
弊社の特徴は、製造だけではなく、自社ブランド品
含め商品の企画、開発から自社で行っていることです。
中小企業であるからこそ、「自分の作った製品が
世の中で使われる」というものづくりの醍醐味が
ダイレクトに味わえます。

企業情報

開発技術職職種 宮崎市清武町正手1-11所在地

我が社の開発部は開発一課(機構設計)、
開発二課(回路設計)、開発三課(ソフト
設計)があり、私は回路の開発設計を
担当する開発二課に所属しています。
この3つの課があることによりスムーズに
一貫して一つの商品を生み出すことが
出来るのが我が社の強みです。また
自分の知らない分野の疑問を答えて
くれる技術者がそばにいることで
スキルアップにも繋がります。
その他、会社の規模が小さいことで
自分の構想や意思が商品に直結して
くるのも面白みの一つです。

さまざまな製品を世に送り
出している開発型
メーカーです。

VOICE 新たな技術にチャレンジできる！！

T.Sさん
（電気工学科／1992年卒業）

S.Tさん
（電気電子工学科／2005年卒業）

我が社は、製品の企画、設計、製造、
販売まで、全てを行うことが出来る県内
では数少ない企業です。
私は、開発部に所属し、ソフト開発業務
をメインに担当しておりますが、自身が
企画、設計した製品が、世の中で使われ、
お客様に喜んで頂ける体感は、何年
経っても例えようのない喜びを感じます。
世の中に無い新しい製品を一緒に生み
出してみませんか。
やる気とアイデアがあれば、きっと実現
出来ます。
Let's create together!

193,890円給与

フレックスタイム制勤務時間

日、祝、土曜（但し土曜出勤の場合あり。他会社カレンダーによる）休日

看護介護休暇は年休と別途有給扱い待遇

0985-85-1234電話

1970年4月設立

123名（男性77名・女性46名）従業員数

http://www.sanwa-newtec.co.jp/index.htmlHP

y_tagami@sanwa-newtec.co.jpE-mail

管理部　田上　裕士担当者

0985-85-6651FAX

6,500万円資本金

土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

機械器具製造業

VOICE

宮崎工場から
世界中の納入先へ

自動車産業の中心地・愛知県豊田市で当社は
顧客第一主義を貫き、高い技術ときめ細やかな
サービスでお客様との信頼を築きあげてまいり
ました。各種工作機械の周辺装置であるクーラ
ントろ過装置、チップコンベアなどの各種搬送
装置、洗浄機・各種専用機を商品として取り扱っ
ています。
主要な取引先は大手自動車メーカー、工作機械
メーカーを中心にバイクや農機具を始め、航空
産業にも取引を拡大しています。
宮崎工場は当社の基幹工場として各種装置を
設計、製造しており、高い品質の商品を世界中に
納入しています。エンジン、ハイブリット、ＥＶ、
燃料電池と激動の自動車業界の中で共に戦って
いく仲間を募集しています。

企業情報

自動車業界に属している会社、といって
も自動車の中に当社製品はありません。
自動車生産ラインにて稼働する機械を
製造販売している会社です。愛知県
豊田市にある本社を始め、北海道、
北陸、福岡、宮崎、さらにアメリカ、
中国、タイにも拠点を設けています。
納入先はもっと多岐にわたり、今私が
手掛けている物件は、ブラジル向けです
し、先日はポーランド向けでした。けして
大きな会社ではありませんが、やりがい
のある会社です。

世界中の自動車工場向け
装置の設計できます

VOICE 自動車を作る機械を
世界中に売っている会社

Y.Fさん
（機械システム学科／2011年卒業）

S.Oさん
（機械工学科／1993年卒業）

海外含め日本国内の自動車メーカー
にて、活躍する各種工作機械の周辺
装置であるクーラント装置及び各種
搬送装置の設計に携わっております。
得意先でのお客様の困り事に対して
改善提案をしながら、責任を持って
現地工事まで行います。お客様との
信頼関係を築くことができ、とてもやり
がいを感じています。毎年、BBQなど
社員みんなで行うイベントが多数あり、
入社後すぐに仲良くなれるきっかけが
あります。

設計（CAD）

160,000円～210,000円+諸手当

職種

給与

8:30～17:30（休憩80分）※時間外勤務有勤務時間

完全週休二日制※年間休日115日（土日他・
会社カレンダーによる）GW・お盆・年末年始休暇あり

休日

昇給（年1回）／賞与（年2回）／定期健康診断／
交通費支給／有給休暇／社会保険完備／
退職金制度あり／無料駐車場あり

待遇

西都市茶臼原字緑ヶ丘286-1所在地

0983-43-5099電話

1976年2月設立

126名（男性105名・女性21名）従業員数

http://www.kk-jpc.co.jp/HP

hashiguchi@kk-jpc.co.jpE-mail

総務　橋口担当者

株式会社 ジェイピーシー宮崎工場

0983-43-5499FAX

3,000万円資本金
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物理系 情報系電気・電子系

情報サービス業（ソフトウェア開発など）

VOICE

ITソリューションを通じて
宮崎県をもっと快適に！

企業情報

①SE　②営業

①180,000円　②200,000円（試用期間終了後）

職種

給与

9：00～18：00（休憩60分）勤務時間

週休二日制、祝日、年末年始休日

昇給(年1回)／賞与(年3回)／定期健康診断／
有給休暇／慶弔休暇／産前産後休暇／育児休暇／
社会保険完備／資格手当（3千円～1万5千円）／
家族手当（配偶者2万3千円、子一人につき1万2千円）

待遇

宮崎市大橋3丁目101番地1所在地

0985-22-1800電話 0985-23-0831FAX

昭和61年3月設立 10,800万円資本金

61名（男性48名・女性13名) 平成30年４月現在従業員数

http://www.sdev.co.jp/HP

sd@sdev.co.jpE-mail

総務部　増田・河野担当者

私は平成29年に入社しました。
入社後、約半年間の研修期間を経て、
現在はグループウェア（お客様向け社内
コミュニケーションツール）の開発や導入
を行っています。学生時代にやっていなかっ
たサーバの構築や高度なプログラミング
など新しいことにもチャレンジしています。
できることの幅が広がることで日々成長
を実感でき、やりがいを感じています。
最近では、お客様案件も任されるように
なりました。

「やりがい」を感じながら
仕事をしています！
一緒に頑張りましょう！

VOICE 入社２年目！
毎日が勉強です！

S.Mさん
（情報システム工学科／2013年卒業）

K.Iさん
（情報システム工学科／2017年卒業）

私は官 公 庁の基 幹 系システムの
導入・保守を行っており、その中でも
私は主に税関係のシステムを担当して
います。
住民の方の税金を計算するシステム
であるため、間違いがあってはなりま
せん。
非常に責任を感じる仕事ではあります
が、その分社会の一員として貢献して
いるという「やりがい」も感じています。

私たちは、ＵＭＫテレビ宮崎グループの一員として、
民間企業向け、官公庁・自治体向け、歯科医院向け
ソリューションの開発を行っています。また、ふるさと
納税管理システムやグループウェア、G I Sなど
新商品の開発にも力を入れています。
宮崎本社の他に、都城市、大分市、鹿児島市に支社が
あり、地域密着型の事業を展開しています。
歯科医院向けソリューションにおいては、シェア
ナンバーワンを目指しています。
システム開発では特別な技能、技術は必要ありません。
自分で何とかするという強い意思を持っていれば、
入社後の研修及びOJTでスキルアップできます。
「我こそは！」と地元宮崎県からチャレンジしたい方を
お待ちしております。

新サンフード工業株式会社

土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

冷凍食品製造業

VOICE

南九州の優良な農産物を
冷凍加工して全国へ届けよう。

南九州で栽培した農産物（さつまいも・ほうれん草）を
主原料として、素材型の冷凍野菜や調理加工した
冷凍食品を製造しています。
素材本来の美味しさをお客様の食卓にお届けし、
安心して手軽にお召し上がりいただける商品作りを
目指しています。大手食品メーカー「株式会社ニチレイ
フーズ」の国内生産協力工場です。
炒め物やお味噌汁に便利な冷凍野菜「そのまま
使える九州産のほうれん草」、お弁当のおかずにもう
1品「ほうれん草バター炒め」、小さなお子様に
人気の「スイートポテト」などを製造しています。

企業情報

①製造管理 ②商品開発 ③品質管理職種 宮崎県宮崎市清武町木原58番地所在地

私は安心安全で美味しい商品を製造
するために製造現場の確認作業や改善
活動をしています。現在、社会では食品
安全に対して大きな関心が高まって
おり、日々多くの勉強が求められます。
私が所属する品質保証グループは、社外
研修の機会が多く、知識を深められるので
学んだ知識を直接生かせて、とてもやり
がいを感じています。食べることが好きな
仲間と一緒に、美味しい商品作りを追求
しながら、やりがいのある仕事をしましょう！

業務にあったスキルを習得して
活用できます VOICE 美味しさの追求とやりがい

O．Kさん
(農学部 生物資源利用学科／
 1998年3月卒業)

O．Nさん
（農学部 応用生物科学科／2012年3月卒業
 農学研究科／2014年3月修了）

一般的に、工場での仕事は単純作業で
面白みがないと思われがちです。弊社で
は、仕事を通して食品衛生やものづくり
に関する知識をはじめ、機械設備・農業・
ＩＴなど様々なスキルを習得し生かすことが
できます。真剣に取り組むことで、スキルを
より習得してステップアップすることが
できると思います。入社直後は分からない
ことが多いと思いますが、先輩社員が
丁寧に指導してくれますよ。

月給 １８０，０００円～給与

8：20～17：00(休憩70分) ※時間外勤務有勤務時間

日、土(閑散期)、G.W.、夏季、盆、年末年始 ※年間休日：88日休日

昇給(年1回)／賞与(年2回)／定期健康診断／交通費支給／
有給休暇／慶弔休暇／産前産後休暇／育児休暇／介護休暇／
社会保険完備

待遇

0985-85-1121電話

昭和53年10月設立

230名（男性90名・女性140名)従業員数

http://shin-sunfood.co.jp/HP

sunfood@cd.wakwak.comE-mail

吉玉担当者

0985-85-2984FAX

３，０００万円資本金
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株式会社 スカイコム

土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

ソフトウェアプロダクトの開発

VOICE

当社の未来は宮崎から
～世界に挑むエンジニア求む！～
スカイコムは、紙に代わる電子媒体PDF技術を自社開発して
います。
開発はすべて宮崎で行っており、宮崎から日本そして世界へとわたし
たちの技術を生かした製品が広く利用されています。中央省庁、地方
自治体、大手ＩＴベンダー、金融機関、医療関連等数多くの導入実績が
あります。
わたしたちと一緒に開発を担うエンジニアを募集します。
新人研修の充実：社会人研修、言語研修等入社後研修が充実。先輩たち

も懇切丁寧に教えます。
研修制度の充実：技術習得のための国内研修は自由に参加できます。

毎年数名のエンジニアがマイクロソフト社のシアトル
研修に参加しています。

オフタイム：毎週水曜日は定時退社、20時以降の残業規制。
　　　　　 お休みも取りやすく仕事もプライベートも充実。
自由で活発：自社製品の開発であるため、スケジュールは自主的に

決めます。意見も言いやすく新しいことへのチャレンジも
出来ます。今年はホロレンズを題材にブレーンストー
ミングを行い、活発に意見を交換しました。

福利厚生：従業員共済制度の利用により、医療費、親睦会補助を受ける
ことができることも魅力のひとつです。    

企業情報

自社製品の開発エンジニア職種 宮崎市所在地

「PDFってこんなことも出来るんだ！」と、
すっかりPDFの魅力にとりつかれています。
わたしたちが開発した製品が多くの人や
様々な場所で使われているということを
考えると、とてもやりがいのある仕事です。
入社後は、マナー研修やそれぞれに合った
ペースでの学習期間や学習内容を設けて
いただいたりと、働きやすい環境が整って
います。着実に技術を身につけつつ、土日
祝日は趣味で熱気球を飛ばしたりして、
仕事とプライベートが充実した日々を送る
ことができる職場です。

知るほど面白いPDFの世界 VOICE 働きやすい環境でスキルアップ
T.Oさん
（情報システム工学科/平成30年卒業 ）　

PDFはただの電子ファイルではなく、
紙にはまねできないような様々な特性を
持っています。このような特性を活かす
ために、こんなPDFって面白いんじゃな
い？といったアイデアを考えてみるとすご
く面白いです。思いついたアイデアを発
信したり、わからないところがあったらす
ぐメンバーに相談できるなど、とても風
通しの良い職場環境です。仕事では先
端技術に触れつつ、休日には宮崎の自
然を満喫しているため、公私ともに充実
しています。

月給 大学卒 210,000円、修士了 220,000円※試用期間3ヵ月あり給与

9：00～17：30（休憩60分あり）※残業あり勤務時間

完全週休2日制（土、日、休日に出勤した場合は他の曜日に振替）、
祝祭日、年末年始、夏季、慶弔、産前産後、育児、介護

休日

 昇給（年1回）／賞与（年2回）／各種社会保険完備／
交通費全額支給／役職手当／出張手当／従業員共済組合／
資格取得報奨金制度／マイカー通勤可（駐車場有）／服装自由

待遇

0985-35-5126電話

平成9年6月設立

72名（男性50名・女性22名）従業員数

https://www.skycom.jp/HP

recruitmiyazaki@skycom.jpE-mail

関谷担当者

K.Tさん
（工学研究科 応用物理学専攻 ／
 平成26年修了）

0985-35-5127FAX

10,000万円資本金

土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

20年の実績を糧に、全国・世界へ挑戦！
N.Oさん（電気電子工学科／1998年卒業）

宮崎に本社を構え、設立21年の歴史がある当社。
インターネット創成期から事業を展開し、幅広い業界で豊富な経験・ノウハウが
あることが強みの一つ。
インフラ整備からアプリ開発やマーケティングまで、様々なソリューションをワン
ストップで提供しています。1,000社を超えるエンドユーザーとの取引実績を誇り、
着実に成長を遂げています。さらに商圏を全国に拡大し、2015年からは海外
事業もスタート！共に、宮崎から全国・世界へ挑戦しよう。

情報通信業

企業情報

インフラエンジニア、SE、プログラマー職種 宮崎市柳丸町85番地所在地

ワンストップの対応が可能
(相談から解決まで一気通貫）

スパークジャパンはクラウドサービス（CRM/SFA/MA
ほか）やWebサイト制作、システム開発、ネットワーク
保守などIT・Webに関する事業を幅広くおこなって
いる会社です。弊社はITを活用して企業発展の重要
ポイントである「コミュケーション課題の解決」に取り
組んでいます。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解
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みます。　　　
　
2016年　宮崎県成長期待企業認定
2017年　地域未来牽引企業
2017年　ひなた創生のための奨学金返還支援企業

VOICE

スパークジャパン株式会社

大学卒 170,100円給与

9：00～18：00勤務時間

完全週休二日制（土、日、祝）休日

有給休暇／慶弔休暇／産前産後休暇／
育児休暇／介護休暇等※年間休日125日以上

待遇

0985-31-9171電話

2001年3月設立

７４名（男性50名・女性２４名）従業員数

http://www.sparkjapan.co.jp/HP

recruit@sparkjapan.co.jpE-mail

中野担当者

0985-31-9182FAX

3,250万円資本金
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千住技研株式会社

機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

非鉄金属

VOICE

世界各国で使用されている
製品をつくっています

当社は、半導体向けのはんだ製品であるマイクロ
ボールとマイクロパウダー等を製造しています。
パソコンやスマートフォンなど電子機器の多機能
化・小型化が進むにつれて国内外で年々マイクロ
ボールの需要が拡大しており、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半導体
メーカーからの注目が集まっています。
また、親会社である千住金属工業株式会社は、米国
の大手半導体メーカーと販売契約を締結しており、
宮崎発の製品として世界各国へ大量に出荷してい
ます。

企業情報

製造技術、品質保証、製造及び検査員

大学卒：204,200円、大学院卒：222,100円

職種

給与

8：25～17：15勤務時間

土日、GW、年末年始、夏季休暇（会社カレンダーによる）＊年間休日120日休日

昇給（年1回）／賞与（年2回）／定期健康診断／通勤手当／
食事手当／有給休暇／慶弔休暇／産前産後休暇／
育児休暇／介護休暇／社会保険完備

待遇

宮崎市佐土原町東上那珂17880番地25所在地

0985-30-5520電話 0985-30-5516FAX

2006年12月設立 9,500万円資本金

95名（男性41名・女性54名）従業員数

　　　HP

snishiyama@senju.comE-mail

西山　聖子担当者

私は、入社後管理課へ配属となり経理業
務を中心に総務・庶務業務も行っていま
す。経験の無い業種でしたが、先輩社員が
丁寧に教えてくれたので安心して働くこと
が出来ています。
また、資格取得への支援も手厚く、簿記の
資格取得へ向けた勉強会に会社負担で
参加させていただき、無事に資格を取得
することが出来ました。
さらに、休みも多いため土日や長期休暇を
利用して毎年友人と旅行に行くなど、仕事
とプライベートが充実した生活を送る事が
出来る会社です。

