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　コロナ禍の中、２０２１年版「みやざき就勝ガイド」を発行するにあたりご掲載の企業の皆様に
はご理解とご協力を頂きましたこと感謝申し上げます。
　「みやざき就勝ガイド」の主旨を十分ご理解いただき有効に活用いただくため、主な同窓会
活動について一言述べさせていただきます。
　毎月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協議しながら下記の
重点活動を積極的に推進しています。
　（１）教育活動への支援
　（２）学生の福利厚生への支援
　（３）就職活動への支援
　（４）卒業後の連絡網の充実や同窓会の開催
　この中で同窓会として最も力を入れているのが「就職活動への支援」です。
　２０２１年版「みやざき就勝ガイド」を作成するにあたり教員学生からの要望、企業からの要
望等を取り入れた質の高い情報掲載内容にしています。学生の就職を決める際に重要視する
内容についてのアンケート結果は、次の通りです。
　・安定している会社か
　・将来性のある会社か
　・自分のやりたい仕事ができる会社か
　・給料の良い会社か
　・休日・休暇が多い会社か
企業が新卒人材に求める資質・能力については、大別すると次の通りです。
　・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

　この情報誌は、全国どこにもない「宮崎大学工学部同窓会が監修発行した宮崎県内企業
紹介情報誌」です。この情報誌は、対象学生の皆さんにとって大変充実した内容になっていま
すので、ぜひ有効に活用していただきますようお願いいたします。
　又、諸事情で止む無く宮崎に戻る卒業生にとっても有効に活用できる情報誌になっていま
す。その際は、「卒業生支援室」にぜひご連絡ください。
　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。
この情報誌は、毎年内容を改善精査して継続発行いたしますので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

はじめに
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化学系 土木系 機械系 物理系電気・電子系 情報系
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㈱デンソー宮崎
東郷メディキット㈱
㈱東洋環境分析センター
富岡建設㈱
外山木材㈱
南国興産㈱
㈱ニチワ
日本情報クリエイト㈱
パーソルワークスデザイン㈱
PIテクノ㈱
BTV㈱
日之出酸素㈱
㈱ひむか流通ネットワーク
フェニックスコンサルタント㈱
富士フイルムワコーケミカル㈱
㈱ブンリ
㈱ペルテ
㈱ホンダロック
前田道路㈱
松本建設㈱
丸栄宮崎㈱
MANGO㈱
ミクロエース㈱
三桜電気工業㈱
㈱ミツトヨ
南九州向洋電機㈱
南日本ハム㈱
宮崎ガス㈱
宮崎キヤノン㈱
㈱宮崎銀行
宮崎ケーブルテレビ㈱
㈱宮崎産業開発
㈱宮崎通信
宮崎電子機器㈱
宮崎日機装㈱（日機装グループ）
宮崎富士通コンポーネント㈱
㈱宮崎放送
矢野産業㈱
ヤマエ食品工業㈱
大和開発㈱
吉川工業アールエフセミコン㈱
吉玉精鍍㈱
　原建設㈱
ラピスセミコンダクタ宮崎㈱
龍南建設㈱



先輩からのメッセージ

企業情報

MESSAGE

生産用機械器具製造業（生コン工場向け環境機械）

人事担当者からのメッセージ
前向きな行動の失敗は糧であって損失や過失とは判断せず、
努力を正当に認め、任せて育てる社風があります。

■当社の求める人物像
仕事に情熱とスピード感をもって主体的に
取組み、周囲から信頼を得、組織人として
高い成果を追求できる人。

土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

赤江機械工業株式会社
郷土・宮崎から優れた
環境機械を全国へ展開

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、特に公害防止機器・
排水処理機に力を入れております。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。

①営業職 ②現場管理職 ③システムエンジニア ④設計・技術職職種

基本給）175,000円+諸手当（大学卒）
185,000円+諸手当（大学院修士修了）

※諸手当…時間外手当、通勤手当、他

給与

8：00～17：30（休憩時間90分）勤務時間

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

休日

東諸県郡綾町大字入野4897-1
0985-77-3000
1970年4月

67名（男性：61名／女性：6名）
Kyy01266@nifty.com

待遇

所在地

電話

設立 5,000万円資本金

従業員数

E-mail

（総務経理部長）宮永 雄次担当者

http://akaekikai.com/HP

こちらも
チェック!

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／退職金制度／各種資格取得支援

自分のライフスタイルに合った
仕事を探して

業務が多岐にわたるため、一つの
場所に満足せずいろいろ挑戦でき
る会社で、自分の成長を感じられ
る喜びがあります。学校での勉強
も大事ですが、そこから飛び出し
て社会情勢にも目を向けてみてく
ださい。何のために仕事をするの
か？自分のライフスタイルに仕事を合わせることも選択肢の一つかもしれ
ません。会社を選ぶときには「聞く」だけでなく「見る」。ぜひ実際に訪れて
みて雰囲気を感じてください。お待ちしています。

S・Aさん（機械システム工学科／2014年卒業
工学研究科機械システム工学専攻／2016年修了）

アットホームな
会社です!

先輩からのメッセージ

企業情報

MESSAGE

人材サービス業（人材派遣・人材紹介）

■当社の求める人物像
・自分らしく働きたい方
・学生時代の経験を活かしたい方等
お気軽にご相談ください。

人事担当者からのメッセージ
旭化成グループが培ってきたノウハウで、スタッフのみなさんが
安心して就業できる職場をご紹介しています。

土木系 機械系 電気・電子系 情報系化学系

「働く」ことへの
安心感があります！
K・Kさん（物質環境化学科／2007年卒業）

仕事をしやすい
環境が整って

います♪

旭化成アミダス株式会社 人材ソリューション事業部 延岡支店

地元・宮崎で実現できる
“あなたの未来につながる
 働き方”        
弊社は、旭化成㈱100％出資の総合人材サービ
ス会社です。宮崎県内では、約450名の派遣ス
タッフにご活躍いただいております。働き方は
様々で、社員化を目指して製造現場で働く方、子
育てとの両立をしながら短時間で働く方、経験を
活かしてブランクから社会復帰された方など、ラ
イフスタイルに合わせて、働き方をお選びいただ
けます。
旭化成グループのお仕事を中心に事務・製造・研
究開発・ITエンジニア・CADオペレーターなど幅
広い職種をご用意し、ご希望やキャリアにマッチし
たお仕事をご紹介します。就業中は、担当営業が
派遣先へ定期的に訪問しサポートいたします。ま
た、多彩なe-ラーニング講座をご用意しています。

①事務職 ②システムエンジニア ③プログラマー
④設計・技術職 ⑤製造職 ⑥研究開発職 ⑦検査・検品職

職種

派遣先・就業先によって異なりますので
詳細はホームページ内「お仕事検索」ページを
ご覧ください。

給与
勤務時間

通勤交通費（当社規定による）／健康保険／厚生年金／
雇用保険／労災保険／有給休暇／慶弔見舞金／
産休・育休／旭化成アミダスクラブオフ   
   

休日

延岡市旭町2丁目1番地3
0120-213-477
1987年1月
2,471名（男性：419名／女性：2,052名）
※派遣スタッフ数（9/28時点）

amidas-haken-nobeoka@om.asahi-kasei.co.jp
待遇

所在地

電話

設立 8,000万円資本金

従業員数

E-mail

浅沼・甲斐担当者

https://www.amidas.co.jpHP

こちらも
チェック!

私は現在、旭化成グループの研究開発部門で測定・分
析業務を行っています。旭化成アミダス派遣社員として
お仕事を開始し13年になりますが、アミダス担当者が
常日頃から親身になって相談に乗ってもらえるので「働
く」ことへの安心感があります。
出産の際も産休にはどうやって入ったらいいのか、また
産後の復帰についても相談することができ、とても心
強かったです。
仕事を通して様々なことにチャレンジでき、成長できる
会社です！

04 05



先輩からのメッセージ

企業情報

MESSAGE

プラスチック製品製造業（工業用プラスチック製品）

■当社の求める人物像
・自分の考えを自分の言葉で表現できる方！
・多少の失敗ではへこたれず、
 チャレンジのできる方！

人事担当者からのメッセージ
「人財」こそが会社の宝、「人が主役」の会社です。
会社の財産は人。ぜひ、私たちの仲間になりませんか？

土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

「挑戦」と「成長」ができる会社です

私は、ダイマトリックスという製品
開発をしています。３DCADを用い
た製品の設計から、製品としての
信頼性試験まで、様々な業務を
行っています。難しい課題に挑戦で
き、仕事を通じて自身の成長を感じ
ることができます。旭有機材は、専
攻分野が違っても、様々な業務に
携わることができ、自身の幅を大きく広げられるのが魅力です。
1度当社の説明会等に足を運び、雰囲気を感じてみてください！

J・Mさん
（環境ロボティクス学科／
 2019年卒業）

自分の成長に
つながる
環境です

旭有機材株式会社
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
1945年3月、日窒化学工業（現在の旭化成）の
子会社として航空機用強化木を製造する日窒航
材工業を延岡に設立。1956年に世界で初めて
樹脂製バルブの製造を開始しました。

「樹脂製バルブ」を軸とした管材システム事業で
す。錆びない・酸やアルカリに強い・軽いという強
みで、化学工場や水族館などの社会インフラを支
えています。

ナンバーワン事業が３つ！

1

創業以来のフェノール樹脂を軸とした樹脂事業で
す。自動車のエンジン製造に必要な「鋳造用樹脂」
も国内トップクラスのシェアを誇ります。
2

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、羽田空港の
水処理も手掛けています。
3

①総合職 ②営業職 ③現場管理職 ④設計・技術職
⑤研究開発職

職種

給与

8：00～17：00（休憩60分）※時間外有り ※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 ほか

延岡市中の瀬町2-5955
0982-35-0881
1945年3月
845名（男性：727名／女性118名）
※2020年3月期・単独

takatsugu.nada@asahi-yukizai.co.jp

待遇

所在地

電話

設立 50億10万円資本金

従業員数

E-mail

灘 貴嗣担当者

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

こちらも
チェック!

基本給）203,600円+諸手当（大学卒）
223,100円+諸手当（大学院修士修了）

※諸手当…一律地域手当：東京17,400円

学術研究、専門・技術サービス業（LSI〈半導体製品〉の設計開発）

MESSAGE 先輩からのメッセージ

企業情報

A・Iさん
（電子物理工学科／2016年卒業
 工学研究科工学専攻エネルギー系コース／2018年修了）

S・Tさん
（情報システム工学科／2009年卒業）

土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

人事担当者からのメッセージ

旭化成マイクロテクノロジ株式会社

■当社の求める人物像
自分から技術向上や技術探索に対する
アクションを起こし、常に新しいモノを
生み出していこうとする人

オンライン1day仕事体験を開催します。先輩社員との交流時間も
あるので是非一度参加してみませんか♪

☆宮崎から世界へ☆
ＬＳＩ設計開発エンジニアの
会社です。
旭化成マイクロテクノロジは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。

設計・技術職職種

基本給）216,500円＋諸手当（大学卒）
243,450円＋諸手当（大学院修士修了）

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

土・日・祝日、年間休日121日休日

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

宮崎市橘通東5-3-10

0985-62-1950
２００２年３月
109名（男性：101名／女性：8名）

akmt-jobs@om.asahi-kasei.co.jp待遇

所在地

電話

設立 3,000万円資本金

従業員数

E-mail

寺田 智美担当者

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

こちらも
チェック!

※2020年度実績
※2020年度実績

※2020年6月1日時点

知識や経験がなくても大丈夫

入社当時は電気回路設計の知識
や経験もなく、仕事についていける
のかとても不安でした。しかし、新
人研修やOJT研修により基礎的な
知識や実践的な技術を学ぶことが
できました。今でも疑問や不安があ
れば助けてくださる先輩が周りに
たくさんいて、当初の不安が嘘のよ
うに楽しく仕事ができています。
毎日が勉強であり、学ばない日がないほどたくさんのことを教えてい
ただきながら、充実した日々を送っています。

みやざきから世界を視野に挑戦！

LS Iは単体では意味を成しません
が、様々なものとコネクトし、形を変
えて世界中の人々の暮らしに貢献
する製品に変わります。そこに大きな
魅力を感じ、他分野ではありました
が挑戦したく入社を決意しました。
私たちの会社では、開発～生産ま
で携われる環境にあります。そのた
め覚える事は多く製品開発も一筋
縄ではいきませんが、量産された時の感動はひとしおです。昨日まで
世界になかったモノを私たちと挑戦してみませんか？

06 07



先輩からのメッセージ

企業情報

MESSAGE

情報サービス業 （システム開発）

土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

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

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宮崎大学出身者はグループ全体で62人（2020年8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、育児休業制度の積極的利
用、子育てサポート企業

■当社の求める人物像
①創造力を持った人　②探求心を持った人
③連携力のある人

人事担当者からのメッセージ
システム開発というお仕事に好奇心を持ち続けながら
取り組める方をお待ちしております

①システムエンジニア ②プログラマー職種
基本給）189,000円+諸手当（大学卒）

199,100円+諸手当（大学院修士修了）
※諸手当…通勤手当、家族手当、地域手当（宮崎勤務以外）

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

宮崎市佐土原町東上那珂16079-35
0985-30-5170 1979年10月

イー・アンド・エム：354名（男性：299名／女性：55名）
フェニックスシステム研究所：182名（男性：131名／女性：51名）
saiyo2022@eandm.co.jp

待遇

所在地

電話 設立

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

従業員数

E-mail

益留 伸人担当者

https://www.eandmgroup.com/HP

こちらも
チェック!

技術者として力をつける環境が整っている

仕事以外も
エンジョイ♪

私はもともと大学でプログラミングを専
攻していたわけではなかったのですが、2
か月間の新入社員研修を終えて基礎的
な技術を身につけることができました。
その後の社内教育制度も充実しており、
技術者として力をつける環境が十分に
整っています。
毎日新しいことに挑戦し、成長を感じるこ
とができているので一日一日が充実して
います。

H・Kさん（電子物理工学科／2017年卒業
工学研究科工学専攻エネルギー系コース／2019年修了）

先輩からのメッセージ

企業情報

MESSAGE

総合商社（卸売）

人事担当者からのメッセージ
主体的な行動を評価してくれる、若手が活躍できる企業です！
ぜひ一緒に働きましょう！

■当社の求める人物像
135年の歴史に新たな風を吹き込んでくれる人

土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

植松商事株式会社（植松グループ）
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。

地元宮崎で135年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。

●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）
●ホテル事業(ホテルJALシティ宮崎)
●システム開発事業
●LPガス事業
●外食事業（小丸新茶屋）

①総合職 ②営業職 ③事務職 ④設計・技術職 ⑤接客職職種

基本給）183,000円+諸手当（大学卒）
186,000円+諸手当（大学院修士修了）

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

宮崎市橘通西4-2-30
0985-22-5100
1936年3月
498名（男性：333名／女性：165名）
recruit@uematsu-grp.co.jp

待遇

所在地

電話

設立 6,0００万円資本金

従業員数

E-mail

横田・仁田脇担当者

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

こちらも
チェック!