若い社員が
活躍出来る職場

VOICE 仕事とプライベートの
両立が出来る会社

Y.Aさん
（物質環境化学科／平成22年卒業）

Y.Kさん
（物質環境化学科／平成26年卒業）

入社してから半年間は製造現場での
研修を行い、研修終了後は品質保証課
に所属しています。
品 質 保 証 課では品 質 管 理 業 務は
勿論、お客様対応やマネジメントシス
テム運用における事務局業務も担当
しています。
弊社は従業員の平均年齢が30代中盤
と若い社員が活躍できる環境となって
います。私も入社9年目ですが、責任の
ある業務に就かせて頂き日々遣り甲斐
を感じながら仕事をしています。

双信電機株式会社 

機械系 電気・電子系 情報系化学系

製造業、電子部品業

VOICE

高機能電子部品で社会の
発展と人々の暮らしに貢献
1938年に創業して以来、マイカコンデンサを始め、
ノイズフィルタ、積層誘電体フィルタ、厚膜印刷基板
など独自の技術による特長ある電子部品で産業
機器や情報通信機器の分野で社会の発展に貢献
してきました。現在、産業機器分野では、主に産業
機器などから発生する電磁波ノイズの発生源などを
特定する測定事業やノイズの発生とその影響を
防ぐノイズフィルタを製造販売。情報通信機器分野では、
スマートフォンを始めとした通信機器や基地局向けに、
ミリ単位のセラミック部品等を提供し、高画質な
映像を短時間で伝送する情報通信技術の革新に
貢献しています。私たちが創り出す高機能電子部品で、
社会の発展と人々の暮らしに貢献していきます。

企業情報

回路設計、材料・プロセス開発、生産技術（制御系）、品質保証・管理 他職種 東京都港区芝浦1-1-1 浜松町ビルディング14階所在地

03-5730-4503電話 03-5730-4504FAX

1944年4月設立 38億675万円資本金

835名（男性556名・女性279名）従業員数

http://www.soshin.co.jp/HP

personnel@soshin.co.jpE-mail

宗政、小栢（おがや）、佐野（経営推進本部 人事総務部 東京人事課）担当者

双信電機への入社の決め手は、会社の
雰囲気が良かったことと、同じ学科出身の
先輩社員が多く在籍していたことです。
入社当初は長野事業所に勤務して
いましたが、現在は宮崎事業所に異動
となり、新製品立ち上げチームの一員として
プロセス開発の仕事に携わっています。
製品作りにおいてより最適な製造方法を
考え、出来栄えにバラツキが出ないよう
対策を行っています。任される仕事も
増え、時に大変なこともありますが、その分
やりがいを感じています。

地元企業で宮崎を
活性化していきましょう VOICE 成長を実感できる、

やりがいある仕事です
M.Kさん
（工学部工業化学科／ 1983年卒業）

K.Eさん
（工学研究科物質環境化学専攻／
 2015年卒業）地元で働きたいとの思いがあり、教授か

らの紹介がきっかけで双信電機に入社
しました。現在私は宮崎事業所長として、
グループ会社の双信デバイスと双信
パワーテックを取りまとめています。
宮崎事業所では主に、セラミック材料を
使用した積層誘電体フィルタ、厚膜印刷
基板、パワーコンデンサなどを製造して
います。回路設計や材料・プロセス
開発、設備設計などに興味のある方、
私たちと素晴らしい製品を宮崎から
発信していきませんか。

大学卒 212,500円、大学院卒 229,500円、（2018年実績）給与

東京・長野／8：30～17：15（営業所含む）、宮崎／出向、駐在先の会社規程による
※標準労働時間 7時間55分

勤務時間

年間休日120日（完全週休２日制）休日

昇給（年１回）／賞与（年２回）／独身寮制度／年次有給休暇／
リフレッシュ休暇支援制度／育児・介護休業制度／退職金制度／
通勤手当／住宅手当／家族手当／時間外勤務手当／各種社会保険完備

待遇
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第一糖業株式会社

機械系 電気・電子系 情報系化学系

食品製造業

「セブン印のお砂糖」南九州で
唯一の精製糖メーカーです。

当社は昭和４２年３月に設立し、宮崎県日向市の
日向・延岡地区新産業都市に甘味食品コンビナートの
第一号として進出しました。主に九州・四国・中国地区に
家庭用から業務用までの砂糖を供給しております。
なかでも自社オリジナルブランド「花見糖」は沖縄・
奄美産さとうきびを100％使用した、風味豊かな
お砂糖で、こだわる人に応えるブランドとして首都圏を
中心に人気商品となっております。また、2017年7月に
オリゴ糖工場が完成し、生産・販売を順調に行って
おります。この国産100％の「沖縄・奄美のきび
オリゴ」はヘルシーな甘味料として需要が高まって
おり今後期待できる商品となっております。
一度見学へお越し下さい。楽しみに待っております。

企業情報

総合職職種 宮崎県日向市日知屋17371番地所在地

初任給：大学卒174,000円＋諸手当給与

普通勤務8:30～17:00（休憩60分有）、
交替勤務（休憩60分有）　
①7：45～16：00 ②15：45～24：00 ③23：45～8：00

勤務時間

土、日、祝、その他（年間休日：約120日）休日

昇給（年1回）／賞与（年2回）／定期健康診断（年２回春秋）／
通勤手当／食事補助／食事手当／住宅手当／家族手当／
有給休暇／慶弔休暇／産前産後休暇／育児休暇／介護休暇／
社会保険完備

待遇

0982-52-4162電話

昭和42年3月設立

61名（男性55名・女性6名）従業員数

http://www.daiichi-togyo.co.jpHP

E-mail

壹岐浩和担当者

ともにお砂糖造りませんか
R.Tさん（工学研究科物質工学専攻／平成14年修了）

大学時代糖質化学を専攻していた事もあり縁あって第一糖業に入社しました。
当時は団塊の世代大量退職による生産部門のオペレーター育成が急務であり
自分も勉強しながら製糖オペレーターとして働いてきました。今では自分より一回り
以上も若い後輩達に、サトウキビ原料糖から精製糖になるまでのメカニズムや、
安心安全な製品をご家庭に届ける重要性を教えながら日々奮闘しています。
ともに働くご縁があることを楽しみにしています。

VOICE

0982-53-2389FAX

45,000万円資本金

土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

上下水道及び建設コンサルタント業

VOICE

市町村の快適で
活力あるまちづくりを
サポートする技術集団です。

当社は、市町村等の地方公共団体における上下水道
や地域計画等に関する調査・分析・診断・計画・
設計・施工監理を行っており、南九州の地元企業と
して、半世紀にわたる信用と信頼を構築してきま
した。また、これまで培ってきた経験や専門的技術を
活かして、地元の快適で活力あるまちづくりに貢献
していくという姿勢で臨んでいます。
職場環境については、ラグビーの「One for Al l  :  
Al l  for One」の精神で、仕事と家庭の両立が図ら
れる環境づくりに力を入れています。社員のスキル
アップの支援も行っており、社員の能力が活かせ、
ライフワークを十分に楽しめる職場環境づくりに
努めています。

企業情報

技術職

月給193,000円～

職種

給与

8：30～17：30（休憩60分有）※時間外勤務有勤務時間

週休2日制（土、日、祝）、その他※年間休日：127日休日

昇給（年１回）／賞与（年３回）／交通費及び住宅手当支給／
定期健康診断／有休休暇／慶弔休暇／産前産後休暇／
育児休暇／介護休暇／社会保険完備

待遇

宮崎市生目台西３丁目７－３所在地

0985-50-5430電話 0985-50-6761FAX

昭和３９年３月設立 ３,０００万円資本金

１９名（男性15名・女性4名）従業員数

http://www.daiwacon.co.jp/HP

inoue@daiwacon.co.jpE-mail

井上　誠担当者

弊社の主な業務は上下水道の計画・設計
です。私は宮大在学中に環境ロボティク
ス学科に所属していましたので、「土木
の知識もなしに、水道設計なんてできる
のかな」と不安もありました。しかし、
経験豊富な先輩社員のサポートもあり、
楽しく仕事ができています。
就活生の皆さんは、あなた自身がこれか
ら働く会社はどのような職場なのか不安
もあるかもしれませんが、私はこの会社
に就職して良かったと思っています。皆
さんも「この会社に就職して良かった」と
思えるように、悔いのない就職活動を！

安心な水道を支える会社 VOICE サポートが充実した会社
R.Hさん
（工学研究科物質環境化学専攻／
 平成27年3月修了）

K.Mさん
（環境ロボティクス学科／
 平成30年3月卒業）

皆さんは、日頃どのくらい水道を利用し
ているでしょうか？飲食のための使用は
もちろん、トイレでの使用、研究で使っ
た器具の洗浄などにも使っているので
はないでしょうか。弊社は県や各市町
村のコンサルタント（相談役）として、
皆さんが利用している水道の将来計
画の策定や、工事を行うための設計等
を行っています。
宮大出身の社員も多く在籍し活躍して
いますので、宮大生の皆さんと一緒に
楽しく働けることを期待しています。
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株式会社 谷口重機建設

機械系土木系

建設業

VOICE

地元に根付き
仕事で地域に還元
宮崎を創り守る会社です

当社は、県内全域を対象とした建設業と九州全域を
対象としたクレーンリース業をおこなっている会社
です。建設業としては、県内業者と比べて従業員数と
建設機械保有数が多い点が魅力です。また、宮崎県の
土木建設業の格付けでは「特A」という最高ランクに
位置し、大規模な工事を受注することが可能で、
県内の重要な道路や橋や港湾関係の工事を行って
おります。当社は、クレーンリース業からスタートしたと
いう歴史があり、九州でも屈指のクレーン台数を誇り、
宮崎県内では、ラフタークレーンが日々稼働しており、
クローラクレーンは、県内業者、大手ゼネコンと取引が
あり、九州各地の現場で活躍しています。
また、日南本社と宮崎支店があり勤務地を選択可能です。

企業情報

施工管理業務職種 本社：日南市大字下方1091所在地

0987-27-1888電話 0987-27-2067FAX

昭和55年9月設立 2,245万円資本金

76名（男性73名・女性3名）従業員数

http://www.taniguchijuki.co.jp/HP

yuya-t@taniguchijuki.co.jpE-mail

谷口　悠耶担当者

工学部卒という学歴を最大限に利用
できる仕事は何かと考え、この会社に
入りました。実務としては、2級土木
施工管理技士を活かし、若手技術者と
して工事施工管理をしており、手持
工事が無いときは、現場作業をしています。
今年度は1級土木施工管理技士を受験
します。
「きつい」「汚い」「危険」の3Kと言われる
建設業ですが、町に「貢献」し、人に
「感謝」され、「感動」される新3Kで
働ける職場です。

宮崎へ恩返しができて
自分が成長できる会社 VOICE 工学部卒を活かして

会社で輝ける自分がいる
Ｔ.Ｉさん
（土木環境工学科／平成26年卒業）

Ｋ.Ｍさん
（土木環境工学科／平成27年卒業）

私は県外出身ですが、在学中にお世話
になった宮崎県に恩返ししたいと思い
大学で専攻した土木に携わる仕事に就
こうと決めました。業務内容は、工学部
卒を活かし、国家資格「1級土木施工管
理技士」を取得し、施工管理業務をして
います。
自分達が手がけた工事が地図に残り、
人々の生活を支えている仕事に誇りを
持てます。これからは、施工管理はもち
ろん、専門的な資格を取得していき、
様々な工種のプロフェッショナルになる
ことが目標です。

185,000円＋手当給与

8：00～17：00勤務時間

日曜日、その他（会社カレンダーによる）休日

賞与（あり）／昇給（あり）／定期健康診断／育児休暇待遇
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電気・電子系機械系

建設業（電気）

VOICE

目指すのは電気のすべてを
網羅できる、製造部門を有する
エンジニアリング会社です

主な事業内容は各種電気設備の設計・施工、受配電盤・
制御盤・分電盤の設計・製作・保守、非常用発電設備の
設計・施工・保守です。
電気設備に関しては弱電から強電設備にいたる全て
の設計・施工に対応します。
又、最近被害が多い雷害、特に誘導雷の避雷対策の
提案・施工に実績をあげている会社です。

企業情報

電機設計・配電盤組立・営業技術職種 宮崎市大字新名爪字谷廻4090番地14　営業所：日南所在地

弊社では、各種電気設備・受配電盤の
設計製作や発電機のメンテナンスと
多岐にわたって業務活動を展開して
います。私は現在、受配電盤の製作、
高圧受変電設備の改修などを担当
しています。まだ経験は浅いですが先輩方の
ご指導で自分でできる仕事も増えやりがいを
感じています。これからもそれぞれの
お客様のニーズに応えられるよう必要な
知識を蓄えて安心して施工できるよう
いろいろな資格取得にも挑戦していきたい
と思います。

自分を成長させて
くれる場所 VOICE やりがいを求めて

C.Kさん D.Mさん

電気工事業について何も知らないまま
入社してから、早５年がたちました。
最初の頃は、右も左もわからず、パソ
コンの扱いにもブランクがあった為、
新卒の方と同じようなまっさらな状態の
わたしでした。
でも、それからいろいろな方にたくさんの事を
教えてもらい、又自分でも勉強しながら
スキルアップをする事ができました。
まだまだこれからも勉強の日々ですが、
自分が成長していることを実感できる
会社です。

175,000円～240,000円給与

8：00～17：00（休憩90分有）※時間外勤務有勤務時間

週休二日制(土曜日は会社カレンダーによる)年末年始、夏季休日
※年間休日90日

休日

昇給あり／賞与(年2回)／定期健康診断／交通費支給／
有給休暇／慶弔休暇／社会保険完備

待遇

0985-39-1921電話

平成14年3月設立

16名（男性１3名・女性3名）従業員数

http：//tecnoc.web.fc2.com/index.htmlHP

ｔｃ0204@abeam.ocn.ne.jpE-mail

川野　賢五担当者

0985-39-2008FAX

1,000万円資本金
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土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

株式会社 テレビ宮崎

土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

放送業

VOICE

県民に愛され信頼される
テレビ局を目指して
テレビ局には報道・制作・営業・編成・技術など様々な
部署があり、まさに「異業種の集団」です。テレビ宮崎は
日本で唯一の３局クロスネット局です。複雑な番組編成に
対応するには、社内のコミュニケーションが鍵になり
ます。弊社にいらした方がまず驚かれるのは、２階の
事務フロアです。役員室・秘書部を除く全ての部署が
１フロアに集中しているため、隣の部署の動きがよく
分かり、会話や打ち合わせをすぐに行うことができます。
また、先輩は若手の柔軟な発想を育て、後輩は先輩の
技術や仕事に対する情熱を学ぶ風土があります。こう
した縦・横の連携が地域に密着したニュース・バラエ
ティ番組、スポーツや音楽のイベントを生み出してい
るのです。

企業情報

放送業

大学卒・大学院卒 227,900円

職種

給与

9：30～18：00（休憩60分）
※時間外勤務有・部署によってはシフト勤務あり

勤務時間

完全週休２日制、祝・祭日、夏季休暇、年末年始
リフレッシュ休暇（２年目から）

休日

昇給（年１回）／賞与（年２回）／諸手当（住宅手当、家族手当、深夜手当など）／
社会保険完備／産前産後休暇／育児休暇／住宅ローン／教育ローン／
保養所利用補助金／リフレッシュ休暇補助金（２年目から）

待遇

宮崎市祇園２丁目７８番地所在地

0985-31-5111電話 0985-31-5701FAX

1969年5月設立 ３億３，０００万円資本金

166人(男性108人・女性58人)従業員数

https://www.umk.co.jp/HP

jinji@umk.co.jpE-mail

総務部　迫園・大島担当者

4月入社の新入社員です。6月で研修を終
え、私は希望していた技術部へ配属され
ました。現在は、放送が正確に運行されて
いるかをチェックしたり、必要に応じて速
報などを出力する監視業務がメインです。
今後はスタジオのカメラ業務、送信所や
中継局の保守保全業務などを行っていき
ます。同時に第一級陸上無線技術士の勉
強もあるので、覚えることは多いですが、
その分やりがいもあります。先輩方も優し
く、充実した毎日を送っています。

ライフラインを守る
使命感を持って VOICE 放送の運行を監視しています
S・Ｈさん
（機械システム工学科／2010年卒業
 機械システム工学専攻／2012年修了）

Y.Kさん
（電気システム工学科／2016年卒業
工学研究科工学専攻／2018年修了）

私は入社7年目です。現在は、生放送
や収録番組のスイッチャー、中継車を
使用しての収録及び生中継、放送機器
の保守・更新を主にやっております。番
組制作は常に違った内容なので、1つ
1つの業務に新鮮な気持ちで取り組む
ことが出来ます。テレビといえば娯楽の
印象を受けられがちですが、非常災害
時には情報を伝達するための重要なラ
イフラインとなります。その使命感を
持って放送事故を起こさないよう日々
業務に励んでいます。

デル株式会社
総合ITベンダー

VOICE

IT業界をリードする
グローバルな会社で働いてみませんか？

■事業内容
当社は米国Dell Inc.の日本法人。
パソコンから、サーバなどのITインフラ製品に至るまで
ITソリューションを提供しています。180か国に拠点を
持ち、約14万人の従業員数を誇る当社ですが、宮崎
カスタマーセンターでは、日本のお客様に対して
サービスを提供し、宮崎のおもてなし精神を日本全国に、
世界に広げています。
■職場環境
外資で成果主義と聞くと”冷たくドライ”という印象を
持たれがちですが、社内は和気藹々としており、ト
レーニング、メンター制度などサポート体制が充実し
ています！
■求める人材像
・積極性があり、能動的に動くことが好き
・ITのスピード感ある職場で、新しい知識を常に学ぶ
意欲がある

・お客様対応に興味がある
・IT初心者大歓迎！

企業情報

テクニカルサポート職種 本社：神奈川県川崎市幸区堀川町580番地
カスタマーセンター：宮崎市橘通東 4-8-1 

所在地

テクニカルサポートではDELL製品を
ご使用のお客様から問い合わせいただいた
仕様確認・操作案内・障害対応等に対して
電話で支援を行っています。
電話でのコミュニケーションとなるため、
お客様の状況把握や仕組みを理解し、
お客様の抱える問題を解決することは
もちろんですが、痒いところに手が届く
サポートができるよう心がけています。
日々対応する中で製品や技術に対する
知識をつけ実際に解決できた際に、
お客様からの「ありがとう」のお声を頂
ける事にやりがいを感じています。

自分の意思次第で何事も
自由にできる環境 VOICE PCの仕組みを理解＆

迅速・丁寧に全力でサポート
W.Hさん
（工学研究科 電気電子工学専攻／
 2009年修了）

S.Mさん
（情報システム工学科／2011年卒業）

DELL宮崎カスタマーセンターでは主にお
客様サポートを行うテクニカルサポート部
署とパソコンやサーバー販売を行う営業部
署がございます。従業員の約6割は宮崎出
身で、宮崎にいながら全国のお客様を相手
にビジネス展開、サポートを行えることが特
徴の一つです。DELL宮崎カスタマーセン
ターの魅力は働いている人が温かく、上司
との距離も近い為、悩みなどの相談がしや
すい環境であることです。自分の意思次第
で何事も自由にできる、実績・意欲があれ
ば年齢関係なく若くても次のキャリアへの
昇進ができる環境が整っていることも
魅力だと感じています。

2019年4月初任給実績
(大卒 270,100円／院卒 277,400円)+ターゲットインセンティブ

給与

平日9：00～17：30　※シフト勤務あり勤務時間

完全週休2日制休日

昇給(年1回)／交通費全額支給／各種社会保険完備／
有給休暇／夏季休暇／スポーツ補助金 など

待遇

0120-44-7238 電話

1989年6月設立

約1800名（男性1200名・女性600名）従業員数

http://www.dell.comHP

dell@e-saiyou.com E-mail

高島、多田 (人事本部採用チーム)担当者

044-556-3365FAX

30,000,050万円資本金
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機械系 物理系化学系

「宮崎から世界へ挑戦し続ける会社」
Y.Yさん
（工学部環境応用化学科／2016年卒業　工学研究科環境系コース／2018年修了）
独自の技術力で世界標準の製品を創り、国内ではトップシェアまた世界３０か国
以上へ輸出を行っている会社です。
私は今年度入社ですが、製造、検査、開発と数多くの業務に携わることができ、
自分の成長につながる研修制度、また先輩後輩の壁がなく気軽に相談や提案が
できる環境に魅力を感じています。覚えることも多く勉強の毎日ですが、Ｍａｄｅ in 
Ｊapanを誇りに仕事を行っています。
現在、28名の宮大卒業生が弊社で働いています。医療機器に興味のある方、一緒に
世界の医療に貢献する仕事をしてみませんか。 

医療機器製造販売業

企業情報

製品開発・生産管理職種 日向市大字日知屋字亀川17148-6所在地

医療を通じて日本
そして世界に貢献する会社

当社は１９７３年に会社を設立し、人工透析用留置針、
静脈留置針、血管造影用カテーテル等の医療機器の
製造販売を行ってきました。
設立３年目に世に送り出した継ぎ目のない人工透析用
一体型カテーテル、この世界初の技術によって
メディキットは成長の歴史をスタートさせ、以来
カテーテルの専門メーカーとして独創的な製品を
次々と開発し、医療現場に貢献してきました。人工
透析用留置針、静脈留置針は国内において４０～５０％台の
シェアを有しており、着実に売り上げを伸ばしております。
今後とも広く世界の医療に貢献することを目指して
製品の開発・製造を行っていきます。

電気・電子系

VOICE

大学卒 200,000円、大学院卒 210,000円給与

8：00～17：00（休憩80分）勤務時間

週休２日制、年間休日125日休日

昇給（年１回）／賞与（年２回）／定期健康診断／通勤手当／
住宅手当／家族手当／産前産後休暇／育児介護休暇／
社会保険完備

待遇

0982-53-8000電話

1973年6月設立

７６０名（男性３４０名・女性４２０名）従業員数

http://www.togomedikit.co.jpHP

jinji@togomedikit.co.jpE-mail

佐藤　満吉担当者

0982-53-8004FAX

9,000万円資本金

土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

情報サービス業

VOICE

先端技術で貢献する宮崎の
IT企業“デンサン”

デンサンは、宮崎市行政事務の計算処理を一括
受託する計算センターとして1966年に設立し、
2016年に創立50年を迎えました。情報処理の
スピードや業務ノウハウで取引自治体等は宮崎県
下一円に拡がり、取引数は約500社まで拡大しました。
個人経営店の販売管理システムから大手企業の社内
ネットワークシステムまで、地域社会を幅広くカバー
しています。事業も、自治体向け、民間企業向け、
医療機関向けなど幅広く展開しており、更なる
発展のため日々開拓中です！職場の雰囲気はメリハリが
あり、仕事はマジメに！遊びはおもいっきり楽しむ！という
感じです。そして、私たちはこれからも地元宮崎に
先端技術で貢献していきます。

企業情報

SE・プログラマー職種 宮崎市大字赤江字飛江田224番地所在地

私はデンサンに入社して3年目になり、
現在は企業向けのシステムの開発を
する部署に所属しています。
取引先も宮崎にある企業がほとんどで、
デンサンでの仕事は地域に貢献できる
ものだと思っています。
また、デンサンはAIやloTなどといった
最新技術にも積極的に取り組んでいます。
私自身もそういった最新技術の研究・
開発に取り組んでおり、様々な事に
挑戦することが出来る会社だと感じて
います。

様々な分野で宮崎に
貢献できる仕事 VOICE 多くのものが学べ、

やりがいを感じられる仕事
M.Iさん
（工学研究科 電気電子工学専攻／
 平成25年修了）

T.Hさん
（工学部 環境ロボティクス学科／
 平成28年卒業）

弊社では、お客様の課題解決のために、
システムの設計・開発・運用・保守に至
るまで幅広く一貫したサービスを提供し
ております。その他にもソフトウェア開
発、クラウドサービスの提供など様々な
分野で宮崎のＩＴ拡充に貢献しており
ます。
工学部で学んだ事が活かせ、スキル
アップできる環境が整っている会社だと
思います。地元宮崎に貢献したい方、大
学生活でお世話になった宮崎に恩返し
をしたい方は、ぜひ、私たちと一緒に仕
事をしましょう。

株式会社 デンサン

大学卒 180,000円給与

9：00～17：30勤務時間

完全週休2日制、祝日休日

昇給（年1回）／賞与（前年度実績3回）／定期健康診断／
交通費定額支給／有給休暇／慶弔休暇／産前産後休暇／
育児休暇／介護休暇／社会保険／保養施設完備

待遇

0985-56-4111電話

1966年12月設立

210名（男性139名・女性71名）従業員数

http://www.densan-soft.co.jp/HP

soumubu@densan-soft.co.jpE-mail

岩崎千恵子担当者

0985-56-0136FAX

6,000万円資本金
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東洋環境分析センター㍿
化学系

環境測定・分析・検査サービス

VOICE

「地域の皆様の安心・安全な暮らし」
に貢献している会社です。
鹿児島市に本社を置き、九州圏内に9つの営業所と
4つの分析ラボを展開しています。平成14年に設立して
以来、スケールメリットを活かしたネットワーク・フット
ワーク、そして分析技術・精度が高く評価され、九州
各地の多数のお客様から信頼を獲得しています。民間や
行政の案件、また既存のお客様からの紹介案件も順調に
伸び、確実に安定成長を続けています。水や食品の
安全を守るためには、まず検査をして『現状を確認
する』ことが大切です。この予防や対策に欠かせない
「検査」を通して、各地域の皆様の水、食品を中心とした
『安心・安全』に貢献しています。人々の生活に欠かせ
ない『水』や『食品』、そしてそれらを取り巻く『環境』の
検査に『地域の環境ドック』としてチャレンジして
みませんか。

企業情報

環境測定・分析・検査サービス職種 宮崎市田代町100番地所在地

営業部に所属し、主にお客様との打合
せや採水・測定の業務を行っています。
地域・環境に直に関わることができ仕事の
やりがいを実感できます。また人間関係の
良さも魅力的です。20～30代が多く、
若手が率先して取り組むことができ、
チームとして助け合いながら仕事を
進めることができます。『明るく前向きな
姿勢の方』『コミュニケーションが好きな方』
『主体性のある方』『向上心がある方』と
一緒に仕事を続けたいです。

地域環境に寄り添った
検査をしてます！

VOICE チーム力で
勝負できる環境が好き！

S．Sさん
(物質環境化学科／平成18年卒業)

D．Nさん
（物質環境科学科／平成23年卒業）

技術部に所属し、ライフラインの1つでも
ある水道水の検査を担当しております。
日々の分析に加え、社内セミナーや
弊社主催のセミナーを対外的に行う
ことで、社員のスキルアップはもとより
お客様と情報共有等ができ、仕事の
やりがいを感じております。　　　　　
社内には小さなお子様がいらっしゃる方が
多いため、公私にわたって相談に乗って
頂き、子育てと仕事の両立がしやすい
職場で『バイタリティ溢れる方』、私達と
一緒に公私共に充実した生活を送って
みませんか？

183,000円～ 昇給／年1回、賞与／年2回給与

8：30～17：30勤務時間

土曜隔週、日祝祭日、盆正月、有給、産休、育休休日

社会保険完備／退職金制度（勤続2年以上）／厚生年金基金／
社員懇親会／資格取得支援制度及び資格手当

待遇

0985-24-1122電話

平成14年6月設立

129名（男性70名・女性59名）従業員数

http://www.let-toyokankyo.comHP

miyazaki@let-toyokankyo.comE-mail

浅野兼介、田尻裕貴担当者

0985-24-1166FAX

7,000万円資本金

富岡建設株式会社

土木系

総合建設業（土木・舗装・港湾・トンネル等）

VOICE

未来へ、そして子供たちへ。
地域を守り、地域に貢献
宮崎県の南に位置する温暖な土地、日南市で創業67年を
迎える富岡建設株式会社です。主に日南市を中心に
県内全域で土木工事を請け負っています。発注者は
国土交通省・宮崎県・日南市が発注する公共工事が
ほとんどです。仕事は、現場の管理が主な仕事で
す。会社全体の人数は社長含め役員が5名、従業員
が63名の合わせて68名です。従業員の内訳は、総務・
営業・工事部で38名、運転手・作業員が25名です。
業務は土木工事・港湾工事・舗装工事が主で宮崎県
発注のトンネル工事もJV工事で受注しています。
福利厚生面では、今年の4月から働き方改革を取り
入れ、完全週休2日制を導入し年間の休日日数を
115日以上と実施しました。年間を通し様々なイベントを
実施している、このような活動を実施しながら、従業員同
士の調和・親睦を重ね明るい職場づくりを目指してい
ます。
ぜひ、一緒に「ものづくり」をやってみませんか。

企業情報

現場管理者職種 日南市大字平山2292番地4所在地

平成30年8月に入社し工事部に配属しました。
建設業のことはよく分かりませんでしたが
富岡建設で話を聞く機会をいただき仕事内容を
教えてもらいました、その内だんだん興味が
湧いてきて『私も女性技術者として社会に
貢献したい』『資格を多く取得したい』という思い
から入社しました。今は、主に写真整理や書
類作成現場にも少しずつ出ています、入社
してまだ日が浅いので学ぶこともたくさんあり
ますが早く役に立てるよう一生懸命仕事に
取り組んでいきたいです。富岡建設は皆さん
の雰囲気も良く明るく楽しい職場です、現在
女性技術者として働いているのは私一人
なので建設業に少しでも興味のある女性の方
が入社してくれると嬉しいです、是非一緒に
働きましょう。

仕事に誇りを
持って働いています VOICE 女性技術者として

地域に貢献しています
S.Yさん
（工学部物質環境科学科／平成21年入学
 工学部物質環境科学科／平成26年中退）

T.Nさん（工事部）

私は転職する際、父親の勧めもあり
富岡建設に入社しました。土木関係の
職に就くのは初めてで知識・経験が
ほとんどない状態ですが、上司の方々に
教わりながらデスクワークや現場作業を
行っています。初めて知ること、やることが
ほとんどで毎日充実しています。現在は
主に現場での写真撮影・管理・書類
整理等をしています。構造物は長い間形と
なって残ります。そんな誇りある仕事を
一緒に富岡建設で働きませんか。

月給　202,000円給与

8：00～17：00（休憩90分）※時間外勤務あり勤務時間

年間115日以上休日

賞与／昇給／社会保険等／有給休暇 等待遇

0987-23-1236電話

昭和26年12月設立

63名（男性60名・女性3名）

http://www.tomioka-kk.co.jp/

yano@tomioka-kk.co.jp

従業員数

HP

E-mail

矢野　直輝担当者

0987-23-0710FAX

9,900万円資本金



50 51

土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

製造業

企業情報

宮崎市田野町乙1742-46所在地

ホースでつなげる地球の未来
「液体・気体の温度制御を含めた特殊ホース、配管の
専門メーカー」である弊社。
製造している特殊ホースは、日本のトップメーカーの
ものづくりを支えています。
弊社のお客様は驚くほど多岐に渡る業界にあり、
ユーザー様を知れば驚かれることも多々あります。
フルオーダーで製造するホースは、企画段階から
相談を受けて、細かな要求事項を具現化したもの。
完成したホース内を通過する流体は多種多様で、
実は皆さんの日常生活に直接結びついています。
私たちは、常にお客様の意見・要望に耳を傾け、それに
応えることによって社会貢献を実現します。

機械系 物理系

例えるならホースは人間の血管と同じです
T.Yさん（製造2課）

コツコツとした地味な作業工程を複数経て一つのホースが完成します。
製品はみんなの仕事の集大成。国内外の大学、海外企業とのお取引も増えました。
自分でも驚きますが、ユーザーであるお客様を知れば弊社の実力を理解して
いただけると思います。日本のトップメーカーを支える黒子であることに誇りを
感じながら、日々の業務に取り組んでいます。

VOICE

製造職

月給 172,000円～

職種

給与

8：00～17：00（休憩90分）勤務時間

日曜、土曜日、祝祭日は稼働カレンダーによる※年間休日110日休日

各種保険完備／指定休暇制度10日／昇給（年1回）／
賞与（年3回・決算賞与あり）／健康診断 他

待遇

0985-86-1588電話

1987年4月設立

43名（男性36名・女性7名）従業員数

http://www.toyonakahot.co.jpHP

kawai@toyonakahot.co.jpE-mail

川井　雅信担当者

0985-86-1541FAX

1,000万円資本金

外山木材株式会社

日本一を目指す会社で、やりがいを感じます！
S.Nさん（農学部森林緑地環境化学科／平成29年卒業）

外山木材に入社してから、社会人として基本的な事から指導していただき、様々な事を
学んでいます。先輩方が分かりやすく教えて下さり、仕事もやりやすいです。
社会人になった時に一番重要なのは人間関係だと思います。今のうちから人との
コミュニケーションを大切にして下さい。また、弊社はやったらやっただけ評価して
くれる会社なので、とてもやりがいがあります。会社と共に成長しようという意欲の
ある方を、心よりお待ちしております。一緒に頑張りましょう。

VOICE

土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

製造業

木とともに107年　
杉足場板売上出荷全国トップ！

弊社は、大正2年3月に木材の産地、都城市八幡町に
おいて、当地域では最初の針葉樹林製材所を創業
しました。日本の風土に最適な木造住宅に最も
優れた杉材を合理化された最新鋭近代化工場にて、
高規格・高品質な製品を大量に生産し、より迅速に
木材需要に対応しています。当社は、杉足場板・
製材品一般材・住宅建築材・KD材・木材・チップの
製造を行っており、主力製品の杉足場板の売上は
全国でもトップ、製材機械設置や技術・規模に
おいても日本トップクラスの実績を誇ります。
現在、都城市内に3つの工場があり、平成30年
4月1日より鹿児島県志布志市に建設中の当社4つ目の
新工場が稼働を開始しています。製材業界の老舗企業
としての信用と創意工夫、そして誠意と熱意をもち、
これからも「木と共に107年」の歴史を踏まえ、永続
発展し、社会貢献と企業使命を達成して参ります。

企業情報

総合職職種 都城市八幡町18街区7号所在地

月給 １９0,０００円～210,０００円給与

8：00～17：10（休憩70分）勤務時間

土（隔週）、日、年末年始 他※休日は会社カレンダーによる休日

賞与（年2回+決算手当）／昇給（年1回）／
GW休暇／夏季休暇／年末年始休暇有（各3～6日）／
継続雇用制度有（65歳まで）

待遇

0986-22-0176電話

昭和23年3月設立

170名（男性139名・女性31名）従業員数

http://toyama-woodsupport.com/HP

soumu@toyama-woodsupport.comE-mail

有馬担当者

0986-25-6804FAX

3,650万円資本金
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土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