※諸手当…通勤手当、資格手当、家族手当他（2020年4月実績）

型にはまらず新しいことにチャレンジ！！

1年目は通信事業部にて携帯電話の販
売・接客業務、2年目はホテルJALシ
ティ宮崎にて接客業務をおこなっていま
す。入社して少しずつ経験を積み、先輩
や上司、お客様からもアドバイスをもら
いながら、楽しく仕事をしています。異動
も経験し、日々勉強の毎日ですが、その
分やりがいを感じます。大学で学んだ分
野とは離れていますが、幅広い分野に目を向けチャレンジし、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！

R・Kさん（電子物理工学科／2017年卒業
工学研究科工学専攻環境エネルギー系コース／
2019年修了）

社員同士の
絆づくりも
バッチリ♪
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先輩からのメッセージ

企業情報

MESSAGE

製造業及び各種創造業（産業用機械・器具製造業及び新規事業開発）

人事担当者からのメッセージ
挑戦意欲、企業家精神を持った元気な方のエントリーをお待ちしています。

■当社の求める人物像
・主体性をもち進んで行動ができ、元気のある人
・協調性を持ち素直に人の意見に耳を傾ける人

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のか？
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、沢山の資源が生
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。食糧・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、できることがたくさん
あります。
ここ宮崎から時代を作っていきます。

①総合職 ②営業職 ③設計・技術職 ④製造職職種

基本給）192，000円+諸手当（大学卒）
195，000円+諸手当（大学院修士修了）

※諸手当…通勤手当

給与

８：００～１７：００（休憩70分）※残業有り勤務時間

年間１００日（当社カレンダーによる）休日

日向市大字日知屋17148番地9
0982-52-7215
1969年4月

61名（男性：53名／女性：8名）
hn@hn-t.co.jp

待遇

所在地

電話

設立 3,000万円資本金

従業員数

E-mail

福留 和広担当者

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

こちらも
チェック!

昇給（役割等級責任制度による年２回の評価による）／
賞与（夏期、冬期、決算期の年３回）／退職金制度／
永年勤続表彰／資格取得費用補助・合格祝金支給

食品加工機械設計エンジニアを
目指して

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、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、日々努力し、仕事を任せてもらえる一流のエンジニアを
目指します。

K・Tさん（環境ロボティクス学科／2017年卒業）

アットホームな
会社です!

機械系 電気・電子系化学系

株式会社MFE HIMUKA
ソフトウェア業（システムの開発・保守）

MESSAGE 先輩からのメッセージ

企業情報

土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

ＳＣＳＫニアショアシステムズ株式会社
【転勤なし】日本のひなた宮崎で
首都圏の大規模システム開発を!
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です。
◎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。

◎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。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！

◎働き方改革に取組中。社員の月平均残業時間20時間以下と
有給休暇取得率95％を実現し、社員の仕事とプライベート
の両立を推進しています。

人事担当者からのメッセージ

■当社の求める人物像
①使命感、責任感がある ②常にチャレンジできる
③チームプレイができる ④多様な価値観を受容・融合できる

宮崎の中心で、日本の中核企業の情報システムの開発・保守を、
私たちと一緒に楽しくやりましょう！

①システムエンジニア ②プログラマー職種

基本給）185,000円＋諸手当（大学卒）
195,000円＋諸手当（大学院修士修了）

※残業手当20時間の固定支給あり
　30,000円（大学卒）、31,000円（大学院修士修了）
※諸手当…地域手当、通勤費等

給与

９：００～17：40（休憩60分）勤務時間

完全週休2日制(土・日)、祝祭日、年末年始、有給休暇、他休日

昇給（4月）／賞与（6月・12月）／社会保険／諸手当、他

宮崎市橘通東4-7-28TOKIWA30ビル
0985-26-9700
2001年5月
350名（男性：262名／女性：88名）
saiyo@scsk-nearshore.co.jp

待遇

所在地

電話

設立 10,000万円資本金

従業員数

E-mail

東田 将樹担当者

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

こちらも
チェック!

自己成長がお客様の成長に繋がる
A・Nさん（情報システム工学科／2016年卒業）

働く社員を大事にしている会社
J・Gさん（環境ロボティクス学科／2018年卒業）

私が普段行っている業務は、シス
テムを導入いただいている企業様
からの問合わせ対応やエンハン
ス開発が主な内容です。入社後2
～3年目までは開発工程を中心に
スキルを磨き、そこで得た経験や
業務知識が現在の業務でも多く
活かされています。
お客様とやり取りするようになり緊張感が増した一方で、自分たちが
作ったシステムを多くのお客様に使っていただいているのだと実感も
湧き、やりがいを感じます。

内定後は内定者研修、入社後は
東京での新人研修、配属後は
OJT研修等の様々な研修を受け
られる為、教育が充実している会
社だと感じています。また、ワーク
ライフバランスの取り組みに力を
入れており、有給休暇については
取得しやすい雰囲気なので、とり
づらいということはありません。最近では、感染症対策として在宅勤務、
フレックスを活用する社員も増えており、臨機応変な働き方を実現
しています。
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先輩からのメッセージ

企業情報

MESSAGE

情報サービス業（ソフトウェア業）

人事担当者からの
メッセージ
MJCは「人」を大切に
しています。
一緒にＩCＴで豊かな
未来を創りましょう！
お待ちしています。

■当社の求める人物像
・技術・知識への向上心　・コミュニケーションスキル
・主体的行動力　・論理展開力　・協調性

土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

「ＩＣＴ技術で命をまもる」
「ＩＣＴ技術で地域社会に貢献」
■国内４拠点（東京・大阪・福岡・宮崎）。
　働く場所を選択できます。
■AI等最新技術。世の中に貢献する会社です。
■お客様は官公庁、自治体、政令指定都市や大手優良企業。
■消防・防災・医療・福祉等、「命をまもる」自社開発ソリュー
ションを全国展開中。

■設立49年。安定した経営基盤。業績により決算賞与追加。
■厚生労働省「若者応援企業」認定。
　入社3年社員95％在籍、育児休業復帰100％。
■内定後教育：入社までのフォロー体制が充実。
　資格取得報奨金制度あり。
■入社後教育：トレーナー制度を導入。
　丁寧な教育を数か月に渡り受けられます。
■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。

株式会社MJC

①システムエンジニア ②プログラマー職種
基本給）180,000円+諸手当（大学卒）

183,000円+諸手当（大学院修士修了）
※諸手当…住宅手当（大阪1.5万、東京2万）、都市手当（東京・大阪・福岡2万）、
　残業代、交通費、扶養手当、営業手当、駐車場完備

給与

9：00～18：00（休憩60分）勤務時間

完全週休2日制（土・日・祝）、年末年始休暇、夏季休暇、特別休暇、有給休暇休日
昇給（年1回）／賞与（年3回）／社会保険完備／退職金制度／
永年勤続表彰制度／奨学金返還支援制度／資格取得報酬支援制度／
特別表彰制度／転勤者家賃・引越し代補助／定年後再雇用制度／
社員旅行／育児介護休業制度／健康診断／健康相談／懇親会補助 等

宮崎市霧島2-84-1
0985-25-8228
1972年3月
300名（男性：255名／女性：45名）
recruit@mjcnet.co.jp

待遇

所在地

電話

設立 1億円資本金

従業員数

E-mail

（総務部）岩本・﨑山担当者

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

こちらも
チェック!

新人教育が充実。働きやすい環境で成長

地元宮崎で社会貢献ができ、自身のス
キルを活かせる仕事がしたいという思い
で就職しました。
また、大学3年生の頃にインターンシッ
プへ参加し、会社の雰囲気が良いという
ことを強く感じました。
実際に入社してからも会社の雰囲気が
とても良いと実感しています。
先輩方から丁寧に指導して頂きながら日々成長を実感し、業務に取り組んでいます。
新入社員への教育基盤が整っていて働きやすい環境の職場です。

S・Hさん
（情報システム工学科／2017年卒業
　工学研究科工学専攻情報系コース／2019年修了）

宮崎の良さを
趣味でも

味わってます

先輩からのメッセージ

企業情報

MESSAGE

建設業（総合工事業）

人事担当者からのメッセージ
会社見学、インターンシップ随時受付ております。
お気軽にお問合せください!!

■当社の求める人物像
・宮崎が大好きなひと
・チャレンジ精神があるひと
・ものづくりが好きなひと

土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

すべてはお客様の
満足のために

昭和36年、都城の地に産声をあげて以来、「大
淀開発株式会社」は地域に根ざした総合建設業
として事業を展開してまいりました。おかげ様で
これまで多くのお客様にに支えながら土木工
事、建築工事、資材製造販売を中心に実績を重
ね、今や従業員200名を超える企業へと成長す
ることができました。ひとつの工事は、幾種類も
の楽器が集まって美しいハーモニーを奏でる
オーケストラのように、多くの人の力と技が結集
し、融和されてはじめて完成します。これからも
私たちは、支えて頂いたお客様に感謝しながら、
これまでに培った総合的な力をなお一層高めな
がら精進して参ります。皆さん、私たちと一緒に
宮崎を盛り上げていきませんか？

①営業職 ②現場管理職職種

基本給）100,000円+諸手当100,000円（大学卒）
※諸手当…管理・特殊・現場・通勤手当等

給与

８：00～17：00（休憩90分）勤務時間

土・日・祝日（年間休日カレンダーによる）、年間休日105日休日

都城市上長飯町5427番地1
0986-22-3362
1961年1月

237名（男性：206名／女性：31名）
soumu＠oyd.jp

待遇

所在地

電話

設立 2,000万円資本金

従業員数

E-mail

（総務部）上村 ひとみ担当者

www.oyd.jpHP

こちらも
チェック!

昇給（年1回）／賞与（年2回）／各種保険完備／産前産後休暇／
育児休暇／資格取得費用会社負担／定期健康診断

『ものつくり』の会社です

弊社は、土木・建築・資材製造販
売など多種にわたり地域または個
人の生活の利便性を向上させる
『ものつくり』を行っている会社です。
私は土木部に所属し施工管理を
行っています。携わった各現場特
有の問題点を一つずつ解決せね
ばならず、決して楽な業務ではありませんが、その分皆の気持ちが一つに
重なって竣工した時の快感は、一言では言い表せません。
皆様と『ものつくり』の仕事が共にできることを楽しみにしております。

T・Sさん
（土木環境工学科／2002年卒業）

アットホームな
会社です!
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先輩からのメッセージ

企業情報

MESSAGE

技術サービス業（仮設構造物、土工構造物の設計）

人事担当者からのメッセージ
弊社は、社会基盤の整備に貢献する会社です。
よりよい未来へ向けて活躍する技術者となりませんか！

■当社の求める人物像
社会規範を守り、自分の行動に責任を
持つことが出来る方。柔軟な思考力と
チャレンジ意欲を持った方を求めています。

土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

宮崎を拠点として全国へ
設計技術サービスを
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、
それらを立案計画するお客様に頼られ続ける存
在である事を目指しています。宮崎から全国へ
技術サービスを提供し、海外企業との連携にも
力を入れています。入社後は、充実した研修制
度により、安心して業務修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、在宅勤務などのワー
クライフバランスの推進に力をいれているの
で、ライフイベントに合わせて働き続けることも
可能です。豊富な休暇も魅力の一つで、夏季休
暇や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。

キャデック株式会社

設計・技術職職種

基本給）200,000円＋諸手当（大学卒）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：123日（2020年度）

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

宮崎市学園木花台西2丁目1番２
0985-58-1211
1989年4月
56名（男性：46名／女性：10名）
somu@caddec.com

待遇

所在地

電話

設立 9,000万円資本金

従業員数

E-mail

金丸 尚志担当者

http://www.caddec.com/HP

こちらも
チェック!

研修が充実しているから
安心です
R・Kさん
（機械設計システム工学科／2020年卒業）

県内での就職を考えていた私は、宮崎大学工学部
同窓会の方から、大学正門前にあるキャデックを勧
めていただきました。
キャデック入社後は、CADを使って仮設構造物の
設計をしています。土木の知識もないまま入社しま
したが、3～4か月間の研修とOJTで基礎から教えて
いただけるので、安心して仕事が始められました。
業務環境が整っており、在宅でも仕事しやすいこと、
親しみやすく優しい先輩が多いことも魅力です。

建設業（総合工事業）

MESSAGE 先輩からのメッセージ

土木は大きな変化を迎えています！

企業情報

M・Sさん
（他大学 理系／2016年卒業）

Y・Iさん
（土木環境工学科／2012年卒業）

土木系

人事担当者からのメッセージ

60年の歴史を礎に
これからも挑戦し続ける会社
現在、宮崎県内で〈建設事業〉〈生コン事業〉〈リ
フォーム事業〉など宮崎を支えるインフラ事業
を展開しております。
これまで68年間培った財力と技術力を生かし、
IT化の促進や働き方改革、新規事業展開などを
行う活気のある企業です。
ドローンやＩＣＴ建機の導入など、ＩＴ化の促進に
力を入れることで、生産性が向上し、働きやすい
環境も築くことができています。3年前には宮崎
県が推奨する、働きやすい企業「ひなたの極」を
第1号企業としていただき、その他にも国から子
育て認定「くるみん」なども認定いただいていま
す。建設業界は大きく変化しています。新たな市
場を見越して進化し続けることが大切で、岡﨑
組は常に変化しています。

■当社の求める人物像
「建設業だから」「地方だから」といった
枠にとらわれず、常に挑戦できる仲間を
求めています。

「今」を大事に、ひとつずつ積み上げながら、勉強＝学ぶことを
継続できる人とこれからの岡﨑組を作りたい。

株式会社岡﨑組

①営業職 ②現場管理職 ③システムエンジニア
④設計・技術職 ⑤製造職 ⑥研究開発職 ⑦検査・検品職

職種

基本給）200,000円+諸手当（大学卒）
207,200円+諸手当（大学院修士修了）

※諸手当…みなし残業30時間分、通勤手当、資格手当、家族手当等

給与

8：00～17：00（休憩90分）勤務時間

日・祝・第2・4土曜、GW、お盆、年末年始、他会社カレンダーによる休日

各種保険完備／昇給（年１回）／賞与（年2回）／
定期健康診断／教育支援制度／資格支援制度／その他

宮崎市大字恒久1800番地1
0985-53-0567
1953年2月
94名（男性：73名／女性：21名）
info-recruit@okazakigumi.co.jp

待遇

所在地

電話

設立 4,000万円資本金

従業員数

E-mail

大塚 可奈子担当者

https://okazakigumi-gr.jp/recruit/index.htmlHP

こちらも
チェック!