畜産県に必要不可欠な企業
K.Kさん（環境応用化学科／2017年度卒業）

私が働いている南国興産株式会社は、主に鶏ガラや魚のアラ、牛豚の骨などの食べることが
できない不可食部位を高温で熱加工し、飼料や肥料へ再生する仕事に取り組んでいます。
畜産業が盛んな宮崎県では、１日に大量の家畜不可食部位が発生します。
それらを再生する、宮崎県下の畜産業を影から支える「縁の下の力持ち」。
それが我社だと、私は考えています。

製造業（飼料肥料・養豚・鰻養殖）

企業情報

【総合職】将来の幹部となっていただくための職種です。

月給 大卒：190,000円　院卒：202,000円

職種

給与

8：30～17：30（休憩60分） ※部署により交代制勤務あり勤務時間

部署シフトによる週休２日制 年間休日110日休日

昇給（年１回）／賞与年２回／定期健康診断／有給休暇／
慶弔休暇／育児介護休暇／社会保険完備／従業員持株会

待遇

宮崎県都城市高城町有水1941番地所在地

0986-53-1041電話 0986-53-1850FAX

昭和48年１月設立 9,000万円資本金

238名（男性208名・女性30名）従業員数

https://www.nangokunet.co.jp/HP

saiyou@nangokunet.co.jpE-mail

管理部　総務課　岡本担当者

資源循環型社会の
構築を目指して！

昭和48年に油脂販売会社であ
る株式会社 F Y C の製造メー
カーとして、宮崎県都城市高城
町に設立されました。
製造から販売までの一貫体制を
設けることで、企業、農業、畜産
業、水産業から排出される副産
物の飼料化、家畜排泄物の肥料
化、エネルギーとしての利用など
が可能となり、資源循環、環境対策
の面からも社会的に重要な役割を
分担する分野まで、幅広く対応でき
る企業へ成長してきました。

機械系 物理系

VOICE

日本有数の畜産物生産地である南九州で副次的に生まれてくる畜産副産物の量は、当社が設立されてから、何倍に
も膨らんでおり、家畜の排泄物をエネルギーに換えて活用する「資源循環型社会の構築」なくして、地域農業の発展
はないと考えております。

南国興産株式会社
株式会社 ニチワ

電気・電子系 物理系 電気・電子系機械系

自動車用精密金属部品製造業

VOICE

冷間鍛造技術を駆使し、
「宮崎から世界へ」

株式会社ニチワは1973年に宮崎県の誘致企業として
宮崎県日南市に進出、海外拠点として、中国（広東省
佛山、湖北省武漢）、タイ（バンコク）などにも展開して
います。
精密冷間鍛造技術（鉄やアルミニウムなどの金属
素材を打撃・加圧して、目的の形状を造ること）を
駆使し、金型の設計開発から製作、製品の製造まで
一貫生産システムを実現する自動車部品製造
メーカーで、創業56年の会社です。
2013年11月にグッドカンパニー大賞「優秀企業賞」、
2017年5月に無災害350万時間記録を達成し、
第二種厚生労働省労働基準局長賞、12月には経済
産業省より「地域未来牽引企業」の認定を受ける
など、宮崎の中核企業として日々邁進しています。

企業情報

技術職（金型の設計開発、生産技術）

学卒 180,000円～、 院卒 200,000円～給与

8：00～17：15（休憩75分） 時間外勤務あり勤務時間

会社カレンダーによる。
（土日、夏季、GW、年末年始：年間休日120日）

休日

昇給（年1回）／賞与（年2回）／退職金制度／有休推奨日あり待遇

職種 日南市上方１７６５番地

０９８７-２７-１３１１電話

１９７３年１２月設立

１８９名（男性１５７名・女性３２名）従業員数

http://www.nichiwa-corp.co.jp/HP

j-shigemura@nichiwa-corp.co.jpE-mail

総務課人事係：茂村、鶴田担当者

所在地

入社以来、開発部門で12年、上司の
背中をひたすら追いかけ、同僚と切磋琢磨
しながら、気づけば約10名の部下が
でき、開発課の課長として、日々、忙しくも
楽しく仕事をしています。仕事は分からない
ことの連続、大切なのは好奇心と粘り強く
取り組む姿勢ですが、息抜きなどメリハリを
つけることも重要です。仕事の進め方が
分かると、自分なりの工夫ができ、それが
うまくいくと達成感が得られます。
その積み重ねが仕事を楽しくし、やりがいに
なります。

金型設計の
レベルアップ誓う！ VOICE やりがいを求めて！
Y.Kさん
(機械システム工学科／2014年卒業)

R.Kさん
(機械システム工学科／2006年卒業)

開発課で自動車部品の金型設計業務や
製品立ち上げ、工場改善を行っています。
設計を行う事務所と工場が隣接し、
工場の金型を自分の目で見て確認できる
ので、非常に役立っています。プロジェクトの
中心となる場面も多いため、自ら他部署の
方と積極的にコミュニケーションを取る
よう心掛けています。冷間鍛造の知識も
徐々に増えてきましたが、設計者としては
まだまだ未熟。積極的にさまざまなことに
取り組んでいきたいと思います。

０９８７-２７-２３４８FAX

３，０００万円資本金
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日本情報クリエイト株式会社

土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

情報通信業

みんなでHAPPYになろう！！
【経済産業省 地域未来牽引企業！
宮崎県成長期待企業！】
認定されました

当社は自社開発パッケージソフトの企画・
開発・販売・サポートまで一貫して行う
メーカーです。
不動産業界向けソフトウェアやWe b
サービスに特化し、起業から25年目を
迎えた現在では全国の多くの企業様に
当社商品をお使いいただいております。

企業情報

開発職、営業職職種 宮崎県都城市上町13街区18号所在地

大学生【開発職】200,000円【営業職】東京 220,000円
名古屋・大阪 210,000円 その他地域 200,000円

給与

9：00～18：00勤務時間

土日祝、誕生日休暇、夏期・冬期休暇、慶弔休暇休日

健康保険／厚生年金／雇用保険／財形貯蓄／歓迎会／忘年会／
レクレーション／スポーツ施設割引

待遇

0986-25-2212電話

1994年8月1日設立

230名（男性146名・女性84名）従業員数

https://recruit.n-create.co.jp/HP

jinji@n-create.co.jpE-mail

前田 由紀担当者

チャレンジ
H.Sさん（農学工学総合研究科／2013年修了）

私は大学で長く分子生物学をメインに研究しておりましたが、就職を期にそれま
でとは全く異なる分野へチャレンジしようと思っておりました。弊社に入社後、日々
新たなことにチャレンジしている感覚があります。今大学で学んでいることに直結
した会社を探すことも選択としては当然だと思いますが、思い切って異なるジャンルに
チャレンジしてみるのも良いかもしれません。当社は気持ち次第で様々なことに
チャレンジできます。気になった方は当社採用サイトをご覧いただければ幸いです。

VOICE

0986-25-2213FAX

4,500万円資本金

化学系

患者さんの生命を守るグローバルカンパニー
T.Mさん（製造部、オペレーションプランニング）

社会的意義を感じられる仕事をしたいという志の高い人にとって、世界
に誇る製品・サービスを持ち主体的に行動することが評価される同社
で働くことが自分自身を高める近道です。人の入れ替わりが激しい
会社ではなく、新卒入社をして長く在籍している社員と中途社員が
程よく混在している会社です。責任範囲が広く、自主性が尊重される
社風です。

医薬品製造販売

企業情報

品質試験スタッフ

195,000円～

職種

給与

8:30～16:50勤務時間

完全週休二日制（工場カレンダーによる）休日

正社員待遇

宮崎市清武町木原4584-1所在地

0985-85-7711電話 0985-85-5556FAX

昭和44年3月設立 39億3千万円資本金

714名（男性595名・女性119名）従業員数

http://www.baxter.comHP

jinzai_miyazaki@baxter.comE-mail

高木担当者

米国バクスター本社
100%出資の外資系企業

バクスターは「患者さんの生命を守る」という
ミッションに導かれ、創業から85年、科学と
医療の知識を礎に自己改革を続けるユニーク
なメディカルプロダクト企業です。現在では
５万人を超える従業員が世界100ヶ国以上で
事業をグローバルに展開。医薬品と医療機器、
そのデリバリーシステムや利用技術まで、医療
の根幹を支えるソリューションの提供を通じて
医療従事者や患者さんとの信頼関係を築いて
います。

機械系 物理系

VOICE

バクスター株式会社
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ＢＴＶ株式会社

土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

放送・通信業

VOICE

地域密着型の
“ケーブルテレビ局”

企業情報

総合職（技術・営業・制作・事務）

月給 202,000円

職種

給与

8：30～18：00（休憩90分）勤務時間

週休2日休日

昇給（年1回）／賞与（年3回）／
諸手当（通勤手当・家賃手当・扶養手当等）／慶弔休暇／
育児・介護休業／自己啓発研修受講費補助／
資格取得のための受講料補助／資格取得祝金支給

待遇

都城市中町1街区7号所在地

0986-27-1700電話 0986-27-1600FAX

平成8年1月設立 48,500万円資本金

131名（男性83名・女性48名）従業員数

http://portal.btvm.ne.jp/HP

btvsoumu@btvm.co.jpE-mail

柚木崎担当者

技術部の主な業務は、お客様に提供して
いる全てのサービスの根幹となる放送通信
設備や伝送ケーブルの構築・運用・維持
管理を行う事です。一つの部署でハード
面とソフト面とを両方扱う必要があるため
幅広い技術を身に着けることが出来ます。
このような放送通信サービスは今や欠か
せない存在となっており、全国規模で同事
業を展開している企業も多々ありますが、
ケーブルテレビ会社は地域に根差した
企業活動が一つのウリとなっています。ここで
学んだ知識を十二分に発揮して、一緒に
地域を盛り上げていきましょう！

技術の進歩と共に自分自身の
成長を感じられる仕事

VOICE 自分の知識を活かして
地域社会に貢献

T.Iさん
（本社　技術部）

S.Iさん
（鹿児島局　技術部）

技術部の仕事は、インフラ設備を管理する
仕事です。地域密着の会社として、お客様に
安心してサービスをご利用頂くために、
日々、設備と向き合い地域のインフラを
支えています。
また、快適で安心できるサービスを提供
する為、業界動向に常にアンテナを張り、
最新技術の情報収集を行い、機器更新を
行います。機器更新などの大きなプロ
ジェクトは、簡単ではないですが、やり遂
げた時の達成感は大きなものです。そう
いった経験を重ね、技術の進歩と共に
自分自身の成長が感じられるのも、技術
部の仕事の魅力です。

ＢＴＶは、宮崎県・鹿児島県内で、ケーブルテレビ・
インターネット・ケーブルプラス電話等の放送・通信
サービスを提供している会社です。今や生活に欠かせ
ないインフラとサービスを提供する企業として、
「地域の皆様のお役に立てるサービス提供」を目指
しています。安定したサービスを提供するため、ケー
ブル伝送路や社内サーバの管理（メンテナンス）を徹
底し、障害を未然に防止すると同時に、より高品質な
サービスを提供できるよう、新しい設備と技術に対応し
ていくことがＢＴＶの使命です。
現在、今後普及していくと見込まれる4Ｋ放送や、
大容量かつ高速のインターネット通信に対応するため、
光ファイバーケーブルのインフラを敷設する改修工事を
進めており、順次、光サービスへの移行を実施して
います。ＢＴＶは、地域の皆様のより便利で豊かな
生活をサポートしていきます。

土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

仕事を通して自らも成長できる会社です
T.Sさん（工学部工業化学科 平成４年３月卒業／工業化学専攻 平成６年３月修了）

中途採用で入社して１４年目になります。営業を担当していますが、弊社の取扱商品は
様々です。未だに初めて見たり聞いたりする商品があり、日々勉強させられます。
営業で最も大切なことはお客様との信頼関係を築くことだと思っています。信頼関係を
築くために何をするか？言われたことだけをするのではなく、+αで返すことを心がけて
います。弊社は今年創業８４年目を迎えた歴史のある会社です。経営者との距離感が
近く、労働組合もあり、労使共に会社を良くしていくことを考えています。また仕事と
プライベートを充実させることができる雰囲気の会社です。

卸売業（高圧ガス・溶材・機械工具・中古機械買取販売）

企業情報

営業

月給 １９７,０００円

職種

給与

８：００～１７：００（休憩６０分）勤務時間

土曜、日曜、祝日、年末年始休日

昇給（年1回）／賞与（年２回）／定期健康診断／
通勤手当実費支給／携帯電話支給有給休暇（入社時付与）／
慶弔休暇／産前産後休暇／育児休暇／介護休暇／
社会保障完備

待遇

宮崎県延岡市桜園町８６番地１所在地

０９８２-３３-３１２１電話 ０９８２-３３-３１４７FAX

昭和２３年１０月設立 ３,２００万円資本金

５１名（男性40名・女性11名）従業員数

http://www.hinodesanso.jpHP

info@hinodesanso.jpE-mail

髙橋　隆徳担当者

豊かな未来に向かって、
人と人とのふれ愛・
心と心のふれ愛を大切に

機械系 物理系

VOICE

日之出酸素株式会社

各種(産業用・医療用)高圧ガスを主な販売品目とし、
それに付随する商品を取り扱っている。本社は延岡で
営業所は日向市・宮崎市・都城市の３箇所にあり、
他に関連会社で高圧ガス製造会社を延岡・都城に
持っていて、宮崎県内一円を営業エリアとし、地域
密着型の営業展開を心がけている。農業・水産業など
一次産業へガス技術を活用し、農畜水産県である
宮崎の地の利を生かして、ガスの新たな用途を開発し
地域社会や業界の活性化に一役買いたいと考えて
います。医療、工業、農業、水産業など地域社会
発展の為に、日之出酸素は明日に向かって躍進します。
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株式会社 日向中島鉄工所

機械系 電気・電子系化学系

産業用機械製造

中小企業の革新的な
“ものづくり”で地域の課題解決を!

日本の将来を、どう作っていくのか？
地方創生を、どう本物にしていくか？
これまでのやり方で、持続可能な社会が作れないこと
だけははっきりしています。大量生産、大量廃棄では
なく、多様化と地域内循環への転換が求められて
います。
地域にはたくさんの資源が生かされないまま眠って
います。地域が一体となって、その活用と地域の再生を
行うためには、発想の転換と実行力が必要です。
いい人材を得た、地方の中小企業こそがそれを行う
ことができます。
食料・環境・エネルギーの分野で、恵まれた資源を
持つ宮崎だからこそ、できる事がたくさんあります。
ここ宮崎から、時代を作っていきます。
挑戦意欲、企業家精神を持った方のエントリーをお待ち
しております。

企業情報

設計、製造、エンジニアリング職種 日向市大字日知屋17148番地9所在地

185,200円給与

８：００～１７：００　残業有勤務時間

年間100日、当社カレンダーによる休日

正社員待遇

0982-52-7215電話

昭和４４年１月設立

５８名（男性５３名・女性5名）従業員数

http://www.hn-t.co.jpHP

toshi@hn-t.co.jpE-mail

代表取締役社長 島原俊英担当者

食品加工機械設計エンジニアを目指して
K.Tさん（工学部環境ロボティクス科／2017年卒業）

当社は、県内はもちろん日本国中の食品加工機械の設計製造を行っている企業です。
この会社に入社し、私たちの生活に密接した多種の食品加工機械の活躍ぶりを
見てその重要性に感激しました。　
私は、現在それらの装置設計のグループに所属しています。
装置には、多くのノウハウが詰め込まれ、学ぶことが多いですが、上司・先輩方が
基本から詳しく指導して頂き、とても恵まれていると実感しています。
早く、技術を習得し仕事を任せてもらえる一流のエンジニアを目指します。

VOICE

0982-52-7216FAX

３，０００万円資本金

富士フイルムワコーケミカル株式会社

化学系

化学工業

私たちは、地域発、世界を視野に
入れた技術研鑽企業です。

【事業内容】
試薬、化成品ならびに臨床検査薬の製造

【理念】
「次の科学のチカラとなり、人々の幸せの源を創造する」

　当社は、富士フイルムグループの富士フイルム和光純薬の
100％生産子会社として設立されました。
「試薬事業」を基幹として、長年の同事業で培った技術を
生かした特殊原料薬品分野の「化成品事業」、体外
診断薬分野の「臨床検査薬事業」の三本柱を核に、研究者・
医療関係者や産業界に幅広く貢献しています。
　富士フイルム和光純薬グループの中核企業として、お客様
から信頼関係を大切にするとともに、次の科学のチカラと
なる新製品・新技術にも挑戦しつづけ、地元に根ざした
技術研鑽企業を目指していきます。
　そして、「和光ブランドを支える"ものづくり"」を合言葉に、
宮崎から世界に向けて新たな可能性を発信していきます。

企業情報

試薬・化成品の製造、技術研究職種 宮崎市清武町木原3558番地所在地

①月給191,200円　②201,300円給与

8：30 ～ 17：15(休憩60分)勤務時間

週休２日制（休日：土、日曜日、祝日、年末年始、夏季休暇等）
（平成30年 年間休日数122日）

休日

昇給(年1回)／賞与(年2回)／定期健康診断／交通費支給／
有給休暇／慶弔休暇／産前産後休暇／介護休暇／社会保険完備

待遇

0985-85-6761電話

1986年10月設立

100名（男性82名・女性18名）従業員数

http://www.wc.wako-chem.co.jpHP

ffwk-saiyou.wc@fujifilm.comE-mail

本社 総務課　小倉　英晃担当者

VOICE
弊社では、試薬、化成品、臨床検査薬用
原料、医薬品の生産を行っており広範囲
にわたって製品を提供しております。
その中でも、私が担当している業務は、
分析・研究用の高純度無機試薬、医薬品
や半導体ウエハー用原料の製造です。
化学薬品の特性を理解し、いかに規定
数値内で製造するかがキーですが、ここ
が難しくもやりがいのあるところです。
宮大OBも数多く在籍しており、上司や
先輩と気さくに意見や情報の交換ができ
るところも魅力の一つです。
ぜひ、学生時代に培った知識や経験を弊社で
最大限に活用してみてはどうでしょうか。

「小さい頃から好きだった理科が
 仕事に活かせる会社です」 VOICE 「上司や先輩と気さくに

 意見交換できるのが魅力」
S.Dさん
（工学研究科物質環境化学科／
 平成21年卒業）

Y.Hさん（製造部 製造2課 主任）
（農学部応用生物科／平成19年卒業）

大学では天然物からの抽出～成分分析を
メインにしており、IRを始めHPLCやGC-MS等の
装置で定性・定量を行っていました。会社では
品質管理課に属しており、主に試薬・化成品の
試験をしています。大学で扱っていたことも
あり、分析の楽しさ、装置を扱う面白さをその
まま仕事に出来たように思いますが、仕事は
分析だけでなく、思わぬ試験結果になった際、
試験の再現性・妥当性の確認や製造工程の
確認、そして不合格のものが市場にでないように
することが「品質管理」の仕事だと思います。
初めて使う装置や分析条件の構築も面白い
ですが、製造部との協力体制で製造工程が
より良くなることに一番のやりがいを感じ
ます。

0985-55-6008FAX

7,000万円資本金
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株式会社 ブンリ

電気・電子系機械系

一般機械製造業

VOICE

究極の「分離技術」で
地球環境保全に貢献。
「濾過・切粉処理システム」の
トップメーカー。

ブンリ、すなわち「分離」。
当社は、産業界に必須の切削・研磨ラインにおいて、
クーラント（切削液）の中からスラッジや切粉を
分離・除去する「濾過・切粉処理システム」の開発で、
他の追随を許さない実績と幅広い守備範囲を
誇る研究開発メーカーです。
近 年 では 、あらゆる装 置 の 研 究・開 発を、
フィルターレス（フィルターのエレメント交換不要）を
ベースに推進するなど、地球環境保全をテーマとする
事業展開を加速させています。

企業情報

①開発設計部　②営業部職種 宮崎県都城市高城町穂満坊708所在地

本社工場の一角にある「のぞみ館」は、
社員全員が利用できる福利厚生施設。
バレーボールやバスケットボール、卓球
など、さまざまなスポーツを楽しめます。
春には花見、夏には暑気払い、そして
忘年会と、社内イベントも充実。また、
入賞者には金一封が贈られる改善
提案制度など、社員の前向きな意欲を
引き出す仕組みも整っております。

毎年多数の新製品を
世に送り出しています。 VOICE 前向きな意欲を引き出す社風で

やる気もアップします。
N.Kさん
（機械システム工学科／平成９年卒業）

S.Wさん
（機械システム工学科／平成９年卒業）

広大な敷地に整然と並ぶ２棟の生産
工場。まるでアメリカの巨大メーカーを
思わせるスケールの大きな本社工場の
一角に、ブンリの全製品を生み出す開
発部門があります。超精密濾過装置や
環境対応型切粉処理装置等々、開発
案件は新規・改良を含めて年間数件～
数十件。案件ごとに設計や生産のス
タッフを含めたプロジェクトを組み、全
員のスキルと知恵を束ねて新製品を生
み出しています。そんなやりがいのある
会社です。

175,000円給与

7：50～17：15勤務時間

土、日、祝日（月に1回土曜出勤）休日

待遇

0986-58-5901電話

1960年5月設立

１４４名(男性116名・女性28名）従業員数

http://www.bunri.comHP

todaka@bunri.comE-mail

戸高　洋行担当者

昇給年1回／賞与年2～3回／
退職金制度有り／時間外手当／住宅手当　ほか

0986-58-3333FAX

6,000万円資本金

土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

色々なことにチャレンジできる環境
Fさん（工学部 機械設計システム工学科／平成28年度卒業）

入社1年目です。
大学のプログラミングの授業がきっかけでIT業界に進むことを決意しました。
インターンシップに参加し社内の雰囲気と業務に触れることができたことは会社を選択する
上で重要な要素でした。
当社は自社で商品を企画・製造するため入社1年目でも色々なことにチャレンジすることができ
ます。社内にはそれぞれの専門知識を持った人がいるので困ったときには問題解決も早い
です。部署間のコミュニケーションも密に取っているので社内の雰囲気も良く、仕事をし易い
ことが特徴です。
先日新人研修の一環でお客様を訪問しました。当社のシステムがお客様の実務の中で動いて
いる様子を見て、自分達の手掛けたシステムに誇りと責任を感じ、ますます精進していきたい
です。
興味を持ってくださったら、是非会社見学に来てください。

情報通信業

企業情報

システムエンジニア、プログラマー

月給180,000円～（能力・経験により優遇）

職種

給与

9:00～17:30勤務時間

完全週休2日制(土日)、祝日、年末年始休暇、夏季休暇、他休日

賞与(年2回)／交通費支給／マイカー通勤可・定期健康診断／
有給休暇／慶弔休暇／産前産後休暇／育児休暇／介護休暇／
リフレッシュ出退勤制度／自己啓発助成制度／
各種社会保険完備／労災上乗せ補償

待遇

宮崎市江平西2-3-48 宮崎KHビル5F所在地

0985-89-2351電話 0985-89-2352FAX

平成11年12月設立 10,000万円資本金

65名（男性50名・女性15名）従業員数

https://www.perte.co.jp/HP

recruit@perte.co.jp E-mail

石塚　博子担当者

あなたのやりたいこと
探せます！
当社は、保険業界に特化したパッケージソフトウェア
を自社で企画・製造・販売し、その後の保守まで行っ
ています。この分野でのシェアは国内トップクラスで
す。本社は東京にあり、2012年8月に宮崎市に技術
拠点「ペルテ フェニックスセンター・オブ・エクセレ
ンス(PCoE)」を設立しました。このPCoEは単なる
技術拠点ではなく、ペルテの技術開発を推進して
いく中核となる組織です。自社でパッケージの企画
から保守を行っているので、お客様の生の声を
聞き、それをシステムに反映させ、より良いシステム
づくりを目指しています。自らのアイディアを出し、
それを実現する達成感ややりがいを感じることが
できます。
また、大学等研究機関とAIの共同研究開発も進めて
います。コンピュータが好き、モノづくりが好き、AI
に興味があるという方であれば、学科、専攻は問い
ません。

VOICE

株式会社 ペルテ
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株式会社 ホンダロック

機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

自動車部品の開発・製造業

VOICE

価値あるもの・
喜ばれるものを創出する。
存在を期待される企業

創業者である本田宗一郎氏が宮崎に「世界に通用
するキーロックメーカーを育て、宮崎に近代工業を
根付かせ地域の発展に貢献する」という意志を持っ
て昭和37年に設立されました。創業から56年、
本田宗一郎氏の想いを引き継ぎ、今では国内6
拠点・海外7ヶ国13拠点で開発から生産・販売を
機能的に結びつけ、グローバルな企業活動を展開
しております。お客様の期待に応えられるよう、
この業界のリーディングカンパニーを目指し、従業
員一人一人がより挑戦的・行動的・創造的・独創的
に、活躍しております。インターンシップや企業
見学など積極的に行っていますので、ぜひ私たち
の仕事を見学しに来て下さい。いつでも歓迎致
します。

企業情報

技術職(開発エンジニア・生産技術・金型・ITエンジニア)

基本給 大卒:187,100円、院卒:196,300円

職種

給与

8:00～17:05（休憩65分）勤務時間

年間122日（弊社カレンダーによる完全週休2日制。連休あり（GW、夏季、年末年始）休日

昇給(年1回)／賞与(年2回)／有給休暇(半日有休あり)／結婚休暇／
出産休暇／産前産後休暇、育児・介護休職／育児・介護短時間勤務／
定期健康診断／社員食堂完備(食事代補助あり)／企業年金制度／
グループ保険／クラブ活動有／労働組合有

待遇

宮崎県宮崎市佐土原町下那珂3700番地所在地

0985-73-1211電話

1962年年4月設立

0985-73-7176FAX

21億5,043万円資本金

990名（男性824名・女性166名）従業員数

https://www.hondalock.co.jp/HP

erika_tajima@hondalock.jpE-mail

人事部　押川・田島担当者

私は『世に無い新しい価値を創出する』
をモットーに開発業務にあたっている
部門に在籍しています。「具現化する志・
専門領域の探求・自己研磨」を念頭に、
日々開発業務を推進しておりますが、
その中で色々な経験をさせて頂いている
と感じています。それと同時に困難な
場面にも数多く遭遇しますが、頼りに
なる上司や先輩方に温かく見守って
頂ける環境で、切磋琢磨しながらも楽
しんで開発業務に取り組んでいます。

学びを活かせて成長できる VOICE 明るい職場で未来ある技術開発
K.Tさん
（情報システム工学科／平成27年卒業）

T.Kさん
（物質工学科<現 環境応用化学科>／
 平成14年卒業）

私が所属している製品開発部電装
B Lでは、自動車の電装系部品の
開発を行っています。電装系の製品
のほとんどはソフトウェアが組み込
まれているため、大学で学んだプログ
ラミングの知識を活かすことができて
います。客先からの要求を分析し、
設計、コーディング、テストの順に
V字モデルでの開発を行い、最終的
に実車上で期待通りの動作をした時
は達成感を感じます。

丸栄宮崎株式会社

機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

製造業

VOICE

宮崎から世界へ挑戦。
一緒にチャレンジャーになりましょう！

企業情報

①現場作業スタッフ　②設計開発スタッフ 

大学卒：185,000円～ 大学院卒：190,000円～

職種

給与

7:55～17:00（休憩65分有）※時間外勤務有勤務時間

週休二日制､その他会社カレンダーによる※年間休日：121日休日

昇給（年1回）／賞与（年2回）／定期健康診断／交通費支給／
食事手当／有給休暇／慶弔休暇／産前産後休暇／育児休暇／
介護休暇／社会保険完備

待遇

宮崎県宮崎市佐土原町東上那珂１７８７０－１７所在地

０９８５-３０-5215電話

1993年7月設立

247名（男性197名・女性50名）従業員数

http://www.marueimiyazaki.jpHP

marumiya3900@marueimiyazaki.jpE-mail

企画課 根井担当者

私共の会社は、自動車のエンジン・
モーターなどに使われる精密金属部品を
製造している会社です。会社の中には、
設備を操作して製品を成型加工する仕事
内容の人もいれば、製品の品質を管理
したり、生産工程の設計・開発を行ったり、
設備の修理・メンテナンスを行ったりなど、
様々な部門の人が協力して、製品実現に
取り組んでいます。１つの会社の中にも、
様々な仕事がありますので、就職先を
検討される際には、学生時代に培ったも
のだけに固執しすぎず、幅広い分野に目を
向けてチャレンジしていただけると良いか
と思います。

宮崎にマザー工場を持つ会社 VOICE 自動車用の金属部品を
製造する会社ですY.Sさん

（機械システム工学専攻／
 平成27年度修了）

H.Yさん
（電気電子工学科／平成11年卒業）

私が所属する技術部では、新規設備の
立ち上げや、生産性の向上や作業性の
改善等を行ったりしています。また、
より低価格で高品質な製品を目指して
機械メーカーとの協力で設備開発を
行っています。現在、人の目で行っている
製品の検査を、カメラを使って画像にて
検査するという新しい取り組みのメイン
メンバーとして携わっています。分から
ないことがあっても、先輩方や上司が
丁寧にご指導下さるので、自分の成長に
繋げることができます。

当社は、「冷間鍛造」という金型成型による加工と
「切削加工」という工法を駆使して自動車用部品を
製造し、国内外の大手自動車機能部品メーカーに
提供している会社です。また、当社の製品に特化
した自動装置やシステム開発を、社員が時には斬新な
アイディアで一から考え、開発から改良まで進めて
います。現在、国内は宮崎と愛知に、国外はアメリカ、
メキシコ、ベトナムの3カ所に拠点があり、宮崎から
多くの社員が 海外で活躍しています。今後も事業の
展開によってはさらなるグループ会社の設立も目指
していきます。当社は、皆さん一人ひとりにチャンスが
ある会社です。私達と一緒に丸栄製品を世界の市場へ
と送り出しましょう！

０９８５-７４-3830FAX

3,000万円資本金
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MANGO株式会社

土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

インターネット広告オペレーション事業

VOICE

国内外企業の
デジタルマーケティング活動を
宮崎から支援します

MANGO株式会社は、インターネット広告事業を中心に
展開し企業のデジタルマーケティングを支援する「株式
会社セプテーニ」のグループ企業として、2009年に
宮崎に設立されました。Y a h o o !・G o o g l e・
Facebook・Twitterなどをパートナーに、インター
ネット広告の管理・運用・広告提案等のコンサルティング
業務、出稿管理・広告データ集計等のオペレーション
業務を行っています。
「チームワーク・責任感・挑戦・笑顔」をコア・バリュー
（私たちが働く上で大切にしたい価値観）として掲げ、
「宮崎から世界へ“てげすげぇ”笑顔を届ける」という
ミッションの実現を目指しています。
インターネットの魅力は「空間を越えられること」。
MANGOには、宮崎にいながら日本全国や世界を相手に
働ける環境があります。日々変化し続ける市場とともに
成長し、地域に新しい価値を提供していきましょう。
企業情報

インターネット広告運用コンサルタント及びオペレーター職種 宮崎市広島2-5-16 興亜宮崎ビル6F所在地

会社のコア・バリューと私が大切にしている
価値観が同じだったことが、MANGOに
興味を持ったきっかけです。その後の
オフィス見学で出会った先輩が、みんな優しく
フレンドリーで、自分と同じ価値観の会社で、
素敵な先輩たちと一緒に働きたい！と思う
ようになり、入社を決めました。農学部を
卒業した私にとって、広告は未知の世界で、
大きな挑戦でしたが、新しい分野の知識を
身につけることはとても面白く、毎日充実
しています。また、宮崎にいながら首都圏と
繋がる仕事ができることも刺激的で、
学びの原動力になっています。

変化を楽しみ、
仲間と共に成長する VOICE 未知の分野へ挑戦する

チャンス！
K.Nさん
（工学部電子物理工学科／2017年卒業）

M.Kさん
（農学部応用生物科学科／2018年卒業）

FacebookやTwi t te rなどのSNSに
掲載される広告の運用を担当しています。
SNS広告は、利用者の動きや世間の
トレンドに影響を受け、非常に速い
スピードで進化していきます。そんな
SNS広告の面白さを、日々体感して
います。「黙々と作業する仕事」という
印象を持たれがちですが、オフィスは
メンバー同士の会話でとても賑やかで
す。毎日飛び交う新しい情報を共有
したり話し合ったりと、コミュニケーションは
欠かせません。業界の進化と一緒に
働くメンバーが、成長とモチベーションに
繋がっています。

170,000円～　給与

9:00～18:00勤務時間

完全週休2日制（土曜・日曜）祝祭日、年末年始※年間休日125日休日

昇給(年2回)／賞与(年2回)／定期健康診断／交通費支給／
有給休暇／慶弔休暇／産前産後休暇／育児休暇／介護休暇／
生活応援手当

待遇

0985-35-6166電話

2009年10月設立

80名（男性19名・女性61名）※正社員39名（男性18名・女性21名）従業員数

http://www.10005.co.jp/HP

mango_hr@10005.co.jpE-mail

増田担当者

0985-20-2123FAX

3,000万円資本金

ミクロエース株式会社

機械系 電気・電子系 物理系化学系

金属表面処理業

「宮崎から世界へ」
ものづくり技術を
開発・提案する企業集団です
当社はめっきを中心とした金属表面処理の会社で、
業界屈指の技術力を持った開発・提案型の会社です。
業種としては航空機部品、最新のスマートフォンに
搭載される電子部品、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っ
ています。お客様のお困りごと、要望を調査し、当社の
技術を持って対応します。また、研究開発、品質管理、
環境と調和という三つの技術を企業理念に据え、
豊富な経験と蓄積された技術を活かし、確かな製品、
そして高い信頼性と地球環境とひとにやさしい製品
作りに最先端の表面処理技術で社会に貢献する企業を
目指しています。