技術職は自分の武器になる       

建設事業部技術職
9年目になります。
‘土木’と一言で
いっても様々な種
類があります。機
械・資材・工法等、
名称や内容を理解するだけでも幅広い分野があるため‘毎日が勉
強！’という気持ちで仕事に励んでいます。知識や技術は一朝一夕では
習得できませんが、その分培ったものは自分の武器として大いに発揮
できます。また様々な資格取得も可能であるため、自身のスキルアップ
や肩書きを向上できる面白さもあります。

入社後、会社の資
格支援制度を活用
して2級土木、2級
舗装の資格を取得
しました。現在は
ICTの導入により、
ドローンでの空撮や測量、現場の3次元モデル化等のお仕事を若手
中心で行っています。これからはITを活用した工事が多くなってくると
思いますし、これまでとは違った別の角度から建設業に携わることが
できると思います。若い力が大いに必要とされている職種ですので、
ぜひ建設業に興味を持ってもらえたら嬉しいです。
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サービス業（総合建設コンサルタント）

MESSAGE 先輩からのメッセージ

企業情報

■当社の求める人物像
九州工営では地域のため、仲間のため、
何よりも自己成長のために頑張る
やる気のある人材を募集しています。

人事担当者からのメッセージ
会社見学や仕事内容などのご質問等、随時受け付けていますので、
お気軽にお問い合わせください。

九州工営株式会社
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、道路・河川・橋梁・上
下水道などの公共事業に関する調査・測量・計画・
設計・管理・点検など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、住民が住みやすい街
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、新しい技術を取り入れた調
査などを積極的に行い、求められるニーズに応え
られるよう日々技術力の向上に努めています。
地域のため、住民のため、私たち家族のため、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、私たちと共に笑顔のバトン
を繋いでいきましょう。

①設計・技術職 ②測量・調査職職種

基本給）160,000円+諸手当（大学卒）
170,000円+諸手当（大学院修士修了）

※諸手当…約55,000円（残業代、通勤手当、住宅手当）

給与

8：00～17：00（休憩60分+15分+15分含む）勤務時間

完全週休2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／
ノー残業デー／資格支援制度／各種保険完備

宮崎市大工２丁目１１７
０９８５-２８-１１２２
１９６２年５月
50名（男性：47名／女性：３名）
info@k-kouei.co.jp

待遇

所在地

電話

設立 1,400万円資本金

従業員数

E-mail

（設計部）武田担当者

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

こちらも
チェック!

土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

多様な社会変化に対応できる企業です
M・Tさん（土木工学科／1994年卒業）

一緒に宮崎の生活基盤づくりを！
K・Mさん（土木工学科／2003年卒業
工学研究科土木環境工学専攻／2005年修了）

昔の建設関連企業は、３Ｋ（き
つい・汚い・危険）のイメージ
がありますが、最近はＩＣＴ等を
活用して生産性を向上させ、
新３Ｋ（給与・休暇・希望）を目
指している業界となりつつあ
ります。当社においても、測量
機器にドローンを活用した工
程の短縮、有休の積極的な消化など、社長の指導のもと様々な働き
方改革に取り組んでおり、社会情勢の変化に柔軟に対応ができてい
ることは、大手コンサルにも負けない企業であると思います。

私は道路や路側構造物の設
計を担当しています。受注先
は国・県・市町村等があります
が、中でも主に国交省発注の
業務に携わっています。国の
仕事では国道や高速道路な
ど高規格道路を造る手伝いを
しており、自分が担当した現
場が実際に施工され出来上がったモノを見た時にやりがいを感じま
す。みんなの暮らしに役立つ仕事だと実感できます。
一緒に宮崎の生活基盤をつくりましょう。

製造業（水晶デバイスの製造）

MESSAGE 先輩からのメッセージ

企業情報

人事担当者からのメッセージ
随時会社見学を承っております。お気軽にどうぞ。
これからのモノづくりに一緒に携わっていきませんか？

電気・電子系機械系

世界中のデジタル機器の中に
入っている電子部品を
製造しています
当社は、水晶デバイスと呼ばれる電子部品を製
造しています。スマートフォン等の情報通信機器
やウェアラブル機器、自動車といった生活に身
近なものからロボットや産業機械等にまで様々
な分野において欠かすことのできない電子部品
です。当社の「高精度水晶発振器」は、業界シェ
アトップクラスで世界中のあらゆる製品に組み
込まれています。また令和元年８月から開始した
ウェハ研磨事業は、次世代通信機器のデバイス
の材料加工業であり、これから更に進化・発展し
ていく時代を支えていきたいと考えています。
私たちが製造している水晶デバイスは製品の中
の見えない部分で活躍し、豊かで便利な社会づ
くりに貢献しています。

■当社の求める人物像
・向上心と責任感を持って取り組む人
・コミュニケーション力が高く協調性がある人

株式会社九州大真空

①設計・技術職 ②製造職 ③技術系総合職（生産技術、品質管理）職種

基本給）198,000円+諸手当（大学卒）
198,000円+諸手当（大学院修士修了）

※諸手当…通勤費、家族手当、資格手当、職制手当

給与

8：30～17：15（休憩45分）※会社シフトあり勤務時間

週休2日（土・日）、年間休日124日（2020年度）
※会社カレンダーによる

休日

昇給（年1回）／退職金制度／育児・介護休暇／慶弔見舞金／
社会保険完備／通勤費（上限なし）／定期健康診断／
必要資格取得全額補填／労働組合

児湯郡川南町大字川南20013番地2
0983-47-0345
1976年11月
76名（男性：52名／女性：24名）
k-kurogi421@kds.info

待遇

所在地

電話

設立 2,000万円資本金

従業員数

E-mail

黒木 和敏・林田 光子担当者

https://kds-kyusyu.jbplt.jpHP

こちらも
チェック!

ロジカルに
T・Mさん
（他大学 理系／1993年卒業）

やりがいを見つける！！
R・Yさん
（製造部所属）

仕事をする中で、『本質』を見極め
ることを重要視しています。問題・
課題の解決にはこれまでの知見
に限らず、新しい発想や時には単
純化し、理論的に考察することが
大事だと考えています。ただ失敗
は付き物です。そんな時はあきら
めずに辛抱強く取り組む事が大
事だと考えます。
“継続は力なり”…仲間と共にこ
れを実践していくことも必要だと
考えます。

入社し、これまで身近に見ることや
触れることも無かった様々なもの
に、不安と難しさを頭デッカチに考
えていました。実際に働き始めてみ
ると、丁寧に指導して下さる先輩方
や、自分でも“できる” という自信や
達成感があり、心配が吹っ飛びまし
た！自分たちが手掛けるものが、新
しい世界の様々なところで活躍でき
るものを造っていると思うと、もっと
モノづくりの知識を高めようと思う
ようになってきました。

水晶デバイスと呼ばれる
電子部品を製造しています。
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先輩からのメッセージ

企業情報

MESSAGE

建設コンサルタント

人事担当者からのメッセージ
会社見学を随時行っています。風通しの良い会社です。
一緒に働きましょう！

■当社の求める人物像
自ら学び、自ら考え、
新しいことに積極的に挑戦していく人

土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

港湾施設の計画・設計分野で
は県内トップクラスです！

当社は、1973年の創業より、社会資本整備の一
端を担い、地域経済の成長や生活の安全・安心
の向上を支えて参りました。近年はインフラ施
設の調査・設計に加えて既往インフラの維持管
理・補修設計業務を行っております。港湾施設の
計画・設計においては地方コンサルタントで
行っている企業は少なく当社の特色ともなって
います。資格取得に必要な学習支援（OJT、
Off-JT）や合格者への報奨金制度・資格手当も
充実しています。2019年8月に業務の効率化や
作業空間のアメニティを目指し、最新設備の導
入、OAフロアーへの改装など、技術部フロアー
の全面的なリニューアルを実施しました。
快適なオフィス空間で一緒に働きましょう！

地域の安全を知識と経験で
守れる職業です

弊社では、道路設計や橋梁点検など、土
木構造物の設計・調査を中心に業務を
行っております。私は土木学科出身では
ないので、知らないことばかりでしたが、
先輩方がやさしく教えてくださるので安
心して働いております。また、資格取得に
対するサポートも手厚いので、勉強しなが
ら仕事を行うことができ、自身の成長を感
じることができます。地域の安全を知識と経験で守れる職業であるので、
職場見学だけでもいらしてみてください。

M・Mさん（環境応用化学科／2019年卒業）

猫に毎日
癒されています♪

株式会社九州土木設計コンサルタント

設計・技術職職種

基本給）205,000円+諸手当（大学卒・大学院修士修了）給与

8：30～17：30（内休憩60分）※時間外有り勤務時間

完全週休2日制（年間休日120日以上）休日

昇給（年1回）／賞与（年2回）／退職金制度（3年以上勤務）／
報奨金制度／慶弔金制度／有給休暇／慶弔休暇／
資格手当／通勤手当／扶養手当／定期健康診断／
各種保険完備／保養所 等

宮崎市大字芳士3701-59
0985-39-3330
1973年4月
37名（男性：34名／女性：3名）
info@9do.co.jp待遇

所在地

電話

設立 1,000万円資本金

従業員数

E-mail

（総務課）山口担当者

http:9do.co.jp/HP

こちらも
チェック!

先輩からのメッセージ

企業情報

MESSAGE

建設業（総合電気工事業）

■当社の求める人物像
チャレンジ精神旺盛な方、熱意・意欲のある方
コミュニケーション能力のある方、
アイデア・発想力に優れている方、
目標・夢を持っている方

土木系 機械系 電気・電子系 情報系化学系

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72年になります。現
在、南九州はもとより、九州北部・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・照明・防
災・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　等

人事担当者からのメッセージ
夢を実現できる場所やチャレンジ
できる会社を求めている人、
挑戦する中で、創り上げていく
やりがいと自身と会社の成長を
実感したい方を歓迎します。

①現場管理職 ②設計・技術職職種

基本給）183,000円+諸手当（大学卒・大学院修士修了）
※諸手当…住宅手当、家族手当、資格手当、部手当 等

給与

8：00 ～ 17：30（休憩90分）勤務時間

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）

宮崎市大字赤江2番地
0986-27-5600
1948年3月
408名（男性：365名／女性：43名）
kikaku@kyunan.co.jp

待遇

所在地

電話

設立 1億円資本金

従業員数

E-mail

（総務部）北薗担当者

http://www.kyunan.co.jpHP

こちらも
チェック!

とてもやりがいのある仕事です！

平成8年に電気電子工学科を
卒業しました。入社してからは
東京支店勤務や“きゅうなん
隊”を経て、今は発変電工事部
に所属しています。今の仕事の
内容ですが、主に電力会社の
発電所や変電所の電気設備工
事や点検・修繕工事をしていま
すが、その他にも民間のメガソーラー発電所の建設工事等も行っています。電力の
安定供給の為にという信念の元に、やりがいがあって誇りを持ってやれる仕事です。

J・Yさん（電気電子工学科／1996年卒業
工学研究科電気電子工学専攻／1998年修了）

仕事以外も
ENJOY♪
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先輩からのメッセージ

企業情報

MESSAGE

電気機械器具製造業（産業用電気機械器具製造業〈高圧受変電設備〉）

人事担当者からのメッセージ
工場見学等、随時行っております。明るくやる気を持った社員が皆様を
心からお待ちしております！

■当社の求める人物像
成長意欲があり、明るく素直で元気！
誠実さとやる気を持って働ける！
そんな人物を求めています。

電気・電子系 物理系 情報系機械系

株式会社共立電機製作所
【宮崎から世界へ】
皆様の暮らしに明かりを
灯します！
弊社は今年で創立５３周年を迎えました。宮崎市
高岡町に工場を構え、高圧受変電設備を製造し
ています。高圧受変電設備は、学校や商業施設
などの大型施設で電気を使うには必要不可欠な
電気設備です。弊社は受注から出荷まで全てを
工場内で行う一貫工場で、約３８種の仕事があり
ます。全国各地に販路を広げており、業界トップ
クラスの実績を納めています。また、２０１７年４
月に内閣府企業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。時代の
ニーズに合わせた様々な福利厚生も当社の魅
力のひとつです。地域に根差した企業を目指し、
これからも飛躍を続けます！

①設計・技術職 ②製造職 ③検査・検品職職種

基本給）143,344円+諸手当（大学卒・大学院修士修了）給与

８：０５～１７：２０（実働８時間/休憩75分）勤務時間

日曜・祝祭日（土曜日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／奨学金返還支援制度／社員研修旅行

宮崎市高岡町高浜１４９５番地５５
０９８５-72-7880
1967年5月
２72名（男性：216名／女性：56名）
oubo@mgc-kyoritsu.co.jp

待遇

所在地

電話

設立 2,2００万円資本金

従業員数

E-mail

中川・手束担当者

https://www.kyouritsu-denki.com/HP

こちらも
チェック!

※諸手当…当月手当45,100円（大学卒）／60,100円（修士了）、
　　　　　通勤手当26,000円

新しいことにチャレンジできる！

共立電機では、キュービクル式受配
電設備という電気インフラを支える
重要な設備を製造しております。
私は設計部に所属しており、自分が
設計したキュービクルが問題なく運
用された時、達成感とやりがいを感
じます。弊社では、営業、設計、製缶、
塗装、配線、検査と様々な部署があ
り、多くのことを学ぶことが出来、大学で学んだことはもちろん、新しいことに
もチャレンジできる職場となっております。

T・Hさん
（電気電子工学科／２０１6年卒業） 仕事以外も

充実してます♪

先輩からのメッセージ

企業情報

MESSAGE

電気機械器具製造業（産業用電気機械器具製造業〈LED照明〉）

人事担当者からのメッセージ
工場見学等、随時行っております。明るくやる気を持った社員が皆様の
ことを心からお待ちしております！

■当社の求める人物像
成長意欲があり、明るく素直で元気！
誠実さとやる気を持って働ける！
そんな人物を求めています。

電気・電子系 物理系 情報系機械系

株式会社共立電照
【宮崎から世界へ】
共立の光で安全・安心の
世界をつくります！
弊社は２００９年に㈱共立電機製作所から設立さ
れ、今年で創立11周年を迎えます。
共立電機と共に宮崎市高岡町に一貫工場を構
え、LED照明を製造しています。日本初のトンネ
ル灯や街路灯等のLED照明を用いた製品の開
発から製造・販売を行っています。宮崎だけでな
く、東京・大阪・福岡に営業所を持ち、全国各地
に販路を広げております。２０１８年には「８０８
MERA植物工場」を新たに工場内に新設し、貴
学と共同研究をさせて頂きながら技術革新に努
めています。新しい可能性を日々大切にして、こ
れからも宮崎の地を盛り上げます！

①設計・技術職 ②製造職 ③検査・検品職職種

基本給）143,344円+諸手当（大学卒・大学院修士修了）給与

８：０５～１７：２０（実働８時間/休憩75分）勤務時間

日曜・祝祭日（土曜日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／奨学金返還支援制度／社員研修旅行

宮崎市高岡町高浜１４９５番地５５
０９８５-65-6700
2009年8月
52名（男性：43名／女性：9名）
oubo@mgc-kyoritsu.co.jp

待遇

所在地

電話

設立 8,0００万円資本金

従業員数

E-mail

中川・手束担当者

https://fk-led.com/HP

こちらも
チェック!