企業情報

金属表面処理業職種 宮崎市花ヶ島町京出1411-1所在地

月給 ２００,０００円～給与

７．５時間勤務時間

隔週土曜日・日曜日休日

昇給(年1回)／賞与(年2回)／定期健康診断／交通費支給／
有給休暇／慶弔休暇／育児休暇／介護休暇

待遇

0985-25-4696電話

1952年11月設立

90名（男性58名・女性32名）従業員数

http://www.micro-ace.co.jp/HP

y-yanag@micro-ace.co.jpE-mail

柳　洋介担当者

身近にある電気製品等の
小型化・高性能化を実現するために必須の技術
M.Kさん（物質環境化学科／2013年卒業）

ミクロエースは金属に表面処理（めっき）を行う仕事をしています。
スマートフォンの高性能電子部品や自動車、大型自動２輪といった機械部品に
表面処理を行うことで、部品の耐食性を向上させたり、新しい機能性を付与したり
する技術です。
最終製品ではない為、表面処理が取り上げられる機会は少ないですが、製品の
小型化・高性能化の実現の為に大きく貢献している技術である為やりがいを
持って仕事をしています。
今後も新しい技術革新を目指して日々開発に取り組んでいます。

VOICE

0985-25-4331FAX

5,000万円資本金
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電気・電子系 物理系 情報系機械系

世界中の『長さの基準』に係わる、誇りある仕事です
K.Yさん（材料物理工学科／2007年卒業）

長さの基準であるゲージブロックや校正機器の商品設計を担当しております。ミツ
トヨ宮崎工場での仕事は長さ、そして世界中の工業製品の設計・製造の根幹に
係わる仕事であり、非常に誇りを感じております。普段は製図・設計や製品問合せ
等を対応しております。特に新商品開発は設計した商品が世界中で使用されると
思うとやりがいを感じます。また、プライベートでは会社の宿泊費補助を利用して、
良く旅行に出かけます。他にも様々な福利厚生があり、それらを利用して充実した
生活を過ごしております。

精密測定機器の製造・販売

企業情報

精密測定機器の製造・販売

大学卒 2１２,５００円、修士了 2３５,００0円※201８年度初任給実績

職種

給与

本社 8：30～17：30、工場 8：00～16：45勤務時間

完全週休２日制（土、日、祝）、年間休日125日休日

昇給年1回／賞与年2回／
社会保険（雇用・健康・労災・厚生年金）／有給休暇初年度10日

待遇

神奈川県川崎市高津区坂戸1-20-1所在地

044-813-8203電話 044-813-8210FAX

1934年10月設立 39,100万円資本金

2,833名（男性2,265名・女性568名）従業員数

http://www.mitutoyo.co.jp/recruit/HP

recruit@mitutoyo.co.jpE-mail

廣瀬　由明担当者

つくれるかどうかは、
はかれるかどうかです。

1937年に日本で初めてマイクロメータの国産化
に成功以来、80年以上に渡りマイクロメータ、ノギ
ス、画像測定機、三次元測定機等、マイクロメート
ルからナノメートル単位の長さを測る精密測定機
の総合メーカーとして活動を展開。保有製品数
5,500種類以上。現在、世界31ヵ国の拠点と80
数ヵ国の代理店ネットワークを持つグローバル
カンパニーとして成長を続けています。
長さを測らないと、自動車も半導体も携帯電話も、
何ひとつ作ることができません。「長さ測定」は
「マザーテクノロジー」とも呼ばれ、あらゆるモノ
づくりに不可欠な技術です。ミツトヨはこれからも
精密測定で世界の産業を支えていきます。

VOICE

株式会社 ミツトヨ三桜電気工業株式会社

電気・電子系土木系

建設業（電気設備）

VOICE

ライフラインである
「電気」を守る会社です

当社は、創業72年の電気設備工事会社です。
主に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、官公庁等の建物の電気設備工事、
一般家庭のオール電化・光インターネット（ＢＢＩＱ）
工事、畜産糞尿処理等の浄化処理施設の建設や
バイオマスプラント等の環境事業など、九州を一円と
した様々な事業を展開しております。
特に送電工事に関する技術力や施工実績は九州でも
トップクラスの実績を誇っており、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おります。
また、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のサポート、
その後も仕事に必要な資格の取得支援等を行って
おります。それぞれの分野でプロを目指す向上心の
ある方のご応募をお待ちしております！

企業情報

送電部門現場管理者【幹部候補】職種 宮崎市大字小松字下川原1158番地の11所在地

私は送電部門の技術員として現場管理
に従事しています。
現場管理は簡単に説明すると安全・
品質・工程を管理することです。
現場管理には多くの知識や経験が必要
となり、毎日が勉強の日々ですが
暮らしに必要な電気を守る仕事に携わって
いるという誇りとやりがいがあります。
電気・土木に興味がある方は、三桜電気
工業で働いてみませんか？
勉強や就職活動と大変だとは思いますが、
後悔のないよう頑張って下さい

「縁の下の力持ち」として、
社員を支える仕事です。 VOICE 暮らしに必要な

電気を守る仕事に
誇りを持ってます。

S.Mさん
（機械システム工学科／平成24年卒業）

K.Sさん
（電気システム工学科／平成29年卒業）

私は人事総務部に在籍しており、社内
行事の企画運営、労務・服務管理、就業
規則等の社内規定に関する業務を中心に
行っており、社員が心地よく働ける環境
づくりを目標に日々邁進しております。
我々の業務は、表に出ることは少ない
ですが、生活するうえで欠かすことの
出来ない電気を供給する為、九州一円の
現場で頑張っている当社員を支える仕事
に誇りを持っています。「やりがい」を見い
だせる職場と出会えるよう、就活に取り
組んでください。

月給 183,000円＋諸手当給与

8：00～17:00（休憩60分）※時間外勤務有勤務時間

社内カレンダーによる（年間休日105日）休日

昇給(年1回)／賞与(年2回、7月・12月 ※別途業績賞与有、3月)
有給・慶弔・長期休暇／介護・育児休暇(男性取得実績有)／
社会保険／社員食堂・寮完備／各種資格取得支援／
永年勤続表彰制度／退職金制度

待遇

0985-47-4077電話

昭和21年1月設立

292名（男性270名・女性22名）従業員数

https://misakura.co/HP

soumu@misakura.co.jpE-mail

人事総務部　興梠瑞希担当者

0985-47-2764FAX

6,000万円資本金
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土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

宮崎から「食べる喜び」をお届けしています!
S.Nさん（物質環境化学科／平成２５年度卒業）

南日本ハムグループは、「食」を通して様々なことにチャレンジ、成長できる会社です。
多くの宮崎大学OB・OGが活躍し、日 「々食べる喜び」を〝かたち″にしています。
私は入社時から、排水処理やISO14001など会社の環境管理業務に携わり、
現在はＣＳＲの一環である食育・広報活動の担当者として、地域の方々を対象に
「食」から環境について考える授業などを行っています。これからも仕事にやりがいを
感じ、誇りを持って社会に貢献していきたいと思います。

食品製造販売業

企業情報

職種 宮崎県日向市財光寺１１９３

0982-54-4186電話

１９６０年９月設立

582名（男性333名・女性249名）従業員数

http://www.minami-nipponham.co.jp/HP

soumujinji2.mnh@nipponham.co.jpE-mail

福谷　喜広担当者

所在地

～私たちは、人と環境に
やさしい企業を目指しています～

南日本ハム(株)本社工場は、1960(昭和35)年の
創業。以来、約57年以上に渡って、自然の豊かさと
歴史・文化の恩恵を受けながら発展してきました。
現在では、ハム・ソーセージ、規格肉、調味料、惣菜等の
製造など多くの分野で事業活動を行っており、ナショナル
ブランド以外にも地元九州の特性を活かした
オリジナル商品を数多く展開しています。
また、わたしたちは日向の一員として、この歴史と
自然を未来に伝えてゆくために、今日の地球環境
問題の深刻さを十分認識し、畜肉製品の加工及び
卸し業等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ゆくことに誠意を
以って取り組んでいます。人と環境にやさしい企業を
目指し、国際環境基準 ＩＳＯ14001を取得し、企業
活動を行っています。　

機械系 物理系

VOICE

南日本ハム株式会社

①工場部門（食品の製造、工程管理、商品開発、品質管理等）
②間接部門（設備管理、環境保全、総務人事、経理等）
大学卒 月給 181,400円、大学院卒 月給 191,100円給与

8：00～17：00勤務時間

日曜日、その他、年間休日表による、年間休日１１５日休日

昇給（年１回）／賞与（年２回）／各種社会保険／
財形貯蓄／従業員持株／退職金／慶弔見舞金／保養所等 

待遇

0982-54-4187FAX

３億６千万円資本金

電気・電子系機械系

輸送機器製造業

私達の製品は全世界で
必要とされています

弊社の製品は全世界で使用されています。
その搭載率は世界で３０％、国内では８０％を誇って
おり、また今後の生産台数は自動運転化により増
加の一途をたどっています。これに伴い生産設備の
高精度化と高速化、製品の高品質化が求められて
います。これらの設備設計・製作に興味のある方、
品質管理（データ解析など）に興味のある方を求めて
います。
あらゆる分野での革新に挑戦し多くの経験をさせ
人を育てる。
弊社はそんな会社です。

企業情報

①生産技術，②品質保証・検査職種 国富町大字木脇4188所在地

基本給（大卒）190,000円～ （院卒）197,000円～給与

8：40～17：20（休憩45分）勤務時間

週休２日制 年間休日：121日休日

昇給年1回／賞与（5.0ヶ月 18年実績）／有給休暇／
産前産後休暇／育児休暇

待遇

0985-75-1236電話

1991年4月設立

417名（男性343名・女性74名）従業員数

http://www.miyazaki-asmo.jp/HP

tomohide-kokudo@m-asmo.co.jpE-mail

國土担当者

VOICE 達成感を感じる仕事です　 VOICE 創造力を形にできるところです

Ｈ．Ｉさん
（機械設計システム工学科／
 平成16年度卒業）

Ｍ．Ａさん
（総務部）

私はパワーウィンドモータの生産技術を
担当しております。
業務では製品設計の段階から関わり、
工程設計や不具合の改善、製品を送り
出すまでの旗振りを行います。製品設計
から出荷までには約1年かかり、苦労
もありますが、製品が無事出荷された
時には達成感を感じることができます。
製品を一から完成まで手掛けることが
できるので、ものづくりに興味がある方
にとっては、やりがいのある仕事だと思
います。興味がある方は私と一緒に
宮崎アスモを盛り上げていきましょう。

0985-75-1226FAX

15,000万円資本金

弊社の全自動生産設備は小型であり
ながら高速で高精度の製品を生産
することがでる国内でもトップレベルの
設備です。
生産設備は設計者のアイデアひとつで
いくつもの姿となって表現されます。
生産設備に興味のある方、弊社で創造力を
形にする仕事をしませんか。
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土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

仕事への意識・充実感を感じさせてくれます！！
M.Iさん（材料物理工学科 大学院進学／平成29年3月修了）

私は日々お客様に都市ガスを「安心・安全」にお届けすることを一番に業務に勤し
んでいます。入社して日は浅いですが、お客様にガスをお届けすることに社歴は全
く関係ありません。だからこそ、仕事へのやりがいや充実感、事故が起こらない為
の保安意識は比にならないものがあります。
また業務やボランティア等、様々なアクションを通して地域とのつながりも強く感
じることができるのも良き社風だと思います。
今後も地域とのつながりも深めながら、「安心・安全」にガスの提供をし、宮崎の
発展に貢献できるよう努めていきたいです。

ガス業

企業情報

総合職

大学院卒201,600円、大学卒192,600円

職種

給与

8：20～17：00（休憩1時間あり）※時間外勤務有勤務時間

完全週休2日、祝日、年末年始休暇、盆休※年間休日126日休日

昇給(年1回)／賞与(年2回)／保養所利用補助制度／
永年勤続表彰制度／通勤手当／住宅手当／
青焔クラブ活動／社会保険完備

待遇

宮崎市阿波岐原町野間311番地1所在地

0985-39-3911電話 0985-39-4040FAX

昭和5年7月設立 18,000万円資本金

153名（男性121名・女性32名）従業員数

http://www.miyazakigas.co.jp/HP

jinji@miyazakigas.co.jpE-mail

総務課　長友担当者

お客様に選ばれる会社であるために
私たちは挑戦しつづけます
当社は県内唯一の都市ガス事業者として、宮崎・延
岡・都城の3地区で都市ガスを供給しています。環境
にやさしいクリーンエネルギーである都市ガスの供
給を通じて宮崎の発展に貢献します。
また、都市ガスは日常生活の中だけではなく、業務
用・ガス空調・燃料電池など多様な利用法があり、い
わばこれからの未来を創り出す力があります。
ガス事業以外でも自治体と連携してメガソーラー事
業、森林づくり事業の参画など地域経済・環境への
貢献にも積極的に取り組んでいます。最近ではス
ポーツイベントや音楽イベントを主催し、これらを通
じた地域の活性化をはかっています。
当社は『社員が主役の会社』を人材育成の指針とし、
自ら挑戦し成長する社員をしっかりサポートします。
安心して働ける社風だからこそ仕事に打ち込めま
す。ともに成長したいあなたを待っています！

VOICE

宮崎ガス株式会社

土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

「メリハリ」のある会社です!!
Y.Tさん（機械システム工学科／2012年度卒業）

　私は現在、カメラの品質を維持・管理する業務に従事しています。宮崎キヤノンを一
言で表現すると、「メリハリ」のある会社です。業務時間内はきっちり濃密に業務を行い
ます。もちろん会社全体としてしっかりとした勤務管理を行なっており、福利厚生等も
充実しています。しかし、一旦業務から離れると、他部署の従業員とともにバスケ等の
部活に取り組んだり、同期と食事に行ったり、和気あいあいとしています。
　今後就職を考えている学生は是非様々な経験を積むと同時に、なるべく多くの資
格取得に挑戦してください。様々な経験と資格により、物事への見解が多角化さま
す。就職のためだけではなく、今後の人生を歩むための貯金として自身の引出しを多く
持ってください。皆様のご応募をお待ちしております。

製造業

企業情報

製品組立、機械加工、施設保全、事務

193,100円

職種

給与

8：00～17：00 交代勤務、サマータイム有勤務時間

年間124日（夏季、年末年始）※完全週休2日制（土日）休日

社会保険完備／昇給（年1回）／賞与（年2回）／
年次慰労休暇／住宅手当（条件有）／社内食堂／社内売店／
退職金制度／慶弔見舞金／表彰制度

待遇

宮崎県児湯郡木城町大字高城4308-1所在地

0983-32-2233電話 0983-32-3149FAX

1980年4月設立 8,000万円資本金

1,081名（男性534名・女性547名）従業員数

http://miyazaki.canon/index.htmlHP

saiyo-ml@miyazaki.canonE-mail

石田　成美担当者

「良い製品と感動を
宮崎から世界へ」 
それが宮崎キヤノンです。

VOICE

宮崎キヤノン株式会社

　宮崎キヤノンは、1980年に宮崎県の誘致
企業として木城町で操業を開始しました。当社
は、キヤノンのフィルムカメラの生産からス
タートし、1993年からはインクジェットプリン
ター、更に2001年からはデジタルカメラの生
産と、市場の変化に対応すべく生産体制を変
化させてきました。現在は、デジタル一眼レフ
カメラの「ＥＯＳ」シリーズを生産しております。今日、産業構造が日々変動する中、信頼される品質と最小コストで
のものづくりを目指す為に、「品質改善活動」「生産革新活動」「自動化」など様々な活動を展開しております。
同時に以下3項目に重点を置き、自社社員から愛される会社づくりに取り組んでいます。
■働き方改革の実施（ノ－残業デ－を設定し実施率９５％以上とする）
■女性雇用率５０％以上を目指す
■女性管理職の育成
工場見学や、インターンシップ等も随時受け付けております。お気軽にご連絡ください。
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宮崎ケーブルテレビ株式会社

土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

放送・通信業

VOICE

地域のニーズにこたえ、
地域に選ばれ、地域と共に歩む会社

企業情報

総合職

月給　大学卒 192,500円～ 大学院卒 198,500円～

職種

給与

9：00～18：00を基本としたシフト制（実働8時間）勤務時間

週休2日制（シフト制） 年間休日120日（2018年実績）休日

昇給（年1回）／賞与（年2回）／
諸手当（通勤手当・住宅手当・家族手当ほか）／
退職金制度（勤続1年以上）／宿泊施設利用補助／
パワーアップ休暇／リフレッシュ休暇

待遇

宮崎市祇園2丁目119番地所在地

0985-32-8585電話 0985-32-8590FAX

1989年7月設立 12億6,500万円資本金

101名（男性60名・女性41名）従業員数

http://miyazaki-catv.ne.jpHP

mcn-saiyo@miyazaki-catv.ne.jpE-mail

稲葉・畠山担当者

街中に張ってある光ファイバーから会社
に集約してある放送・通信機器まで、すべ
ての設備の設計、施工、保守を技術部で
担当しています。幅広い知識が必要です
が、とても面白い仕事です。
仕事は経験であるとはよく言ったもので、
毎日何かができるようになります。自分の
成長に気付くその時々にやりがいを感じ、
今成長していると実感するほどやる気に
繋がります。
今は、新4K・8K放送開始を目前に控え、
日々勉強の積み重ねです。

宮崎×テレビ×情報通信×
サーフィン＝MCN VOICE 自分の成長を肌で

感じることができる
M.Iさん
（電気電子工学科／2001年卒業
 工学研究科／2003年修了）

K.Nさん
（電子物理工学科／2016年卒業
 工学専攻エネルギー系コース／2018年修了）

大学の研究でデータ解析システム開発の
プログラム作成を行う中で、徐々に情報
工学に興味を持つようになりました。生まれ
育った宮崎での就職を考えたとき、大好きな
テレビと大学で興味をもった情報通信を
兼ね備えた会社、そして地元宮崎に密着
している会社が「宮崎ケーブルテレビ」で
した。宮崎に就職したことで、大学時代に
出会ったサーフィンを今でも続けています。
入社後は、資格取得にも挑戦し、現在は
電気通信主任技術者を選任されています。

MCN宮崎ケーブルテレビは、2018年9月に開局
22周年を迎えました。多チャンネルサービス・
インターネット・固定電話・モバイルへと事業を拡大し、
現在は宮崎市・国富町・綾町・西都市・高鍋町で
これらのサービスを提供しています。2015年春から
宮崎市内のFTTH（家庭向け光ファイバー）化を進めて
おり、中継基地のサブセンターと各家庭を直接
光ファイバーで結び、大容量の高速通信が可能に
なりました。
当社は地域にとって欠かせない情報・通信インフラを
担う存在です。「ケーブルテレビだからこそできる」
サービスを通じて、地域の皆さまのお役にたつ総合
メディアを目指します。

株式会社 宮崎銀行

土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

金融機関

VOICE

新しい『人財』の集団を目指して、
チャレンジングな銀行でありたい！！

『地域との共存共栄』
これは、私達が八十余年にわたり大切にしてきた
経営理念です。地元の成長なくして宮崎銀行の成長
はありません。だからこそ地域経済の心臓として
働く誇りと責任を胸に、誰よりも、ふるさとの明日を
真剣に考える存在でありたいと考えています。また、
『従業員の健康』を経営資源の一つとして位置づけ、
健康増進のための体制を整えています。その結果、
『健康経営優良法人2019（ホワイト500）』に認定
されました。
堅いと思われがちな銀行ですが、実は自由で柔軟な
発想が必要です。若い皆さんの「個性」を宮崎・鹿児島
の未来創造に活かしてみませんか。

企業情報

総合職、特定職

総合職（大卒・大卒院） 月給205,000円
特定職（大卒・大学院卒） 月給182,000円

職種

給与

8：30～17：30勤務時間

完全週休２日制・年次有給休暇他休日

正行員待遇

宮崎市橘通東4-3-5所在地

0985-32-8208電話 0985-26-0631FAX

昭和7年7月設立 146億9,718万円資本金

1,436名（男性830名・女性606名）従業員数

http://www.miyagin.co.jp/HP

jinji@miyagin.co.jpE-mail

黒木・長友担当者

大学時代を地元で過ごす中で、宮崎の
良さに改めて気づき、宮崎で就職すること
を決めました。
そこで多くの地元の人に恩返しすることが
出来る企業である宮崎銀行を選びました。
銀行業務の魅力は自分の仕事がお客さま
のためになったという実感がダイレクトに
あるというところです。
また、お客さまからの「ありがとう」が、何
よりのモチベーションです。自分のミスで
お客さまにご迷惑を掛けてしまったとき、
落ち込むこともありますが「報・連・相」を
大切に、何事も素直な姿勢でチャレンジ
することができます。

成長出来る環境が
ここにある！！

VOICE ”想い”がダイレクトに
届く会社です

S.Tさん
（情報システム学科／2014年卒業）

K・Nさん
（教育文化学部 学校教育課程／
 2016年卒業）

就職活動の際には純粋に「地域に貢献
したい」と考えていました。入行して実感し
たことは地元宮崎からでも、世界規模の
会社・事業に関わることが出来るという
ことです。
またそのような業務に携わることが、自己
研鑽のきっかけにもなっています。
M&Aや、企業の海外進出時に必要な法務
関連の通信講座を受講し、知識を深めて
います。
自分自身の成長によって、お客さまの経営
課題が一つでも解決出来ればと考えて
います。
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株式会社 宮崎産業開発

土木系

総合建設コンサルタント

地元宮崎の社会資本整備に
貢献する豊かな人材を育成します

当社は、1980年4月10日に創立以来、社会に信頼
される技術者集団を目指し、顧客の満足と信頼を
得ることを目標に、日々精進して参りました。
地域に根ざしたコンサルタント企業として、「迅速」
かつ「きめ細やかな」対応で、顧客のパートナーとし
て社会インフラ整備をサポートし、人々が安心して
暮らせる強いまちづくりに努めています。技術者は
資格取得に積極的に挑戦し、自己啓発や自己研鑽
に努めています。
また、｢会社づくりはひとづくりから｣の理念の元、
社員一人一人の意見を大事にし、働きやすい環境
作りに努めています。
社会貢献として、定期的に道路･河川の清掃ボラン
ティアに社員全員で取り組んでいます。

企業情報

測量･設計技術者職種 宮崎市大橋3丁目225番地所在地

183,000円（別途各手当支給）給与

8：20～17：20（休憩60分有）勤務時間

完全週休2日制、年末年始、夏季休暇休日

昇給(年1回)／賞与(年2回)／各種社会保険／通勤手当／
資格手当／住宅手当／家族手当／役職手当／時間外労働手当

待遇

0985-27-7103 電話

昭和55年４月10日設立

34名（男性29名・女性5名）従業員数

http://miyakai.co.jp/home/HP

info@miyakai.co.jp E-mail

総務 福留庸也担当者

共に宮崎へ貢献しましょう！
J.Hさん（土木環境工学科／平成10年卒業）

橋梁をはじめとした公共構造物の新設設計や、既に使用されている橋梁の点検，
調査，診断，補修補強設計などの業務に携わっています。
我々建設コンサルタントの仕事は、高い専門性を求められる仕事であり、地域の
方々の生活を支える社会資本を整備するという重要な役目をもつ職業だと思いま
す。公共事業の上流位置にある企画，計画，設計に関わることができること、業務
ごとに課題が異なること、仕事を通じて様々な場所やものに触れることができるこ
と、なにより設計したものが形となり人々の生活に役立つことに【使命感】や【やり
がい】を感じます。共に地元に貢献できる「積極性」や「向上心」のある方と一緒に
仕事ができることを心よりお待ちしております。

VOICE

0985-20-3887FAX

1,168万円資本金

宮崎酸素株式会社

化学系

高圧ガスの製造販売

ガスを通じて、
産業・医療・環境保全に
貢献しています
社会の基盤を支える鉄鋼や機械金属、半導体を
はじめとする電子部品、様々な化学製品、食品等は
酸素や窒素、アルゴンガス等の高圧ガスがその製造
工程において大きな役割を果しています。
当社はこれらの産業界に向けて長年に亘りガスの
製造販売を通じて貢献しています。また、産業界に
とどまらず医療の分野で酸素ガスは勿論、炭酸ガスや
ヘリウムガス等が医療技術の進歩に果たす役割は
広がっています。この医療ビジネスにも長年携わって
おり、医療機関向けのみならず、在宅医療まで担って
います。
今後も社会の発展とともに高圧ガスはより高度の
品質、サービスが求められます。この社会の要請に
応えていくべく、意欲に富んだ皆様を持っています。

企業情報

総合職職種 宮崎市祇園2丁目140番地1所在地

190,000円給与

8：00～17：00勤務時間

週休二日制（月1回土曜出勤あり）休日

昇給（年1回）／賞与（年2回）／社会保険完備待遇

0985-27-2161 電話

昭和34年4月設立

58名（男性44名・女性14名）従業員数

http://www.m-sanso.jpHP

info@m-sanso.jp E-mail

杉元担当者

丁寧な指導で不安なく働けます
S.Tさん（材料物理工学科／平成26年卒業）

弊社では、医療・産業の分野に欠かせない「高圧ガス」を取り扱っています。
入社後は工場で研修を行い、専門知識や技術を身につけることができ、その後能
力にあった部署に配属されます。各部署にも経験豊富な先輩社員が多数在籍して
おり、手厚い指導の下、業務に取り組むことができます。
自分が関わった製品が幅広い業界で扱われているので、やりがいを持って働ける
職場です。

VOICE

0985-27-2164FAX

1,000万円資本金
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土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

宮崎通信について
S．Eさん（環境ロボティクス学科／2015年卒業）

宮崎通信に入るまでは自分に興味があることにしか目を向けていました。しかし、
残念ながら社会にでると自分がしたいことだけではすみません。宮崎通信に入る
と、サポート業務で人とのコミュニケーションをとったり、システム開発したりと
自分が目を向けてきたものとは違うものに触れてきて自分の中の世界が広がっ
たと思います。また、様々な業務をこなす必要がありますが、完全ではありません
が週休2日制で自分の時間もあり、無理なく働くことができます。

情報通信業

企業情報

①ユーザーサポート及び営業　②SE/PG

150,000円～250,000円

職種

給与

平日09：00～18：00（休憩60分）勤務時間

土、日、祝、年末年始休日

定期健康診断／交通費支給(上限有り)有休休暇／
慶弔休暇／社会保険完備

待遇

宮崎県丸山1丁目176番地所在地

0985-23-1155電話 0985-23-1191FAX

1995年12月設立 1,000万円資本金

25名（男性19名・女性6名）従業員数

https://www.mtnet.co.jp/HP

jinji@mtnet.co.jpE-mail

橋倉担当者

宮崎の人財と共に働き、共に支えあい、
成長していく企業です。

私たちは、ソフトウェア開発、ネットワーク構成・設計・工事、OA
機器販売・設計・廃棄、ユーザーサポート業務までの幅広いITに
関する事業を行う、ITの総合商社です。
平成7年に横浜で開業してから、早20年。元々は開発会社でした
が、ユーザーのネットワーク設計へのコンサル等を経て地域貢献
の為に、ユーザーサポートを行ってきました。
私たちが扱う主な商品は、形のあるものではありません。いつも
お客様の側にいて、お客様の疑問や要望に速やかにお応えする
そうした細やかな｢サービス｣こそが、私たちの｢主力商品｣です。
お客様からの「ありがとう」の一言の為に私たちは、より良い
サービスを追求しています。
弊社の社名｢宮崎通信｣は、宮崎県の｢宮崎｣です。
私たちは、宮崎の心優しき人財(あえて｢材｣ではなく<宝>)を
求め、社員一丸となって、お客様の業務の運営をお手伝いをさせ
て頂きたいと考えております。今後とも、株式会社宮崎通信を
宜しくお願い致します。

機械系 物理系

VOICE

機械系 物理系化学系

前例のない技術・製品を「宮崎から世界へ」
A.Nさん(代表取締役社長)

宮崎日機装は2017年3月に新設し、まずは世界シェア90%以上のCFRP製航空
機用部品工場として、2019年から本格稼動いたします。世界に2社しか製造でき
ない液化天然ガス用ポンプや国内シェアトップの人工腎臓装置など「前例のない」
製品・技術を手掛ける日機装グループ。その最大・最重要製造拠点を目指して
いきます。新たな市場を生み出し、オンリーワン・ナンバーワンの製品を「宮崎から
世界へ」。大きな夢と熱い情熱をもって、私たちと一緒に若い宮崎日機装の歴史を
創りあげていきましょう。

精密機械器具製造業

企業情報

①生産技術　②製造･検査　③品質・生産管理 など

基本給:大卒 186,200円、院卒193,800円

職種

給与

8:30～17:10勤務時間

年間123日（土日祝祭日、夏季休暇、年末年始休暇、その他会社指定休日） 休日

給与改定：年1回(4月)／賞与：年2回(6月、12月)／
保険：健保・厚生・雇用・労災／
福利厚生：退職金制度、従業員持株会、社員食堂、
工場内空調設備、財形貯蓄、クラブ活動 など

待遇

宮崎県宮崎市高岡町高浜1495番地63 所在地

0985-82-5600電話 0985-82-5678FAX

2017年3月設立 1億円資本金

138名（男性104名・女性34名）従業員数

https://www.miyazaki-nikkiso.co.jp/HP

miyazaki-saiyo@nikkiso.co.jpE-mail

総務部　松岡担当者

オンリーワン・ナンバーワンの技術を、
宮崎から世界に発信します！

日機装グループは、工業用特殊ポンプ、高精度精密機器、
航空機用部品、人工透析関連機器、深紫外線LED等の
事業を独創的な技術でグローバルに展開し、いのちと
環境の分野で社会貢献しています。
宮崎日機装では、航空機用部品や工業用特殊ポンプ
などの製造を行います。航空機用部品「カスケード」は、
炭素繊維強化プラスチック（CFRP）を使用し世界シェア
90%超を占め、LNG、LPG等の低温液化ガスを移送
する「クライオジェニックポンプ」は、世界シェアの
約50%を占めています。

電気・電子系 情報系

VOICE

宮崎日機装株式会社
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株式会社 明光社

電気・電子系

建設業

人と環境の快適な調和を
目指す会社です

弊社は平成29年に創立70周年を迎えた
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
重ねて参りました。
今日の社会環境の変化はスピードを増し、
お客様のニーズは益々高度化、多様化して
います。その様な社会環境の中で「100年
経っても変わらない信頼と技術力」を目標に、
より確かな品質と高い技術力が提供できる
会社として社員一同技術研磨に務めて
います。
私たちと一緒に、より良い街づくりをして
みませんか？

企業情報

電気技術者職種 宮崎市江平中町7番地10所在地

175,000円～給与

8：00～17：00　時間外勤務有勤務時間

週休2日、年末年始休暇・夏季休暇、指定休日（年2回）、地方祭休日

昇給（年１回）／賞与（年2回）／資格手当／有給休暇／
社会保険

待遇

0985-23-6261電話

昭和22年8月設立

194名（男性182名・女性12名）従業員数

http://www.meikousha.co.jp/HP

e-taguchi@meikousha.co.jpE-mail

田口　栄二担当者

母校の「地域デザイン棟」新築電気工事を担当
Ａさん（電気電子工学科／平成27年3月卒業）

私は明光社に入社して今年で4年目になります。
1年目は、親会社の研修施設「九電工アカデミー」で6ヶ月間、電気技術者として
の基礎や資格取得の研修を受けました。最初の頃は、先輩に1から10まで教わる
毎日でしたが、今では徐々に現場を任せてもらえ、「地域デザイン棟」建設工事の
電気担当として従事することができました。今でも勉強の毎日ですが、電気設備の
技術者として宮崎に貢献できるよう、これからも頑張っていきたいと思います。

VOICE

0985-29-5236FAX

2,100万円資本金

土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

採石業

VOICE

社員が安心して誇りをもって
働ける会社を築いていきます

本社を国富町に置き宮崎市田野町・日向市・日南
市北郷町に砕石工場を保有しております。
　「我々は建設用骨材を通じて地域社会に奉仕
する」を社是に掲げ、社会資本の整備に欠かすこと
のできない材料である道路用砕石、コンクリート用
砕石、鉄道用道床バラスト等の砕石及び砕砂の製造
販売を行っております。
　県内シェアナンバーワンの砕石業者として安定
供給を使命として事業を営んでおります。
また、企業は人が原点、人命尊重さらには社員の家
族の幸せのために安全を最優先として取り組んで
おります。

　会社で必要な資格は入社後に資格取得してもら
います。どの学科・専攻の方でも学んでこられたこ
とを発揮していただく場面が必ずあります。

企業情報

総合職

180,130円～

職種

給与

本社 8：00～17：00（休憩60分）、工場 7：30～16：30（休憩60分）勤務時間

当社カレンダーによる週休２日制（年間105日）休日

昇給年１回／賞与年２回／社会保険完備／退職金制度有待遇

宮崎県東諸県郡国富町大字木脇3952番地3所在地

0985-24-3551電話 0985-24-3929FAX

昭和３7年5月設立 ６，０００万円資本金

５８名（男性４８名・女性１０名）従業員数

http://yanosangyou.co.jp/HP

rockyano@chive.ocn.ne.jpE-mail

日髙栄利・川越由香理担当者

入社して丸９年間、経理課に所属し、グループ会社
を含め合計７社の会計・財務・決算業務等に携わっ
ています。仕事内容は、日々の取引の伝票起票や会
社全体の資産管理など、一見地味な印象を受ける
かもしれませんが、会社を陰で支える役割に誇りと
やりがいを持って取り組む毎日です。また、課のメン
バー３人で連携・協力しながら仕事ができているこ
とは大変心強く、何か心配事があるときは、お互い
にカバーし合う環境も作られていて、働きやすい職
場といえるでしょう。近年は新卒者採用を積極的に
実施しており、10代～20代の社員が増えてきたの
で、職場の雰囲気も一層明るく活気が出てきまし
た。新卒・中途入社を問わず、先輩社員が仕事内容
から接遇マナーに至るまで懇切丁寧に指導してく
れるので、安心して会社生活を送ることができます。

地域に密着した仕事 VOICE チームで助け合いながら
仕事をしています

Ｔ.Ｙさん
（生物資源利用学科／平成７年卒業）

Ｈ.Ｋさん
（教育学部小学校教員養成課程／
 平成7年卒業）

弊社では、インフラ整備に欠かせない
骨材の生産・販売・運搬まで行ってお
ります。道路やコンクリートなど目に見
えない形で縁の下を支えています。工
場では、大型重機を使用し１日４，０００
ｔ以上の製品を生産しています。製品
は、大型ダンプや船舶を使い県内一円
の工事現場・プラント等に出荷してい
ます。
生産した骨材でできた道路や建物・公
園など長い時間使われる事が多いの
で、出かけた先で発見する事も楽しみ
になります。
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化学系