※諸手当…当月手当45,100円（大学卒）／60,100円（修士了）、
　　　　　通勤手当26,000円

省エネで明るいLED照明を製造しています

共立電照はLED照明の設計・開発・
製造・販売を行っています。私達の製
品が色んな所に使われ、明々と照ら
すところを見るたび、やりがいを感じ
る仕事です。また、LED照明は電気
代の大幅削減など、地球環境に大き
く貢献できる製品です。私達の仕事
は、新しいものを生み出すという非常
に面白い業種でもあります。仕事の分野も多いので、自分の力を発揮できるこ
とがきっと見つかると思います。

T・Mさん（情報システム工学科／2008年卒業
工学研究科工学専攻機械・情報系コース／２０１0年修了）

仕事以外も
充実してます♪
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先輩からのメッセージ

企業情報

MESSAGE

専門技術サービス業（建設コンサルタント）

人事担当者からのメッセージ
一緒に地元宮崎の社会資本整備に貢献していきませんか？
応募をお待ちしています。

■当社の求める人物像
・向上心のある人・責任感のある人
・コミュニケーションがしっかりできる人
・協調性を大事にする人

豊かな社会を目指して
私たちはチーム力で
貢献します！        
当社は1975年8月に創業し、「誠意・創意・熱意・
健康」を社訓として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、おかげさまで今年で46周年を迎えま
した。
当社の魅力は、会社全体が一体となった「技術の
輪」「チームワークの輪」「コミュニケーションの
輪」を重んじるところであります。配属先である技
術部は総勢25人、平均年齢42歳の若さとやる気
に満ちあふれた職場です。技術士も9名在籍。広
い視野と卓越した技術を持った技術者と同じ
フィールドで働くことで、若手技術者のスキル
アップに繋がっています。

物理系 情報系土木系

株式会社共同技術コンサルタント

設計・技術職職種

基本給）195,000円＋諸手当（大学卒・大学院修士修了）
※諸手当…住宅手当（25,000円）、資格手当など

給与

8：30～17：30（1日8時間/週40時間）勤務時間

土・日・祝日、夏季休暇、年末年始休暇など休日

宮崎市大島町山田ヶ窪１９２６-１
0985-29-0240
1975年8月

49名（男性：41名／女性：8名）
s-maeda@kg-consul.co.jp

待遇

所在地

電話

設立 1,000万円資本金

従業員数

E-mail

前田担当者

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

こちらも
チェック!

昇給（年1回）／賞与（年2回）／定期健康診断／
社会保険／厚生年金加入／有給休暇／慶弔休暇あり／
育児休業（技術社員で実績あり）

※休憩60分

風通しのよい環境がある会社です
K・Yさん
（土木環境工学科／2011年卒業）

チーム力の
大切さをいろんな

場面で体感!

私はこの「就勝ガイド」をきっかけに、当
社に転職してきました。入社の決め手
は、担当者であった社長の人柄と福利厚
生が充実している点でした。入社後の
ギャップもなく、むしろ思っていた以上に
仕事に取り組みやすい環境でした。
業務分野は道路や橋、河川、地質等、多
岐にわたるためみんなで助け合いなが
ら、日々の業務に取り組んでいます。
チームの一員として、ともに働いてくれる方をお待ちしております！

はん用機械器具製造業（その他のはん用機械器具製造業）

MESSAGE 先輩からのメッセージ

企業情報

土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

■当社の求める人物像
向上心のある方、
エネルギーを持っている方

清本鐵工株式会社
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。

人事担当者からのメッセージ
工場見学やインターンシップも随時受け付けております！
時期や内容等、電話またはメールにてお気軽にお問合せください！

①総合職 ②営業職 ③現場管理職 ④設計・技術職職種

基本給）184,000円+諸手当（大学卒）
188,000円+諸手当（大学院修士修了）

※諸手当…住宅手当、技能手当（資格手当）、通勤手当　他

給与

8：00～17：00（休憩60分）※時間外有り勤務時間
土（隔週）・日・祝、GW、夏季休暇、年末年始 年間休日110日
年次有給休暇：初年度10日、最大20日

休日

昇給（年1回）／賞与（年2回）／社会保険完備／定期健康診断／
退職金制度（確定拠出年金）／慶弔休暇／産前産後休暇／育児休暇／
介護休暇／資格取得支援制度（費用全額会社負担、資格手当）

延岡市土々呂町6丁目1633番地
0982-24-1111
1937年2月
499名（男性：452名／女性：47名）
saiyou@kiyomoto.co.jp

待遇

所在地

電話

設立 9,500万円資本金

従業員数

E-mail

（人事総務部）伊東担当者

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

こちらも
チェック!

コミュニケーションで
より良いものづくり

工場内の大型機械の工程管理と
品物の製作管理を行っています。
工程管理では、機械のオペレー
ターさんと毎日打合せ工程調整を
します。また製作管理では、材料手
配から出荷まで（溶接・機械加工・
組立等々）一連の流れをすべて管
理します。様々なプロセスを身近に
感じ、完成後にお客様から感謝されると非常に達成感を得ることがで
きます。製作に関わる全ての人とコミュニケーションを取り、より良いも
のづくりを心掛けています。

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
器から設備全体、また、橋梁など
様々です。これらの製品を設計か
ら製造、現地工事まで行いますの
で、ものが出来上がっていく様子
を一から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
だと感じています。

J・Kさん（材料物理工学科／2010年卒業）

ものづくり好きには最高の会社
Y・Sさん（機械システム工学科／2016年卒業）
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飲料製造業（酒類製造業）

MESSAGE 先輩からのメッセージ

企業情報

■当社の求める人物像
【考動＝自ら考え動く】
霧島人として知恵を絞り、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。

人事担当者からのメッセージ
霧島酒造で働く社員の平均年齢は32歳！
様々な部署で若手社員が活躍している会社です！

土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

霧島酒造株式会社／
霧島ホールディングス株式会社

～品質をときめきに～
伝統と革新による創造開発型企業
霧島酒造は、地域に根ざし、地域と共に発展する企業と
して、本格芋焼酎「白霧島」「黒霧島」をはじめ、創業以
来「品質」にこだわった焼酎造りに努めてまいりました。
美味しいものや楽しいことに出会った時、人の心はとき
めき、やがてそれは感動に変わります。私たちの仕事
は、お客様に愛され支持される商品という価値を創造
すること。その商品が感動を生み、お客様とのゆるぎな
い信頼を築いていきます。
「お客様をときめかせたい」という夢を追い続けること
で、いつも自分自身をときめかせていたい。「品質をと
きめきに」という企業スローガンのもと、「伝統と革新」
を成長の糧に、これからも魅力ある焼酎造り、企業づく
りを目指します。

①総合職 ②営業職 ③事務職 ④現場管理職 ⑤製造職
⑥研究開発職 ⑦検査・検品職

職種

基本給）200,500円+諸手当（大学卒）
210,100円+諸手当（大学院修士修了）

給与

8：00～17：00（休憩60分）
※製造部・グリーンエネルギー部など一部職種でシフト制・夜勤あり

勤務時間

年間休日120日（2020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／Eラーニング制度／LTD休業補償制度／
企業主導型保育園の利用 他

都城市下川東4丁目28-1
0986-22-2272（総務人事課直通）
1916年5月
583名（男性：408名／女性：175名）
recruit@kirishima.co.jp

待遇

所在地

電話

設立 2,589万円資本金

従業員数

E-mail

（管理本部 総務人事課）鶴田・德峰担当者

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

こちらも
チェック!

女性社員も活躍できる職場！
R・T（旧姓S）さん
（環境応用化学科／2016年卒業）

電気系、機械系と
幅広い仕事ができます！
K・Tさん
（機械設計システム工学科／2017年卒業）

原酒製造工程の中でも、主に醪（も
ろみ）の分析を担当するほか、エネル
ギー管理委員として環境面から焼酎
造りを支える業務に携わっています。
また、私自身、出産を経て育児休暇を
取得した経験も。育児中の女性でも
働きやすい環境が整っていて、子育
てと仕事の両立において理解のある
職場です。今後も、機会があれば新し
い仕事に挑戦し前向きに取り組んで
いきたいと思います。

製造部では、焼酎の原料である米や芋
の原料調達から原酒製造までを担って
います。原酒製造の工程は「手作業」の
イメージがあると思いますが、ほとんど
は自動化が進んでいます。原酒製造は
もちろんのこと、製造ラインの機械のメ
ンテナンス、制御の改善など工学部で
学んだ知識も活かせる職場です。また、
衛生管理者やエネルギー管理士などの
国家資格取得に挑戦できる環境があ
り、業務の幅も広がります。

仕事をしやすい
環境が整って
います♪

情報通信業（ケーブルテレビ放送・電気通信業）

MESSAGE 先輩からのメッセージ

企業情報

土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

■当社の求める人財
「誠実」「挑戦」「創造」
※詳しくはホームページ「企業理念」
”ワイワイバリュー”をご参照ください。

人事担当者からのメッセージ
ご質問、見学希望等ございましたらお気軽にお問合せください！

弊社は、“ワイワイテレビ”の愛称で親しまれ、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。

地域密着・地域貢献をめざす
ケーブルテレビ局です！

①営業職 ②事務職 ③制作職 ④技術職職種

基本給）【制作職・営業職】176,540円+諸手当（大学卒）
【事務職】157,510円+諸手当（大学卒）
【技術職】191,970円+諸手当（大学卒）

給与

延岡市愛宕町2丁目1-12
0982-22-1500
1989年1月
70名（男性：44名／女性：26名）
waigene@ma.wainet.co.jp

9：00～18：00（休憩60分）※業務の進捗状況により時間外あり勤務時間

週休２日※年間休日105日以上（2019年度実績：112日）休日
各種保険完備／日本ケーブルテレビ企業年金基金／
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／退職金制度／
社員旅行 他

待遇

所在地

電話

設立 4億1,400万円資本金

従業員数

E-mail

（総務局）持原 茉季担当者

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

こちらも
チェック!

様々なことにチャレンジできる職場
H・Kさん（農学部応用生物科学科／2019年卒業）

地域の魅力を様々な視点で伝える仕事
A・Mさん（他大学 文系／2013年卒業）

私は制作局に所属し、取材･
原稿作成･編集･リポートなど
番組制作業務全般に携わって
います。
アナウンスなど初めての経験
ばかりでしたが、研修や先輩
のサポートのおかげで、今で
は番組ＭＣも任せてもらえるようになりました。新しい企画を考えれば、
みんなが全力で向き合ってくれます。取材先でいろんな方とお会いでき
る毎日は、２年目を迎えた今でもとても新鮮です。
新しいことへのチャレンジが好きな方には、ぴったりの職場です！

制作の仕事は、取材、
原稿作成、編集、アナ
ウンス、音響など様々
な業務に携わります。
情報番組・祭りや高
校野球の中継など仕
事の幅も広く、同じ話
題でも毎年違った発見があります。覚えることも多く大変ですが、自分が
携わった番組が放送され、反響があった時はとてもやりがいを感じます。
「老若男女いろんな職業の人とお話ができる」、 「いろんな角度から地
域を知ることができる」、「いろんな体験ができる！」職場です。
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機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

建設業・製造業（電気設備工事業・電気機械器具製造業）

MESSAGE 先輩からのメッセージ

自分に合った仕事を見つける

企業情報

T・Nさん
（電子物理工学科／2020年卒業）

H・Tさん
（電子物理工学科／2019年卒業）

人事担当者からのメッセージ

■当社の求める人物像
正直、誠実、まっすぐ新しいことに
チャレンジしていける人。
素直で自ら学べる人。

挑戦する人をしっかりサポートします。
会社見学等ご希望の際はお気軽にお問合せください。

こちらも
チェック!

株式会社興電舎
電気を活かす。社会に活きる。
私たちの暮らしに欠かすことのできない電気。
興電舎は皆さんのご家庭や様々なものが作ら
れる工場で電気がしっかり活躍できるように
サポートをする会社です。安全安心に効率よく
電気を使うためのより良い製品やサービスを
提供し、お客様や社会の課題解決に貢献して
います。
キャリアに応じた研修や社員の成長を促す教育
の実施、メンタルヘルスケアなど社員が安心
して長く働くことのできる環境が整っており、
宮崎大学OBの離職率は0人です。電気を専攻
していない人でも研修期間が長く、教育制度が
しっかりしているため安心して電気について学ぶ
ことができます。電気を社会に活かすプロ
フェッショナルの一員として一緒に活躍してみま
せんか？

総合職（施工管理、システムエンジニア、設計、製造、
製品開発、検査）

職種

基本給）184,200円+諸手当（大学卒）
193,000円+諸手当（大学院修士修了）

給与

8：00～17：10（実働8時間・休憩70分）勤務時間

109日（日・祝日、第2・第4・第5土曜日、盆、年末年始など）休日

社会保険完備／退職金制度有り／慶弔見舞金制度有り／
確定拠出年金制度有り／社員旅行／団体保険／資格支援／
定期健康診断／体力テスト／ストレスチェック／保健師相談

延岡市浜町222番地1
0982-33-3602
1949年2月
304名（男性：271名／女性：33名）
soumu@kodensya.co.jp

待遇

所在地

電話

設立 2,100万円資本金

従業員数

E-mail

富山 紘希担当者

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

仕事をする環境

就職において何を重視するかはそれ
ぞれですが、職場の環境人の雰囲
気など仕事を長く続けるにあたって
モチベーションを高く保つには重要
なことだと思います。
興電舎は会社全体での繋がりが太
い会社です。私は入社２年目で普段
は自社で製作した電源盤や制御盤の検査を行っています。責任が大き
く覚えることも多岐に亘りますが、部署や所属に関係なく様々な先輩方
に助言を頂き、日々自分の成長を感じながら楽しく仕事をしています。

興電舎は、入社して半年間の新入
社員研修ですべての部署を体験す
ることができます。私は電気のこと
について専門的に学んできていま
せんでしたが、先輩方から優しく丁
寧にアドバイスを頂けるので、日々
成長しているのを感じます。自分の
やりたい仕事や向いている仕事が
わからなくても、興電舎なら見つけ
ることができると思います。

建設業（プラント設備の建設改造工事・メンテナンス工事業）

MESSAGE 先輩からのメッセージ

企業情報

土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

ともに未来を切り開こう

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。2018年に創立40周年を迎え、社名
を「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、今後もお客様のお役に立
てる企業への成長をめざします。

人事担当者からのメッセージ■当社の求める人物像
協調性があり、やる気に満ちている方 入社して１年程度、社会人としての基礎的な知識や仕事に必要な

知識・技能を勉強する研修期間があります。

①総合職 ②現場管理職職種

基本給）175,260円+諸手当（大学卒）
※諸手当…住宅補助手当10,000円、他に地域手当、扶養手当など

給与

8：00～17：00（休憩60分）勤務時間

年間115日（土日祝休み）※土曜日は調整出勤あり休日

昇給（年１回）／賞与（年２回）／入社時有給休暇１５日間付与／
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（企業型確定拠出年金制度）／
その他様々な福利厚生サービス導入

延岡市大武町39-5
0982-34-2551
1978年9月
235名（男性：214名／女性：21名）
chikuchi.hc@om.asahi-kasei.co.jp

待遇

所在地

電話

設立 1億円資本金

従業員数

E-mail

築地 秀幸担当者

http://www.koyo-t.comHP

こちらも
チェック!

向陽プラントサービス株式会社
（旭化成グループ）

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／2013年卒業）

生き生きと仕事ができる環境です
Y・Kさん（環境ロボティクス学科／2017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。その後設
計グループに配属され、現在は先
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。
とてもやりがいのある仕事ですの
で、ぜひ一緒に働きましょう！

３年前に入社し新入社員教育を１年
間受けた後、延岡で設計の仕事をし
ています。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むことができ
るのが魅力です。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。
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先輩からのメッセージ

企業情報

MESSAGE

建設コンサルタント（土木の調査・測量・計画・設計）

人事担当者からのメッセージ
会社見学は随時行っております。ご不明な点等ありましたらご連絡ください。
ご応募お待ちしております。

■当社の求める人物像
①心身共に健全である人
②プレゼンテーション能力のある人
③常に研鑽し行動力とリーダーシップのある人

宮崎の発展に貢献できる
技術者を目指して
K・Oさん
（社会環境システム工学科／2018年卒業
工学研究科工学専攻環境系コース／2020年修了）

物理系 情報系土木系

株式会社国土開発コンサルタント
「安心・安全」を提供する
技術パートナーとして
地域に貢献します
弊社は、宮崎市に本社を置く地域の総合建設コ
ンサルタントとして1965年3月に創業しました。
以来、以下の｢経営理念｣のもと役職員一丸と
なって、地域住民に「安心・安全」を提供する技術
パートナーとして地域社会の発展と社員各人の
人生目標の達成のために、日々の業務に真摯に
取り組んでいます。
①我が社は社業を通して社会に参画し、「信用と
技術」を提供し、地域社会の向上・発展ひいて
は国家の繁栄に寄与する。

②我が社は社業を通して「対自向上心」を高め、
人間相互の尊重と信頼を基調として、各人の
「実り豊かな価値ある人生」を獲得する。

設計・技術職職種

基本給）193,000円＋諸手当（大学卒）
213,000円＋諸手当(大学院修士修了)

※諸手当…通勤手当（4,200円～15,000円）
　将来的には役職手当、保有資格により資格手当、家族手当があります。

給与

8：30～17：30（休憩60分）※時間外有り勤務時間

完全週休2日、祝祭日、年末年始（12/29～1/3）休日

宮崎市大工3丁目155番地
0985-24-6487
1965年3月

73名（男性：66名／女性：7名）
s.maeda.roumu@gmail.com

待遇

所在地

電話

設立 6,000万円資本金

従業員数

E-mail

（総務部）前田 真吾担当者

http://www.kokudo-c.co.jpHP

こちらも
チェック!

昇給（年1回/7月）／賞与（年2回/6月・12月）／社会保険・
雇用保険・労災保険完備／退職金制度あり／定期健康診断／
会社契約ジム利用可

地元宮崎のために働きたいと決めていた私が国土開発コンサル
タントに入社して数か月がたちました。
最初は不安でしたが、会社の雰囲気がよく先輩方は優しく接し
てくれたため、その不安もすっかりなくなりました。現在は、先輩
方から土木分野の技術・知識を研修や業務で学びながら仕事を
しています。将来は身に付けたスキルを活かし、様々な土木分野
で活躍できる技術者として会社または宮崎県に貢献できるよう
にしたいです。

昭和通線（小戸之橋）詳細設計業務 施工中昭和通線（小戸之橋）詳細設計業務 施工中

建設コンサルタント（土木に係る測量・調査・設計）

MESSAGE 先輩からのメッセージ

企業情報

情報系土木系

■当社の求める人物像
チャレンジ力があり、責任感の強い人。
コミュニケーション能力も大事です。

人事担当者からのメッセージ
宮崎の社会資本整備のために、共に成長していきましょう！
ご応募お持ちしています。

株式会社晃和コンサルタント
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。
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。
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
業務拡大に対応すべく、８名の技術士を中心に新
しい技術への挑戦・技術研鑽に努めています。
2020年、新型コロナウィルスの猛威による生活
様式や勤務スタイルの急変等に対応すべく、新た
なワークスタイルを取り入れ、働きやすい環境づ
くりにも取り組んでいます。

設計・技術職職種

基本給）205,000円+諸手当（大学卒）
215,000円+諸手当（大学院修士修了）

※諸手当…通勤手当、資格手当等

給与

8：30～17：30（休憩60分）※時間外有り勤務時間

完全週休2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／
各種社会保険／定期健康診断／業務奨励金制度／
中退共／研修旅行 等

宮崎市大字本郷北方3009番地1
0985-51-5818
1973年12月
33名（男性：25名／女性：8名）
info@kouwa-cnsl.co.jp

待遇

所在地

電話

設立 1,000万円資本金

従業員数

E-mail

（総合管理部）大野 孝男担当者

http://www.kouwa-cnsl.co.jp/HP

こちらも
チェック!

働きやすい環境の中で
日々奮闘しています

業務が設計から点検に至る
まで、様々な分野の知識を得
ることができます。また、社内
には各分野のエキスパートが
いるため、難易度が高い業務
を行う際も一緒に解決策を考
えてくれる体制が整ってお
り、働きやすい環境の中で業
務に取り組んでおります。様々な年代の人が和気あいあいとした雰囲気
で業務に取り組んでおり、やりがいも感じられる仕事なので、一緒に働
けることを楽しみにしています。

入社して3年目になりますが、
未だにわからないことが多く、
毎日が勉強でとてもやりがい
を感じています。設計業務や
点検・調査業務等を行ってい
ますが、どの業務に関しても
新しく学ぶことが多く、一つ
の業務を通して多くの知識が
得られ、わからないことがあっても先輩方がサポートしてくれるため、
安心して業務に取り組むことができます。職場としても、気さくな先輩
方が多く、笑いの絶えない職場で、毎日が充実しています。

E・Wさん（社会環境システム工学科／2017年卒業）

やりがいのある仕事です
N・Kさん（社会環境システム工学科／2018年卒業）
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先輩からのメッセージ

企業情報

MESSAGE

電気機械器具製造業（防災・土木用計測機器）

土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

株式会社坂田電機宮崎研究センター
災害から社会・インフラを守る！
計測システムの先端企業！

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及び監視カメラ＞
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、危機管理型水位計や簡易型河川監視カメラを
当社で開発しました。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。

人事担当者からのメッセージ
当社をもっと知りたい方は担当者までご連絡ください。
会社見学も随時行っております。

■当社の求める人物像
・自分の人生は自分で切り開く意志の強い方
・自分の目標を持っている方

①プログラマー ②設計・技術職 ③製造職 ④研究開発職職種

基本給）227,000円+諸手当（大学卒）
242,200円+諸手当（大学院修士修了）

※諸手当…通勤手当、家族手当（条件による）

給与

８：３０～１７：３０（昼休み１２：00～１３：00）勤務時間

週休２日制（土・日）、その他、年間休日１２１日休日

宮崎市生目台西3-7-1
0985-50-1811
1994年1月

17名（男性：13名／女性：4名）
nagatomo@sakatadenki.co.jp

待遇

所在地

電話

設立 1,000万円資本金

従業員数

E-mail

長友担当者

http://www.sakatadenki.co.jpHP

こちらも
チェック!

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

知識を広げるために
日々努力しています
S・Uさん（電気電子工学科／2011年卒業）

入社10年目で、坂田電機宮崎研究センターに所属して
から6年が経ちました。現在は開発業務に携わっており、
防災・土木用計測機器で使われるセンサや測定器の基
礎実験や機構設計、回路設計を行っています。
開発品の業務を進める際にはいろいろな知識が必要で
す。大学で学んだ知識だけでなく、自分で勉強をしたり、
経験豊富な先輩方からアドバイスをいただきながら知識
を広げています。

建設業（総合工事業）

MESSAGE 先輩からのメッセージ

企業情報

土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

人事担当者からのメッセージ

■当社の求める人物像
向上心があり、積極的に挑戦していく方。
幅広い世代とコミュニケーションをとるのが
好きな方。

大きな達成感とやりがいのある仕事です。
地元宮崎で地域の生活基盤を支える仕事しませんか。

株式会社坂下組
地元を想い、
高い技術力で推進する
持続可能なまちづくり

信頼と実績、安定した経営基盤を軸に、宮崎県
内外で元請会社として、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）を90年以上続けてきました。2020年からは
持続可能な開発目標(SDGs)に全社で取り組
み、より一層便利で安全なまちづくりを目指して
います。入社後は、充実した社員研修プログラム
と現場のプロフェッショナル達が成長をサポー
ト。福利厚生として研修旅行・運動会・花見等、家
族ぐるみで参加できる社内行事もあり、明るく
働きやすい職場です。地域やお客様に満足して
いただける構造物を一緒に造っていきませんか。

施工管理技術職職種
施工管理技術職 初任給
基本給）200,000円+諸手当（大学卒）

203,000円+諸手当（大学院修士修了）

給与

8：00～17：30（休憩時間90分）勤務時間

年間休日105日、日・祝日※土曜の出勤は休日カレンダーによる。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

宮崎市広島2-10-16（宮崎本社）

0985-22-6185
1949年5月
90名（男性：80名／女性：10名）
recruit@sakashita-gumi.co.jp

待遇

所在地

電話

設立 5,000万円資本金

従業員数

E-mail

（総務部）田辺・坂梨担当者

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

こちらも
チェック!

常に新しい仕事と向き合える
刺激的な毎日

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、常に新し
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。

初の担当作業所は着任のタ
イミングに恵まれ、工程の決
定や業者選定など工事の過
程をゼロから経験できました。
ドローンでの測量やコンク
リートのひび割れ解析など最
先端技術を活用し施工してい
ます。私は機械設計専攻で、土木の専門外からの入社でしたが、先
輩方が基本的なことから熱心に教えて下さるので、着実に知識・技
術面で大きく成長できる会社だと感じています。早く監督として作
業所を任されるよう日々学んでいきます。

K・Tさん（土木環境工学科／2010年卒業
工学研究科土木環境工学専攻／2012年修了）

整った環境で自分を大きく成長させる
M・Kさん（機械設計システム工学科／2020年卒業）
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非鉄金属製造業（半導体用シリコンウェーハ）

MESSAGE 先輩からのメッセージ

企業情報

機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

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ＳＵＭ
ＣＯ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！

株式会社SUMCO

人事担当者からのメッセージ
■当社の求める人物像
問題意識を失うことなく、課題発見と
改善・工夫の為、ひたむきに取り組む人 OB・OG訪問を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

①総合職 ②システムエンジニア ③設計・技術職 ④研究開発職職種
基本給）225,000円＋諸手当（大学卒）

246,000円＋諸手当（大学院修士修了）
※諸手当…通勤交通費等

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）

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／
その他休暇制度：育児休暇、介護休暇、ボランティア休暇 他

東京都港区芝浦１-２-１シーバンスN館
03-5444-3943
1999年7月
8,142名（男性：7,406名／女性：736名）
※連結（2019年12月末）

newgrads22@sumcosi.com
待遇

所在地

電話

設立 1,387億円資本金

従業員数

E-mail

平間（ひらま）担当者

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

こちらも
チェック!

若手でも活躍できる環境がSUMCOにはあります！
R・Oさん（他大学 理系／2015年卒業）

私が入社を決めた理由
S・Sさん（他大学 理系／2017年卒業）

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
立て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。

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。

情報サービス業（ソフトウェア製造業）

MESSAGE 先輩からのメッセージ

企業情報

土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

■当社の求める人物像
・新しい技術に立ち向かうマインド
・論理的思考ができる
・コミュニケーションが得意

人事担当者からのメッセージ
ITを通して東京と宮崎を結ぶ企業として、宮崎の雇用創出、
活性化に貢献したいと思っています。

株式会社サザンクロスシステムズ
南十字星（サザンクロス）の
様に光り輝く技術者集団へ

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、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

①システムエンジニア ②プログラマー職種

基本給）180,000円+諸手当（大学卒）
190,000円+諸手当（大学院修士修了）

※諸手当…地域手当(15,000円～40,000円）、その他手当

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2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

東京都荒川区西日暮里2-22-3-501
03-6383-2418
2007年8月
100名（男性：81名／女性：19名）
recruit@scsys.co.jp

待遇

所在地

電話

設立 3,750万円資本金

従業員数

E-mail

高瀬・江藤担当者

http://www.scsys.co.jpHP

こちらも
チェック!

企業に貢献できるように
頑張っています
Y・Mさん（情報システム工学科／2017年卒業
工学研究科工学専攻機械・情報系コース／2020年修了）

理想のエンジニアを目指して
Y・Oさん（情報システム工学科／2020年卒業）

大学で学んだことを活かすこ
とができるという点を重視して
就職活動を行いました。
説明会で医療機関向けのシ
ステムに興味を持ったことが
決め手の一つでした。
研修後は先輩方のサポートの
もと、学ばせて頂きながら医
療機関向け業務システムに
取り組んでいます。今は周囲にサポートされてばかりですが、自分が
周りを引っ張ることのできるエンジニアになることを目指しています。

地方に貢献することができ、システ
ム開発に携わる仕事がしたいとい
う思いで就職しました。入社したば
かりなので簡単なシステムの開発
や修正を行っており、学生の頃に
身につけた知識だけでは分からな
い部分も多くありますが、自分で勉
強したり、先輩方からアドバイスを
いただいたりしながら必要な知識
やスキルを身につけることができ
ています。
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金属製品製造業（クーラント装置・洗浄機の製造）

MESSAGE 先輩からのメッセージ

企業情報

人事担当者からの
メッセージ

■当社の求める人物像
実際に現場に足を運び、
現場の事実に基づいて考え、問題を1つ1つ
解決することが共に行える人。

“皆必喜”と書いて中国では
ジェイピーシーと読みます。
皆が必ず喜べる会社です。

土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

株式会社ジェイピーシー
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。

設計・技術職職種

基本給）160,000円+諸手当（大学卒）給与

8：20～17：30（休憩80分）※時間外勤務あり勤務時間

完全週休2日制、年間休日115日（土・日・他）
※会社カレンダーによる

※諸手当…食事手当（1日200円）・通勤手当・家族手当・住宅手当・
　　　　　技能手当

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／

西都市茶臼原字緑ヶ丘286-1
0983-43-5099
1976年2月
115名（男性：96名／女性：19名）
hashiguchi@kk-jpc.co.jp

待遇

所在地

電話

設立 3,000万円資本金

従業員数

E-mail

（総務）橋口担当者

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

こちらも
チェック!