大好きな宮崎の風土が育むしょうゆ・味噌製造に携われます
S.Kさん（物質環境化学科／平成23年卒業　工学研究科物質環境化学専攻／平成25年修了）
しょうゆ・味噌は、日本の食文化に欠かせない調味料です。私はしょうゆの品質管理を担当してお
ります。
しょうゆは麹菌や乳酸菌、酵母などの微生物の働きや、製造地域の気候等によって、味や香り、色
づき等が異なってきます。そのような中で微生物の働きを上手くコントロールして、消費者の皆様
に安心安全でおいしいしょうゆをお届けできるように日々、分析業務等の仕事を行っています。
ヤマエ食品工業におけるしょうゆ製造の歴史は長く、先輩方が培ってきた技術や知見は数多くあ
りますが、先輩方が丁寧で、わかりやすい指導をして下さるので、日々、成長することができます。
また、地元の友人等に自分が少しでも携わった商品を手に取ってもらい、おいしい！と食べてもらえ
ることも大きな魅力の1つだと思います。
これからも、長く愛される商品を作り続けて後の世代にも受け継がれる技術を残していけるよう
に、会社の発展に貢献していきたいと思います。

味噌醤油製造業

企業情報

技術職

月給 179,190円～

職種

給与

8:00～16:45（休憩65分）時間外勤務有勤務時間

週休制（日・祝）、その他※年間休日113日休日

昇給（年1回）／賞与（年2回）／慶弔休暇／社会保険完備待遇

宮崎県都城市西町3646所在地

0986-22-4611電話 0986-22-4658FAX

昭和25年12月設立 17,400万円資本金

126名（男性63名・女性63名）従業員数

http://www.yamae-foods.net/HP

soomu@yamae-foods.co.jpE-mail

西村　栄一担当者

創業明治4年、
味ひとすじ140余年の会社です
当社は、明治4年、水と自然に恵まれた銘醸の地、宮
崎県都城市に醤油、味噌の醸造業を創業しました。味
ひとすじ140余年、消費者の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され
た原料を豊富な経験と優秀な技術陣、最新鋭の機械
により、徹底した品質管理と研究開発のもとで一流
商品づくりに努めて参りました。消費者の皆様方のご
愛好により、現在では九州屈指のメーカーに成長さ
せていただいております。
創業者、江夏岩吉翁の「工夫を重ねて、よい品づくり
お客様の満足　我が喜び」の教えをスローガンに皆
様の温かいご支援のもと、平成23年に創業140年
を迎えることができました。平成21年には、お客様へ
より安 全 な 商 品 を お 届 け す ることを 目 的 に
「ISO22000」食品安全マネジメントシステムを認証
取得致しました。私たちは、安心、安全で環境に配慮
した南九州という地域にこだわった地域密着型の商
品を提供し続けたいと存じます。

VOICE

ヤマエ食品工業株式会社

電気・電子系機械系

ものづくりのやりがい・達成感が味わえます
Ｙ.Ｍさん（設計部）
宮崎県で、設計業務がある企業は数えるほど。その中で当社は、規模も大きく、
設計と製作現場が近くにあるのが魅力でした。近いと出来上がった製品をすぐに
確認でき、組立や調整などがスムーズ。自分の技術にも反映し、やりがいのある
仕事ができそうだと直感しました。機械設計は、お客様の要望を満足させる製品を
作る為の基礎。どう動き、それにはどんなパーツが必要かを考えなくてはいけません。
経験や技術があっても、分野が違うと最初から勉強し直すこともありますが、設計部の
メンバーは「わからないのが当たり前」でフォローしてくれるので、遠慮なく相談が
できて助かっています。学生の皆さんも知識や経験はほとんどなく入社後の不安は
あると思いますが、意欲があれば、いくらでもそこから伸びていけます。伸ばす土壌も
ある会社だと実感しています。私もスキルを磨き、お客様と直接やり取りして大きな
成果をあげたいですね。

製造業

企業情報

機械設計・機械加工・組立・電気配線

0986-53-2220電話

昭和55年3月設立

90名（男性92名・女性8名）従業員数

http://yamatokouki.jpHP

soumu@yamatokouki.jpE-mail

税所担当者

職種 都城市高城町穂満坊1002-2所在地

お客様の気持ちを大切に、
真心を込めて品質の確かなものを
お届けする
1980年の創業以来、産業機械・生産設備の製造
およびメンテナンスを主に手がけております。2005年、
都城市高城町の工業団地内に本社工場を新設。
浮遊微粒子濃度の極めて小さい洗浄度クラス
10000のクリーンルーム（防塵室）４棟を設けると
ともに、内部に県内最大級（20ｔ）のホイストクレーン
計16基を設置し、精密装置の組立てを行っています。
機械加工機としては業界最高水準の門型５面
加工機の他、最新の設備と長年培った切削加工
技術を活かしながら、地域に必要とされるオンリー
ワンの機械製造メーカーを目指しております。宮崎
大学に、太陽光集光装置を製造して納めているメーカー
です。

機械系 物理系

VOICE

大和工機株式会社

基本給175,000円～ ※別途手当てが付きます給与

8：00～17：00(休憩60分) 時間外労働有勤務時間

日曜、祝日(年間休日105日)休日

昇給(年1回)／賞与(年2回)／定期健康診断／交通費支給／
有給休暇／慶弔休暇／産前･産後･育児休暇／社会保険完備／
資格取得会社全額負担

待遇

0986-58-3885FAX

1,000万円資本金



84 85

土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

電気機械器具製造業

VOICE

つながり、広がる
宮崎から世界へ

当社は1984年に半導体組立企業として創業し
ました。
創業以来、0Q1 TO BE THE BESTをスローガン
に業界№１を目指しています。
現在では、半導体のテストハウスとしてお客様の
多様なニーズに対応、先端分野であるＬＥＤ照明関連
のモジュール組立や特殊素子の組み立て、電気製品
や自動車に使われる基板実装などの分野へも進出
しており、国内外の大手企業との取引を行っており
ます。

企業情報

技術職

大学卒 188,500円、大学院卒 198,500円

職種

給与

8：30～17：00勤務時間

週休2日制(土、日、祭日)、年間121日休日

昇給(年1回)／賞与(年2回)／交通費支給／
有給休暇他各種休暇制度／社会保険完備

待遇

宮崎県児湯郡新富町大字上富田4637-1所在地

0983-33-4488電話 0983-33-4481FAX

1984年7月設立 10,000万円資本金

324名（男性248名・女性76名）従業員数

http://www.yrsc.co.jp/HP

nagatomo.takashi@yrsc.co.jpE-mail

総務人事課　長友・加藤担当者

私はテスト事業に興味を持ち入社しまし
た。職場は宮大出身の社員が多く、コ
ミュニケーションが取り易いこともあり
直ぐに馴染むことが出来ました。また、
入社後の研修が充実しており、入社1
年目から実業務へ積極的に携わらせて
もらえました。更に、先輩社員のサポート
も厚いので、挑戦できる機会が多くあ
り、自身のスキルアップに繋がっていま
す。入社３年目の現在、テストエンジニ
アとして責任とやりがいをもって日々邁
進しています。

自分に今必要なものは。 VOICE 会社と個人、互いの熱意が
伝わります。

M.Hさん
（電気電子工学研究科／2015年卒業）

Y.Nさん
（電子物理工学科／2016年卒業）

半導体について研究をしていた為、半
導体関係の仕事を希望し入社しまし
た。
入社後は研究とは異なる内容も多々あ
り、苦労することもありましたが、先輩
社員及び職場関係には恵まれて、のび
のびといろんなことに挑戦させてもら
い、いろんな経験をすることが出来まし
た。また経験をしていく中でエンジニア
として自分の強みと弱みを知ることが
でき、次のステップに進むために、何が
必要なのか日々感じられる会社です。

株式会社 吉川アールエフセミコン

機械系 物理系化学系

表面処理技術で「ものづくり」をしています
Y.Kさん（宮崎大学院 工学研究科 物質工学専攻／2000年修了）

表面処理は製品の表面に金属薄膜を形成する技術です。
私は開発技術課で表面処理の工程確立、品質改善等を行っています。処理する
製品は日用品や半導体部品等まで幅広く、製品の材質、表面処理の種類も様々
で、工程の検討は大変ですが、お客様の悩みを表面処理技術で解決できるやり
がいのある仕事です。
社員の資格取得、講習会の参加も推奨しており本人のやる気を大切にしてくれる
会社です。
自然豊かな延岡で『世界一頼りがいのあるめっき屋を目指す』を合言葉の下、一緒
に成長し働きませんか。

製造業

企業情報

研究開発及び技術開発

月給 165,000円～190,000円

職種

給与

8:00～17:00勤務時間

年間休日113日（日・土・祝）※会社カレンダーによる休日

昇給(年1回)／賞与(年2回)／定期健診／社会保険完備／
慶弔･メモリアル休暇／

待遇

宮崎県延岡市大武町３９番地２４所在地

0982-33-1251電話 0982-33-2244FAX

昭和29年4月設立 7,200万円資本金

97名（男性68名・女性29名）従業員数

http://www.yoshitama.co.jp/HP

yst-info@yoshitama.co.jpE-mail

総務課　甲斐広光担当者

『世界一頼りがいのある
めっき屋を目指す』
表面処理会社です！

研究開発分野、技術開発分野に特に力を入れたい
為、化学分野を得意とし、夢をもって将来の表面
処理（めっき）を発展させる若い力を求めています！
私たちの会社で活躍する方をお待ちしています。
「めっき」がなければ、その機能を発揮できないもの
が数多くあります。表面からは見えませんが、現代
社会を支える重要な役割を担っています。
インターンシップや講師派遣事業、企業実習・見学
などの受入れを積極的に行っています。随時受け
付けておりますので是非ともお気軽にご連絡くだ
さい。

電気・電子系

VOICE

吉玉精鍍株式会社
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龍南建設株式会社

土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

建設業

VOICE

人と自然との共生を図りながら、
未来への架け橋を創造する企業

当社は、宮崎県内の官公庁関係の土木工事を中心に
活動する会社です。仕事を通じて、社会のインフラの
整備を行い、地域の発展や安全安心に貢献して
います。
また、自然環境維持や生態系保護のためのボラン
ティア活動にも積極的に参加しています。
会社全体の雰囲気は、非常に明るく、チーム一丸と
なって物事に取り組む姿勢が皆に浸透しています。
また、社員一人一人に仕事の責任感を与えるとと
もに、細やかなフォローも先輩社員が随時行います。
皆さん、是非、宮崎を舞台に良いモノづくりに励
み、龍南建設と共に成長していきましょう。

企業情報

土木技術者職種 宮崎市大字本郷南方1857番地3所在地

私は龍南建設に入社して3年になります。1
年目は工事現場に従事し、今年開通した
東九州自動車道（北郷～日南）の工事に
携わっていました。2年目からは、積算業
務に取り組んでいます。
建設業のイメージとして女性には難しい
仕事だと思われているかもしれません。
しかし、当社には2名の女性技術者が
在籍しており、工事現場や現場事務所でも
女性が過ごしやすいような工夫をして
います。
女性が安心して働けるような職場環境です。

私たちと共に、龍南建設を
盛り上げていきましょう！ VOICE 私たちと共に、龍南建設を

盛り上げていきましょう！
T.Sさん
（土木環境工学科／平成9年度卒業）

M.Nさん
（環境応用化学科／平成28年卒業）

当社は、道路、橋梁、法面、河川、海岸、
砂防、舗装、上下水道など、多くの種類の
工事現場が毎年稼働しています。
どの工事現場も、施工場所によって
条件等が異なるため、土木工事は一つ
として同じものは発生しません。
しかし、それが楽しみであり、仕事の
やりがいにも繋がります。
龍南建設は、早くから様々なことに挑戦
させてくれます。
また、多くの経験豊富な先輩技術者が
共に考え、解決へと導いてくれます。
私たちと一緒に龍南建設を盛り上げて
いきましょう。

月給 190,000円～給与

8:00～17:00（休憩90分）時間外労働有勤務時間

年間カレンダー 夏季、年末年始休日

昇給（年1回）／賞与（年1回）／決算賞与（年1回）／
社会保険完備／有給／慶弔、育児・介護休暇 等

待遇

0985-56-7300電話

昭和29年6月設立

48名（男性40名・女性8名）従業員数

http://www.ryunan-kensetsu.jp/HP

yanagita@ryunankensetsu.co.jpE-mail

栁田 将宏（宮崎大学平成22年度卒業）担当者

0985-56-7381FAX

2,000万円資本金

吉原建設株式会社

機械系土木系

建設業

南九州NO.1の
実績を誇る総合建設業

南九州（宮崎・鹿児島・熊本）トップの売上げ
（2017年）の総合建設業として６４年の歴史を
紡いできた私たち。 
これからも生活の基礎となる環境をつくり、
地域のランドマークをつくっていくことが
私たちの使命だと考えてます。人々が喜ぶ
ことに楽しさを感じる会社でありたい・・
そう思っております。
着実に成長を続ける当社の中枢であなたも
成長できるチャンスです！！

企業情報

建築・土木施工管理職種 宮崎県都城市中原町32街区1号所在地

大卒：200,000円（基本給） 院卒：210,000円（基本給）給与

8：00～17：00（休憩60分）※時間外勤務有勤務時間

年間休日108日、土日祝日、週休２日制（会社カレンダーによる）休日

昇給（年1回）賞与（年2回）
※会社実績による 各種手当有

待遇

0986-25-7000電話

1954年7月設立

240名(男性220名・女性20名）従業員数

http://www.yoshihara-c.co.jp/HP

01@yoshihara-c.co.jpE-mail

総務部 永野担当者

VOICE

私は大学時代、環境ロボティクス学科に
在籍しており、入社時、建築に関しての知
識はまったくのゼロという状態でした。ゼ
ロからのスタートというのは不安も様々あ
りました。ただ建築の仕事を一つ一つ体
感していく中で、人の手で創るということ
の難しさ、大変さを感じ、ある意味そういっ
た部分が建築の仕事の魅力でもあるのか
なと感じています。ゼロからのスタートとい
うのは結局どんな仕事でも一緒だと思い
ます。ぜひみなさんも少しでも興味を持っ
た事に積極的にチャレンジしてみてくださ
い。（吉原建設野球部でも大活躍！）

「自分自身が成長」
できる会社です

VOICE ゼロからのスタートへの
チャレンジ

R.Tさん
（工学部土木環境工学科／
 平成24年修了）

S.Sさん
（工学部環境ロボティクス学科／
 平成28年修了）

私は大学時代、コミュニケーションをとることが
苦手でした。多少の不安を抱えながら入社しまし
たが、入社してからは会社の雰囲気の良さと社
員の方々の誠実さに驚きました。現在、現場で
の仕事が主になっていますが、仕事は自分一人
で出来るものではありません。上司、先輩、作業員
の方々と普段からコミュニケーションをとり、
話しやすい環境をつくる。
そして自分の意見を少しずつでも伝える事で良い工
事に繋がります。工事が円滑に進んでいるの
が目に見えてわかったときに初めて自分自身の
成長に気づきます。
入社から5年がたち、担当してきた現場は「東
九州自動車道」や「都城志布志道路」がありま
す。宮崎県の工事に携わることで、宮崎の特色
を直に感じることができる会社です。

0986-25-7006FAX

10,000万円資本金



　この度は、「２０１９年版みやざき就勝ガイド」を発行するにあたり企業の皆様方
には私達（井上会長、齋藤副会長、原事務局長）の訪問に際しまして、ご多忙中にも
関わらず懇切丁寧な対応を頂きましたこと厚く御礼申し上げます。
　訪問しまして宮崎県内には魅力ある仕事やすばらしい特徴ある製品等を作って
いる素晴らしい企業が、数多くあることがわかりました。具体的には、
　１）専門的な分野に特化して業績を伸ばしている企業
　２）その会社にしかない技術や製品で活躍している企業
　３）将来性があり明確な方向性をもって挑戦している企業等があります
　一方、人材の面からみますと企業の認知度が低い為人材確保に大変苦労されて
いることもよくわかりました。
　新聞報道（宮崎労働局調査）によると、県内の大学・短大・高専の２０１８年３月
卒業見込みのうち内定が決まったのは約１９００人。このうち、約４４％しか県内に
内定していない現状です。
　そこで企業と学生の就活活動のマッチングを円滑に進め県内企業の認知度を
高める必要があります。学生からみた着眼点は次の通りです。
　・何をしている会社なのか
　・自分のやりたい仕事（職種）ができる会社か
　・安定している会社か
　・働きがいのある会社か
　・福利厚生の良い会社か
　・給与の良い会社か
　訪問した企業に学生に求める資質・能力等についてお聞きしたところ大別する
と次の通りになりました。
　・コミュニケーション力（論理的思考・伝える力）
　・チャレンジ力（バイタリティ・変革力）
　・チームワーク力（チーム志向）
　・リーダーシップ力（周囲を巻き込む力）
　・語学力
　学生の皆さんには、この「２０１９年版みやざき就勝ガイド」をぜひ有用に活用
して頂きたいと思います。この情報誌が企業と学生の良い出会いになればと祈願
しています。
　同窓会としましては、企業と学生の架け橋として今後とも活動を展開していき
ますのでどうぞよろしくお願いします。

宮崎大学工学部同窓会

副会長　齋藤　幸雄

あとがき

88