世界中の各種生産ライン向け装置の設計ができます
Y・Fさん（機械システム工学科／2011年卒業）

世界の工場を支援する装置を宮崎から
R・Uさん（機械システム工学科／2014年卒業）

金属加工ラインで稼働するクーラント
ろ過装置及び洗浄機の製造販売を一
貫して行う会社で、宮崎工場は製造
の中心です。私自身、入社前までは当
社が地元にあることを知りませんでし
た。多くの人には、馴染みの薄い事業
かもしれませんが、生産現場で自分
が設計した装置が数多く並び、日々
の生産を支えている様子を見ると、や
りがいを感じます。今日のくるま社会
や工作機械業界を支えている会社で
あると断言できます。

海外含め、あらゆる生産現場で活
躍する各種工作機械は、私が想
像するよりも、はるかに多いことを
入社後に知りました。その工作機
械の周辺装置であるクーラント装
置や各種搬送装置の設計に携
わっております。新規設備の設計
やお客様の困り事に対し現場を
確認して改善提案をさせて頂いた
り、時には自身で設計した製品の
現地工事立会まで行い、とてもや
りがいを感じています。

製造業 （電気機械器具製造業）

MESSAGE 先輩からのメッセージ

企業情報

人事担当者からのメッセージ■当社の求める人物像
・物事に前向きな気持ちを持って取り組む人
・挑戦する心・向上心・情熱を持った人

多くの先輩が働いています！新たに世の中の役に立つものを
一緒につくって世界中に提供していきましょう！

機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

三和ニューテック株式会社
シェアトップクラスの
カード処理機のみならず
医療分野へも進出

弊社は、電子機器の企画から開発・製造・販売ま
でを一貫して行うメーカーです。主力は病室での
TV視聴やガソリンスタンド等で使うプリペイド
カード、小売店で使うポイントカード、バス乗車
カード等各種のカードの処理機（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。又、近年はそれ以外にも介護用セン
サー、歩行計測機（宮大と共同開発）などの新た
な電子機器の企画・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、商品の企画・開発段階から自社で行って
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」というモノづく
りの醍醐味が味わえます。

①総合職 ②システムエンジニア ③プログラマー
④設計・技術職 ⑤製造職 ⑥研究開発職 ⑦検査・検品職

職種

基本給）173,890円＋諸手当（大学卒・大学院修士修了）
※諸手当…固定割増手当20,000円（みなし残業代含む）

※休憩（５５分）

給与

定時8：20～17：05又はフレックスタイム制（部署別）勤務時間

年間休日113日程度。基本的に土・日曜日が休日。
他、祝日、長期休暇など他当社カレンダーによる。

休日

各種保険完備／昇給（年１回）／賞与（年2回）／定期健康診断／
各種手当／社員持株会／育児・介護休暇（有給）／その他

宮崎市清武町正手一丁目11番地1
0985-85-1234
1970年4月
124名（男性：75名／女性：49名）
m_kubo@sanwa-newtec.co.jp

待遇

所在地

電話

設立 6,500万円資本金

従業員数

E-mail

久保 真彦担当者

http://web.sanwa-newtec.co.jpHP

こちらも
チェック!

さまざまな製品を世に送り出している
開発型のメーカーです

弊社は、製品の企画、デザイン、設計、製
造、販売まで全てを行うことができる県内
では数少ない企業です。私はＲ＆D部に所
属し、ソフトウェアの開発業務を担当して
います。製品の仕様決めから設計、評価ま
で一貫して担当するのでプレッシャーはあ
りますが、とてもやりがいがあります。ま
た、機構設計、回路設計、ソフト設計の先
輩技術者が同じフロアで働いているので、
わからないことがあれば相談しやすい環
境になっています。

M・Tさん（材料物理工学科／2013年卒業
工学研究科応用物理学専攻／2015年修了）

新たな技術にチャレンジできる！
S・Tさん
（電気電子工学科／2005年卒業）

我が社の開発部は、ハード開発課、ソフ
ト開発課があり、私はハード開発課に所
属しています。この2つの課があること
によりスムーズに一貫して商品を生み
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。
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先輩からのメッセージ

企業情報

MESSAGE

建設業（総合工事業）

人事担当者からのメッセージ
会社訪問や現場見学を随時受け付けています。
お気軽にお問合せください。

■当社の求める人物像
自ら考え積極的に行動できる方

土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

培ってきた技術力で、
くらしを支え想いを形にする

私たち志多組は、宮崎県内全域において施工管
理業を行う総合建設会社です。施工実績は、道
路や舗装工事はもちろん、トンネルや橋梁、河
川・海岸・港湾工事まで多岐にわたり、様々な工
事の経験を積むことができます。施工管理業務
では、現場の安全・工程・品質・原価それぞれの
管理を行います。経験豊富な先輩社員のもと、
まずは測量などの基礎的な業務を担当し、キャ
リアパスにしたがって日々成長することができ
ます。また、ＩＣＴの技術や最新機器を積極的に導
入し、社員と現場従事者が働きやすい環境の推
進や、社内で若手社員のサポートチームを作り、
コミュニケーションが円滑に行えるような取組
みも行っています。

①総合職 ②事務職 ③現場管理職職種

基本給）195,000円+諸手当（大学卒・大学院修士修了）給与

8：00～17：00（休憩60分）勤務時間

年間休日105日（日・祝日・指定土曜・年末年始・夏季休暇など）休日

宮崎市高千穂通1丁目4番30号
0985-24-3151
1944年5月

137名（男性：127名／女性：10名）
jinji3-info@shidagumi.co.jp

待遇

所在地

電話

設立 5,000万円資本金

従業員数

E-mail

（総務本部）藏坪担当者

http://www.shidagumi.co.jpHP

こちらも
チェック!

昇給（年1回）／賞与（年2回）／社会保険完備／定期健康診断／
人間ドック補助／家族手当／現場管理手当／
入社時年休10日付与／交通費支給／慶弔休暇／401ｋ／
建退共／資格取得支援制度／奨学金返還支援

チームワークで地域の生活を支える

私は工事現場を統括する施工監
理者として、道路や橋、トンネルや
防波堤といった『もの』を作る仕事
をしています。この仕事は人との繋
がりがとても大事ですので、積極
的に職人さんや協力業者さんとコ
ミュニケーションをとりながら工事
を進めています。
自分たちが創った『もの』がみなさんの生活を支え・守る『もの』になると
いうことがこの仕事の最大の魅力であり、やりがいだと私は思っています。

T・Iさん
（土木環境工学科／2016年卒業） 休日は

趣味を満喫
しています

株式会社志多組
情報サービス業（ソフトウェア開発）

MESSAGE 先輩からのメッセージ

ITに詳しくなくても大丈夫！

企業情報

H・Kさん
（情報システム工学科／2020年卒業）

T・Sさん（電気電子工学科／2014年卒業
工学研究科電気電子工学専攻／2016年修了）

人事担当者からのメッセージ■当社の求める人物像
コンピュータやプログラムに興味があり、
明るく元気で何事にも前向きな人

専門知識がなくても、入社後の研修やOJTでスキルアップできます。
皆様のお越しをお待ちしております。

土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

ITソリューションで宮崎を
もっと快適に！
当社は、ＵＭＫグループ企業として、宮崎の地域に
密着したＩＴ事業を展開しています。
おもに、自治体の総合行政システム、歯科医院
向けシステム、民間企業の会計システムや販売
管理システムの開発から導入・保守に至るまで
一貫したサービスを提供しています。
他にも、ふるさと納税管理システムやグループ
ウェア、地理情報システムといった製品の拡販に
も力を入れています。
また、ＮＥＣ情報サービス事業グループに加盟
しており、全国の加盟企業との交流や海外視察
研修、共同開発などを行っていますので、業界最
新の情報や技術を共有できる環境にあります。
これら環境のもと、宮崎の地で活躍したい方を
お待ちしております。

①総合職 ②営業職 ③システムエンジニア ④プログラマー職種

基本給）155,000円＋諸手当（大学卒・大学院修士修了）
※諸手当…通勤手当5,000円、研修手当20,000円、営業手当20,000円（営業職のみ）

給与

9：00～18：00（休憩60分）勤務時間

週休2日制、祝日、年末年始休日

資格手当（3,000～15,000円）／家族手当（配偶者23,000円／
子一人につき12,000円）／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

宮崎市大橋３丁目１０１－１
0985-22-1800
1986年3月
67名（男性：52名／女性：15名）
soumubu@sdev.co.jp

待遇

所在地

電話

設立 1億800万円資本金

従業員数

E-mail

河野 剛担当者

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

こちらも
チェック!

何事にもチャレンジしてみましょう！

入社して早くも４年が経ち
ました。３年半所属したネッ
トワーク部門から異動にな
り、現在は官公庁の基幹シ
ステムの導入・保守業務を
行っています。学生時代に
苦手意識の強かったプロ
グラミングの知識が必要
なので、日々勉強の毎日です。苦手なことは避けて通りがちだと思い
ますが、やってみると意外と楽しかったという経験もありますので、
色々な事にチャレンジするようにしています。

2020年度入社です。この
コメントを執筆している時
点では、まだまだ新人の身
のため研修の日々を送って
います。ITの基礎から学べ
る研修や、各部門を回る
OJTなど、新入社員に対す
るサポートが手厚いので、
専門知識が無い人でもしっかり力を付けていける環境がある会社
だと感じています。終わりに、この文章を読んでいる皆様が、後悔の
ない就活ができることを願っています。
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先輩からのメッセージ

企業情報

MESSAGE

情報通信業（インターネット付随サービス業）

人事担当者からのメッセージ
まずは「出来る事」からスタートし、どんどん自分の幅を広げましょう！
会社は全力でサポートします！

■当社の求める人物像
強い意志をもって物事に取り組める人
最後まで考え抜き仕事をやり遂げる人
学び続け、自ら進化しようとする人

土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

新人教育が充実、
成長を日々実感しています

入社の決め手は「一歩踏み込
んだ提案ができるエンジニアに
なる」夢を叶えられる会社だと
思ったからです！
当社は事前に同期や社員さん
との交流があり、安心して入社
できます。その後はマナーやIT
基礎など幅広く学び、気軽に質問できる雰囲気もあって楽しく研修が
進んでいます。
同時に仕事面、社会人として日々成長を感じています。

T・Nさん（情報システム工学科／2019年卒業） 仕事以外も
充実♪

コミュニケーションを進化させ、
全ての人のベストパートナーに。
スパークジャパンはクラウドサービス（CRM/
SFA/MA)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
幅広く行っている会社です。
弊社はITを活用して企業発展の重要ポイントで
ある「コミュニケーション課題の解決」に取り組
んでいます。
お客様の経営に関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 経済産業省 地域未来牽引企業認定
2017年 ひなた創生のための奨学金返還支援
　　　　 企業認定

①総合職 ②営業企画職 ③技術職（システムエンジニア、
プログラマー、インフラエンジニア）

職種

基本給）172,100円+諸手当（大学卒）
172,100円+諸手当（大学院修士修了）

給与

9：00～18：00（休憩1時間）勤務時間

完全週休2日制※年間休日125日以上休日

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

宮崎市柳丸町85番地
0985-31-9171
2001年3月
84名（男性：59名／女性：25名）
recruit@sparkjapan.co.jp

待遇

所在地

電話

設立 3,250万円資本金

従業員数

E-mail

（管理部）工藤・中野担当者

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

こちらも
チェック!

スパークジャパン株式会社
情報サービス業（ソフトウェア業）

MESSAGE 先輩からのメッセージ

宮崎から世の中のペーパーレスを
推進する

企業情報

T・Sさん（情報システム工学科／2016年卒業
工学研究科工学専攻機械・情報系コース／2018年修了） H・Tさん（情報システム工学科／2016年卒業

工学研究科工学専攻機械・情報系コース／2018年修了）

土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

人事担当者からのメッセージ

脱ハンコ＆脱ペーパー
「紙」を「PDF」に替える
PDFは紙文書と同様に文字や署名を書いたり
必要事項を入力できたりするだけでなく、動画
や音声などのファイルや位置情報、電子署名や
タイムスタンプを格納できる「情報のデジタル
コンテナ」です。さらに、国際規格（ISO）に準拠
する高い汎用性と安全性を背景に多様な情報シ
ステムを結び、入力したデータや格納ファイル
を連携することで、これまで紙文書が介在して
いた業務を一気に自動化することができます。
私たちの技術を活かし、新しい生活様式を提案
していきませんか。スカイコムのPDFソリュー
ションは、PDFが本来持っている多彩な機能に
独自の「電子サイン」技術を組み合わせた、真の
ペーパーレス化ソリューションです。

■当社の求める人物像
製品開発に興味があり、新技術の習得に
積極的な人。好奇心があり、トライアル
アンドエラーを楽しめる人

研修制度・充実した福利厚生、高度な技術を身につける
職場環境があります。

株式会社スカイコム

①プログラマー職種

基本給）210,000円+諸手当（大学卒）
220,000円+諸手当（大学院修士修了）

※諸手当…残業手当

給与

9：00 ～ 17：30（休憩60分）※残業あり勤務時間

土・日・祝日、年末年始、夏季、慶弔、産前産後、育児、介護
（土・日・祝日に出勤する場合は振替を申請）

休日

昇給（年１回）／賞与（年２回）／各種社会保険完備／企業年金基金／
交通費全額支給／従業員共済組合／資格取得報奨金制度／
マイカー通勤可（駐車場代一部負担）

宮崎市老松2丁目2番22号
JR宮交ツインビル9階
0985-35-5126
1997年6月
75名（男性：52名／女性：23名）
recruitmiyazaki@skycom.jp

待遇

所在地

電話

設立 1億円資本金

従業員数

E-mail

関谷担当者

https://www.skycom.jp/HP

こちらも
チェック!

製品づくりの難しさ・楽しさを実感

PDFは昨今のテレワークの増加
により、紙に代わる媒体としてよ
り活発に活用されています。
私は入社3年目で、現場での情
報の入力や書類の承認の効率
化のため、タブレットでPDFに
様々な情報や手書きのサインを
入力できるアプリケーションの開発をしています。
アプリを使うだけではわからなかった開発の難しさを知ると共に、
徐々に製品が出来上がっていく様や製品を作り上げていく過程は、成
長を実感できとても楽しいです！

開発研修を受ける傍ら、製品の
試験も担当しています。スカイコ
ムの製品群はPDFをベースに、
クラウド、WebAPI、手書き入力
など様々な技術が詰め込まれて
おり、業務に携わりながらそれら
を学ぶことができます。
私は第2新卒で入社しましたが、関東で働いていた頃に比べ、時間や
環境にゆとりが生まれ、仕事もプライベートもより充実しています。
宮崎の地で共に技術力を磨き、役立つ製品を世に送り出しましょう！
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先輩からのメッセージ

企業情報

MESSAGE

製造業（電子部品・デバイス・電子回路製造業）

人事担当者からのメッセージ
創業81年・東証一部上場の電子部品メーカーです。
会社説明会は随時受け付けております!

■当社の求める人物像
・自らの仕事に責任を持って誠実に取り組む人
・仲間と価値観や目標を共有し、常に挑戦し
 続ける粘り強さを持っている人

機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

成長を実感できる、やりがいある仕事
K・Eさん（物質環境化学科／2013年卒業
工学研究科物質環境化学専攻／2015年修了）

双信電機株式会社
高機能電子部品で社会の
発展と人々の暮らしに貢献
各種フィルタ、コンデンサ等電子部品の設計、開発、
製造、販売や電磁波ノイズの測定、診断、対策を
行っている電子部品メーカーです。創業以来、マイ
カコンデンサを始め、フィルムコンデンサやノイズ
フィルタ、積層誘電体フィルタ、高周波部品、厚膜印
刷基板など独自の技術による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ます。私たち
の暮らしの中でますます重要となるコミュニケー
ションや自動車の進化、発展に対して、安心安全の
観点からも電子部品の役割は今後もさらに大きく
なっていきます。
双信電機は、世界中のお客様から最も信頼される
電子部品メーカーとなることを目指し、社会の発展
と人々の暮らしに貢献していきます。

①総合職 ②製品開発・設計職 ③生産技術・設備開発職 ④材料・プロセス開発職職種
基本給）212,500円+諸手当（大学卒）

229,500円+諸手当（大学院修士修了）
※諸手当…家族手当（子供手当）、住宅手当、時間外勤務手当、通勤手当等

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（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／通勤手当／住宅手当／地域手当／
家族手当／時間外勤務手当／各種社会保険完備

東京都港区芝浦1-1-1 浜松町ビルディング14階
03-5730-4503
1944年4月
770名（男性：528名／女性：242名）
personnel@soshin.co.jp

待遇

所在地

電話

設立 38億675万円資本金

従業員数

E-mail

（経営推進本部 人事部 東京人事課）
宗政、小栢（おがや）、佐野

担当者

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

こちらも
チェック!

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。そし
て現在、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。

休日は大自然に
囲まれてキャンプ！
英気を養っています

製造業（はんだ製品の製造・販売）

MESSAGE 先輩からのメッセージ

企業情報

人事担当者からのメッセージ
私たちと一緒に、地元宮崎から「日本」そして「世界」のものづくりを
「はんだ」で支えていきましょう！

機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

世界各国で使用されている
はんだ製品をつくっています！
みなさんが使用しているパソコンやスマート
フォンなどの電子機器、今や私たちの日常生活
に欠かせないものとなりました。
千住技研は、これら電子機器の内部に使用され
る「はんだ微粒子（マイクロボール、マイクロパ
ウダー）」を製造している会社です。
電子機器の小型化・多機能化が進むにつれて
年々需要が高まっており、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日本国内
のみならず世界各国へ出荷されています。
千住技研という社名を知らなくても、当社の技
術は皆さんの身の回りで活躍しているのです。
世界でも業界トップクラスのシェアと品質を提
供する当社で働いてみませんか。

■当社の求める人物像
・ものづくりに興味、関心のある方
・改善改良に意欲のある方
・地道に物事を最後までやり遂げられる方

千住技研株式会社

①設計・技術職 ②製造職 ③検査・検品職職種
基本給）194,700円+諸手当（大学卒）

212,500円+諸手当（大学院修士修了）
※諸手当…身分手当、通勤手当、食事手当、住宅手当 他

給与

8：25～17：15（休憩50分）勤務時間
土・日、GW、夏季休暇、年末年始、年間休日120日
※会社カレンダーによる

休日

昇給（年1回）／賞与（年2回）／特別賞与（業績に応じて年1回）／世帯主手当／
子女手当／有給休暇／慶弔休暇／産前産後休暇／育児休暇／
介護休暇／医療費一部会社負担制度／定期健康診断／
団体生命保険／ガン保険／社会保険完備／確定拠出年金制度

宮崎市佐土原町東上那珂17880番地25
0985-30-5520
2006年12月
102名（男性：49名／女性：53名）
sgc-saiyo@senju.com

待遇

所在地

電話

設立 9,500万円資本金

従業員数

E-mail

（管理課）荒木担当者

https://www.senju.com/ja/HP

こちらも
チェック!

世界の半導体市場を支える

今や当たり前となったスマート
フォンやパソコンなどのデータイ
ンフラを「はんだ」で支えている千
住技研。
私自身は品質保証課で品質を守
る仕事に携わっていますが、世の
中に貢献する製品に携わること
ができることに仕事の醍醐味を
感じます。
学生の方にはぜひ工場見学に来ていただき、私たちのものづくりを見
てもらえればと思います。

私はマイクロボール・パウダーの
製造や管理業務を担当していま
す。私たちが製造するはんだ製品
は、パソコンやスマートフォン等の
内部にある半導体に使用される
ため、日常生活の中で直接目にす
ることはなかなかありません。しか
し、現代の生活に欠かせない重要
なものの製造に携われることを誇
りに思います。また、当社には提案制度があり、自分たちで働きやすい
職場作りを目指して活動できる、とてもやりがいのある会社です。

K・Kさん（物質環境化学科／2014年卒業）

誇れる仕事、やりがいのある職場
Y・Yさん（製造部所属）
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先輩からのメッセージ

企業情報

MESSAGE
チャレンジできる会社

第一糖業はお砂糖やオリゴ糖の
生産販売をしている会社です。
私が入社した2017年度よりオリゴ
糖の生産が始まり、さらに今年度
から新たなオリゴ糖製品の生産に
向けた準備をしています。
私個人としても資格試験や改善
提案など様々なことにチャレンジしています。
一緒に会社としても個人としてもたくさんのチャレンジをしてみませんか。

M・Tさん（環境応用化学科／2017年卒業） 仕事以外も
充実!

機械系 電気・電子系 情報系化学系

食品製造業（砂糖精製業）

「セブン印のお砂糖」
南九州で唯一の
精製糖メーカーです。

■当社の求める人物像
コミュニケーション力とチャレンジ精神のある方
「仕事は楽しく」「明るく元気よく」「やるときはやる」

当社は１９６７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、国産100％の「沖縄・奄美のきびオリゴ」
の生産・販売を行っております。このオリゴ糖は
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。
一度工場見学へお越しください。

人事担当者からの
メッセージ
働きやすい環境が
整っていて、すごく
風通しの良い職場です。
一緒に仕事できることを
楽しみにしています。

総合職職種

基本給）174,000円＋諸手当（初任給：大学卒）
※諸手当…住宅手当：5,000～40,000円、通勤手当：9,940～17,290円、その他下記待遇等の手当

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121日※2019年度実績休日

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

日向市日知屋17371番地
0982-52-4162
1967年3月
65名（男性：61名／女性：4名）   
sk@daiichi-togyo.co.jp

待遇

所在地

電話

設立 4億5,000万円資本金

従業員数

E-mail

壹岐 浩和担当者

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

こちらも
チェック!

学術研究、専門・技術サービス業（上下水道及び建設コンサルタント業）

MESSAGE 先輩からのメッセージ

企業情報

土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

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、ラクビーの「One  fo r  
All : All 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。

人事担当者からのメッセージ■当社の求める人物像
チャレンジ精神があり、元気で明るい人 気になったら連絡ください。随時対応致します。

設計・技術職職種

基本給）198,000円+諸手当（大学卒）
208,000円+諸手当（大学院修士修了）

※諸手当…住宅、時間外、職務、技術、家族等

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／有給休暇／特別休暇／慶弔休暇／
産前産後休暇／育児休暇／介護休暇／社会保険完備

宮崎市生目台西３丁目７番地３
0985-50-5430
1964年３月
20名（男性：15名／女性：5名）
inoue@daiwacon.co.jp

待遇

所在地

電話

設立 3,000万円資本金

従業員数

E-mail

井上 誠担当者

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

こちらも
チェック!

サポートが充実した会社
K・Mさん（環境ロボティクス学科／2018年卒業）

日々の生活を支える会社
K・Sさん（社会環境システム工学科／2020年卒業）

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、
大学卒業時には土木の知識
はほとんどありませんでした。
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。弊社でも行っている職場体験など
で職場の雰囲気を感じることをお勧めします。

弊社では、生活に欠かすこと
のできない上下水道の計画策
定や設計などを行っています。
私は、地元宮崎で大学時代に
学んだことを活かし、地域貢
献するために入社を決めまし
た。入社してから日も浅く勉
強の日々ですが、先輩社員のご指導の下、楽しく業務に携わっていま
す。『上下水道』という生活に直結する仕事で、とてもやりがいを感じ
る仕事です。
宮大生の皆さんと一緒に働けることを楽しみにしています！
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先輩からのメッセージ

企業情報

MESSAGE

建設業（総合工事業〈一般土木工事・港湾工事〉、クレーンリース業）

人事担当者からのメッセージ
新入社員の仕事定着に力を入れています。
新たな谷口重機建設のカタチをつくりましょう！

■当社の求める人物像
協調性があり、上昇志向が強く
柔軟な発想ができる人

土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

他の建設業とは一味違う！
オンリーワン企業で
働きませんか？
当社は、県内全域を対象とする総合建設業と九州
全域を対象とするクレーンリース業を主な仕事と
している会社です。
建設業では、官公庁が発注する道路・河川・港湾海
岸の公共工事を受注し、施工をします。クレーン
リース業では、大型の350ｔ吊クローラクレーンか
ら小型の13ｔ吊ラフタークレーンまで大小様々な
規格のクレーンを有し、県内企業から大手ゼネコ
ンまで現場のニーズに合った機械が宮崎県だけで
なく九州各地で日々稼働しています。また、クレー
ン以外にも、建設機械や大型トレーラ等、重機オペ
レータやオールマイティな工事施工班も擁してお
り、この機動力を活かす施工管理は他の総合建設
業者では経験できない魅力です。

仕事もプライベートも
ステップアップ！！
K・Mさん（土木環境工学科／2015年卒業）

家族との
時間を大切に
過ごしています

①総合職 ②現場管理職職種

基本給）200,000円+諸手当（大学卒）
220,000円+諸手当（大学院修士修了）

※諸手当…通勤手当・資格手当・役職手当

給与

8：00～17：00（休憩100分）※時間外勤務有
※休憩…10：00～10：20、12：00～13：00、15：00～15：20

勤務時間

土（第2、第4）・日・祝日、年間休日95日休日

賞与（年3回）／昇給有／定期健康診断／交通費支給／
慶弔休暇／育児休暇 など

【日南本社】日南市大字下方1091番地
【宮崎支店】宮崎市阿波岐原町前浜4276-344

0987-27-1888
1980年9月
77名（男性：73名／女性：4名）
yuya-t@taniguchijuki.co.jp

待遇

所在地

電話

設立 2,245万円資本金

従業員数

E-mail

谷口 悠耶担当者

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

こちらも
チェック!

宮崎大学卒業後、入社し施工管理を担当して
います。これまで、港湾工事や舗装工事を担当
しました。昨年は、大規模な橋梁工事を竣工し
ました。年々、高難易度の現場に挑戦すること
で、自分の成長した所と未熟な所が確認でき、
より良い技術者へステップアップできている気
がします。私事ですが、昨年は結婚に娘の誕生
に家を建てて、プライベートもステップアップし
ています。これから皆様と一緒に働けることを
楽しみにしています。

建設業（電気工事業）

MESSAGE 先輩からのメッセージ

企業情報

人事担当者からのメッセージ
未経験者でも懇切丁寧に指導いたします。
経験者は更なるスキルアップできる支援体制が充実しております。

■当社の求める人物像
仕事を通じて「自己成長したい」と
前向きに考える方を歓迎します。

電気・電子系機械系

電気設備の設計施工保守迄
一貫した製造エキスパートを
めざします
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すべての設
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。
これまで培った技術と実績を元に更なる飛躍・
成長を目指して様々な分野から人材が集ってき
ている会社でもあります。今お持ちの技術を更
に現場で発揮してみたい方や異業種で経験のな
い方も丁寧な指導により着実に製造力を身に着
ける実感が持てるようになると思います。

①電機設計 ②配電盤組立 ③営業技術職種

基本給）175,000円＋諸手当（大学卒）
※諸手当…家族手当、通勤手当、資格手当、技術手当、
　　　　　役職手当等

給与

8：00～17：00（休憩90分）※時間外勤務有勤務時間

週休2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120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

宮崎市大字新名爪字谷廻4090番地14
0985-39-1921
2002年3月
21名（男性：18名／女性：3名）
tc0204@abeam.ocn.ne.jp

待遇

所在地

電話

設立 1,000万円資本金

従業員数

E-mail

川野 千穂担当者

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

こちらも
チェック!

挑戦したことが成果として
充実感が味わえる

弊社では高圧受変電設備や低圧
の配電盤、制御盤の設計製作・
改造改修、施工監理、発電設備
の設計施工・保守など幅広く活
動しています。私は電気関連は未
経験でしたが、先輩方のフォロー
もあり着実に技術を身に着けてい
くことが出来ています。電気関連
未経験から一人前の技術者に成
長した社員も多く、私も電気の資格を取得しながら一日も早く一人前
の技術者を目指しています。

S・Sさん（情報システム工学科／2009年卒業）

仕事に趣味に全力で取り組めます！
H・Sさん（工務部所属）

当社は各種電気設備の設計や施工、
受配電盤や制御盤、分電盤の設計、
製作、保守、改造、非常用発電設備の
設計、施工、保守などを主に幅広い分
野で活動しています。電気に関する知
識がない方でも、優れた技術を持った
先輩方が丁寧に指導してくださるの
で、安心して作業に取り組むことがで
きます。基本的に土日が休みなので仕
事も趣味も充実できる環境が整って
いる会社です。
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IT（総合ITソリューション）

MESSAGE 先輩からのメッセージ

企業情報

土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

デル・テクノロジーズ株式会社

■事業内容
当社は米国Dell Technologies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15万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！

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？

■当社の求める人物像
・積極かつ能動的に動ける方
・スピード感ある職場で、新しい知識を常に学びたい方
・お客様対応に興味がある方

人事担当者からのメッセージ
文理不問・IT初心者大歓迎！全てはお客様の為に！
その心意気をお持ちの方のご応募をお待ちしております！

テクニカルサポート職職種

基本給）273,500円+諸手当（大学卒）
280,000円+諸手当（大学院修士修了）

※諸手当…ボーナス、交通費、アワード制度あり

給与

平日9：00～17：30（休憩60分）※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

こちらも
チェック!

【本社】神奈川県川崎市幸区堀川町580番地ソリッドスクエア東館20F
【カスタマーセンター】宮崎市橘通東4-8-1 カリーノ宮崎 5F
044-388-6320
1989年6月
約3,000名（男性：2,000名／女性：1,000名）
JP_Dell_NewGrads2@Dell.com

所在地

電話

設立 3億500円資本金

従業員数

E-mail

（人事本部採用チーム）多田担当者

http://www.dell.comHP

迅速・丁寧に全力でサポート
S・Mさん（情報システム工学科／2011年卒業）

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。

テクニカルサポートは、ＤＥ
ＬＬ製品の技術的なお問い
合わせを対応することが主
な仕事です。
入社までは、大学のレポー
ト作成や動画を見る時ぐら
いしかパソコンを使用して
いなかったため知識に不安
がありましたが、充実した研修と頼りになる先輩のおかげで、今は
専門的な知識を身につけ、自信を持ってお客様サポートができてお
ります。最初はパソコンに詳しくなくても、安心して成長・活躍できる
企業だと実感しています。

充実した研修で安心して成長できる環境
H・Jさん（機械設計システム工学科／2020年卒業）

先輩からのメッセージ

企業情報

MESSAGE

放送業（テレビジョンによる基幹放送事業）

人事担当者からのメッセージ
次なる時代「Next50」に向け、私たちと一緒にどんどん新しいことに
チャレンジしていきましょう！

■当社の求める人物像
地元宮崎に貢献するために、放送局として
何が出来るのか、真剣にそしてポジティブに
考えられる方

土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

県民のライフライン・
県民に愛されるテレビ局に

私たちは、宮崎県にある民放局で、2020年4月に
開局50周年を迎えました。宮崎県は全国でも数
少ない民放2局地区で、テレビ宮崎はＦＮＮ
（フジテレビ系）とＮＮＮ（日本テレビ系）、ＡＮＮ
（テレビ朝日系）それぞれとニュース協定を結ん
でいます。ゴールデンタイムの番組編成も他県
とは大きく異なりますが、2局地区の利点を活かし、
若い世代の視点を取り入れながら、さらなる
成長を目指しています。
これまで歩んできた50年、県民の皆様に感謝し、
そしてこれから歩みだす「Nex t50」へ、地元
宮崎の将来を真剣に考え、そして私たちは何が
出来るのか、新しいことにチャレンジし続けて
行きます！

①総合職 ②営業職 ③事務職 ④技術職職種

基本給）196,400円+諸手当（大学卒・大学院修士修了）
※諸手当…住宅手当16,500円、研修手当10,000円、通勤手当5,000円

給与

9：30～18：00（休憩60分）※時間外勤務有勤務時間

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

休日

宮崎市　園2丁目78番地
0985-31-5111（代表）
1969年5月

175名（男性：108名／女性：67名）
jinji@umk.co.jp

待遇

所在地

電話

設立 3億3,000万円資本金

従業員数

E-mail

押川 晃一郎担当者

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

こちらも
チェック!

昇給（年１回）／賞与（年２回）／諸手当（住宅手当、子供手当、
教育手当、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）

テレビマンとして
やりがいを感じています
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エネルギー系コース／2018年修了）

入社３年目、中継の技術責任者や生番組での
スイッチャーなど徐々に大きな仕事を任せられる
ようになりました。最近では、台風10号の中継や
災害中継など、重要且つ緊張感のある仕事も任
せられテレビマンとしてのやりがいを感じています。
今後は大型イベントにも携われるよう日々の業務
に取り組んでいます。
テレビだけにとらわれず、宮崎をもっと盛り上げ
たいと思っている方にとって、魅力のある会社
だと思います。

趣味も
充実してます！

株式会社テレビ宮崎
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先輩からのメッセージ

企業情報

MESSAGE

輸送機器製造業（自動車向け小型モータ製造）

■当社の求める人物像
自ら学び、自ら考え、新たな価値の実現に
向けて挑戦し続けていく人

人事担当者からのメッセージ
各種教育制度やメンター制度を導入し、あなたをサポートする環境が
整っています。お気軽にご連絡下さい。

学び、やりがいのある職場
K・Aさん（電子物理工学科／2018年卒業
工学研究科工学専攻エネルギー系コース／2020年修了）

仕事以外も
充実♪

地域に、社会に、
　　　　 すべての人に。
株式会社デンソー宮崎は株式会社デンソーの
グループ会社で九州生産拠点として設立され
ました。
自動車用パワーウインドウモータ、パワーシー
トモータ等を生産し、世界の自動車メーカーに
収めています。その搭載率は世界で30％、国内
では80％を誇っております。今後の自動車の
電動化、様々な機能の自動化により、モータの
需要は増加の一途をたどっております。
デンソースピリットの理念に基づき、世界に通
用するモノとサービスを提供し、永続的に地域
から愛される会社、地域にとってかけがえのな
い会社づくりを目指しております。

私は製品を生産するための設備や工程
を設計する生産技術という部署に配属さ
れました。現在は、主に新製品対応に向
けた治具の設計に携わっています。まだ
分からない事も多くありますが、上司、先
輩に教わりながら1つずつ仕事を学んで
います。我が社で生産されたモータが自
動車業界を支えている事や、自分が設計
に携わったものが形になることでやりが
いを感じることができます。

株式会社デンソー宮崎

電気・電子系機械系

①技術職 ②事務職職種

基本給）195,000円+諸手当（大学卒）
205,000円+諸手当（大学院修士修了）

※諸手当…通勤手当、時間外手当、家族手当、家賃補助(遠方者のみ)

給与

8：40～17：20（休憩45分）勤務時間

夏季、GW、年末年始休暇(各10日程度)、完全週休2日制休日

昇給（年1回）／賞与（5.1ヵ月分※2019年実績）／
有給休暇／産休・育休/退職金制度/労働組合

東諸県郡国富町大字木脇4188
0985-75-1236
1991年4月
431名（男性：339名／女性：92名）
※2020年4月時点

kiyoshi.shiiba.j7p@jpgr.denso.com
待遇

所在地

電話

設立 1億5,000万円資本金

従業員数

E-mail

椎葉 澄担当者

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

こちらも
チェック!

1日あたり15万台のモータを部品から一貫生産

情報サービス業（ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業）

MESSAGE 先輩からのメッセージ

企業情報

土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

■当社の求める人物像
当社では様々な業種の方と接する
機会が多いので、コミュニケーション力を
重視しています。

人事担当者からのメッセージ
企業見学、Web面談はいつでも受け付けています。
お気軽にご連絡ください。

株式会社デンサン
情報システムサービスの
プロとして宮崎に貢献します
デンサンは1966年設立以来、コンピューター・
パソコン・ネットワークという幅広い分野で、シ
ステム化の企画・設計から構築・運用まで、「総
合的な情報システムサービスのプロ」として取
り組んでまいりました。そして、官公庁、諸団体、
医療機関、民間企業など地域の様々なお客様へ
のサービスを重点に、「お客様のお役に立ちた
い」その一心で、半世紀以上にわたって、新しい
分野や商材に挑戦し続けております。
変化の激しいIT業界にあって、これからのDX時
代を生き抜くためには、社員一人ひとりの多様
性と成長意欲は不可欠と考え、“人材育成”はも
とより、社員が働きやすい環境づくりにも努めて
います。

①営業職 ②システムエンジニア ③プログラマー職種

基本給）180,000円+諸手当（大学卒）
183,000円+諸手当（大学院修士修了）

※諸手当…通勤手当：実費（車通勤は一律10,000円）
　　　　　地域手当：東京37,000円程度・福岡27,000円程度

給与

9：00～17：30（休憩60分）※時間外有り勤務時間

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

宮崎市大字赤江字飛江田224番地
0985-56-4111
1966年12月
212名（男性：139名／女性：73名）
soumubu@densan-soft.co.jp

待遇

所在地

電話

設立 6,000万円資本金

従業員数

E-mail

岩崎 千恵子担当者

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

こちらも
チェック!

情報系専攻でなくても
活躍できる会社

当社では、システムの設計から保
守まで幅広いサービスを提供して
おります。宮崎の企業はもちろん、
福岡・東京を中心とした他県の企
業のニアショア開発など、宮崎で
働きながら多岐にわたる経験が
できるのも魅力の一つです。丁寧
な指導をして頂ける積極的な若
手育成環境が充実した会社ですので、プログラミングを専攻としてい
なかった私でも、やりがいを感じながら仕事に取り組めており、充実し
た日々を過ごしています。

地方自治体様向けのシステム開
発、導入、運用、保守サポートを
行う部署に所属しています。
デンサンはOJT制度が充実して
おり、分からないところは一から
丁寧に教えて下さるので、今まで
ITについて専門的に勉強してこ
なかった私でも、毎日楽しく仕事
ができています。また、幅広い分野のお客様を相手にしているので、
仕事内容も様々で、いろんな仕事に関わることができる点も、魅力
に感じています。

K・Kさん（環境ロボティクス学科／2020年卒業）

ITで宮崎をサポートする会社
S・Tさん（農学部 植物生産環境科学科／2020年卒業）
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先輩からのメッセージ

企業情報

MESSAGE

製造業（医療機器製造業）

人事担当者からのメッセージ
工場見学は随時受付しています。気軽にご連絡ください。
お待ちしています！

■当社の求める人物像
明るく、前向きな姿勢を持ち、
コミュニケーション力のある人

丁寧な指導で一から学べます。

国内トップシェア、また世界30ヵ
国以上に輸出を行っている宮崎
県スタートの医療機器メーカー
です。
入社1年目から製造、開発、検査
など多くの業務に携わることが
できます。また、研修として半年ごとに部門配属があるので様々な医療
機器に対する知識を深めることができます。宮崎大学出身者も数多く
在籍しており、気軽に相談できるのも魅力の一つです。一緒に医療の
発展に貢献できる仕事をしてみませんか。

R・Tさん
（機械設計システム工学科／2020年卒業） 仕事以外も

充実♪

機械系 電気・電子系化学系

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、静脈用留置針、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
によって当社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、静脈用留置針
は国内において40%～50％台のトップシェ
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。

①現場管理職 ②研究開発職職種

基本給）200,000円+諸手当（大学卒）
210,000円+諸手当（大学院修士修了）

給与

8：00～17：00（休憩80分）

※諸手当…通勤手当、住宅手当、交替手当、職能手当

勤務時間

週休2日制、夏季休暇、冬季休暇、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

日向市大字日知屋字亀川17148-6
0982-53-8000
1973年6月
759名（男性：354名／女性：405名）
jinji@togomedikit.co.jp

待遇

所在地

電話

設立 9,000万円資本金

従業員数

E-mail

安藤 秀一担当者

https://www.togomedikit.co.jpHP

こちらも
チェック!

先輩からのメッセージ

企業情報

MESSAGE

環境計量証明業（環境測定・分析・検査サービス）

■当社の求める人物像
仕事を通じて様々なことに興味を持ち、
積極的に学び、自分で考え実行する、
未来志向で挑戦し続ける人材

土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

『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10ヶ所の営
業所と3ヶ所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。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。

㍿東洋環境分析センター

人事担当者からのメッセージ
仕事を通じて社会・地域貢献を希望する方をお待ちしております。

①総合職 ②営業職 ③事務職 ④検査・検品職職種

基本給）183,000円+諸手当（大学卒）
188,000円+諸手当（大学院修士修了）

※諸手当…通勤費、資格手当 等

給与

【変形労働時間制】8：30～17：30（休憩60分）を基本に、
シフト制による実働8時間

勤務時間

年間105日：日曜日、祝日、公休（平日3～4日/月）、夏季休暇、
年末年始休暇、年次有給、特別休暇（慶弔、産休、育休等）

休日

宮崎市田代町100番地
0985-24-1122
2002年6月

150名（男性：85名／女性：65名）
miyazaki@let-toyokankyo.com

待遇

所在地

電話

設立 7,000万円資本金

従業員数

E-mail

田尻 裕貴・竹﨑 康博担当者

http://www.let-toyokankyo.comHP

こちらも
チェック!

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

若い力を地域貢献に役立ててみませんか？
A・Kさん
（農学部動物生産学科 草地生産学コース／2003年卒業）

仕事以外の時間も
楽しんでいます♪

私は、大学を卒業して現在に至るまで、水質
検査グループで水質検査を担当しています。
ライフラインの一つである水道水の水質検
査に関わり、災害時には水道復旧のための
緊急検査を行うなど、地域貢献を実感でき
るとても誇りの持てる仕事です。職場には
若い世代も多く、先輩社員と一緒に日々技
術の向上に励んでいます。皆さんの若い力
を私たちと一緒に地域貢献へ役立ててみま
せんか？
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建設業（総合工事業）

MESSAGE 先輩からのメッセージ

企業情報

土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

人事担当者からのメッセージ

■当社の求める人物像
チャレンジ精神が旺盛で、
「やると決めたらとことんやる！」
「ものづくりが大好き！」という想いのある人

ひなた創生のための奨学金返還支援企業の認定を受けております。
利用できる制度は有効に活用しましょう！

富岡建設株式会社
未来の夢を  明日のカタチへ
～地域を守り、地域に貢献～
宮崎県南部に位置する温暖で緑豊かな山々とコ
バルトブルーの海に囲まれた地形から海の幸・
山の幸が豊富な土地、日南市で創業６９年を迎
える富岡建設です。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。業務は土木工
事、港湾工事、舗装工事と多岐にわたり、宮崎県
発注のトンネル工事も共同企業体で受注してい
ます。福利厚生面では、一昨年の４月から働き方
改革を取り入れ、完全週休二日制を導入し年間
休日日数約１２０日を実施しました。また年間を
通し様々なイベントを実施しながら、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』をしてみませんか。

現場管理職職種

基本給）２０２,０００円+諸手当（大学卒・大学院修士修了）
※諸手当…携帯電話手当、現場手当、家族手当等

給与

８：００～１７：００（休憩９０分）※時間外勤務有り勤務時間

年間休日１１8日（令和2年度実績）
※土、日、ＧＷ、夏季、年末年始等、会社カレンダーあり

休日

各種保険完備／退職金共済／有給・育児・介護・看護休暇／
資格取得補助制度／昇給（年１回）／賞与（年２回）／
定期健康診断／制服支給／マイカー通勤可（無料駐車場あり）

日南市大字平山２２９２番地４
０９８７-２３-１２３６
１９５１年１２月
67名（男性：６2名／女性：5名）
info@tomioka-kk.co.jp

待遇

所在地

電話

設立 9,900万円資本金

従業員数

E-mail

（総務部）矢野・石灘担当者

https://www.tomioka-kk.co.jp/HP

こちらも
チェック!

将来、自分の子どもに自慢が出来る！

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。土木関係の仕事に就くの
は初めてで知識・経験がほと
んどない状態でしたが、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、毎日が楽しくて仕方あり
ません。現在は主に写真管理・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共に「ものづくり」に
チャレンジしませんか。

幼い頃から「ものづくり」が好
きで、仕事の内容を聞くうち、
だんだん興味が湧いてきて
『女性技術者として社会に貢
献したい』『いろんな資格を取
得したい』と思うようになり入
社しました。現在は主に写真
整理や書類作成、現場にも少しづつ出てやり甲斐を感じています。
社内は雰囲気も良く、明るく楽しい職場です。女性の技術者は私を
含め二人なので少しでも建設業に興味のある同性の方が入社して
くれると嬉しいです。

S・Yさん（物質環境化学科／2014年中退）

働きやすい環境で地域に貢献
T・Nさん（工事部所属）

木材・木製品、パルプ・紙・紙加工品製造業（一般製材）

MESSAGE 先輩からのメッセージ

企業情報

土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

■当社の求める人物像
1.明るく元気のある方
2.積極的でチャレンジ精神のある方
3.興味関心のある方

外山木材株式会社
木と共に109年、
日本一を目指す製材工場

大正2年に創業し、今年で創業109年目です。
木材産業は比較的、歴史のある企業が多いで
すが、その中でも老舗にあたります。年間原木
消費量250 ,000㎥と国産材製材工場の中で
は、全国3本の指に入る生産量で品質に関して
も日本トップクラスです。都城市に3つの大型
工場を有しており、2019年1月には約45億円
を投じ、志布志工場（70～80名が勤務）を稼働
させました。近代化工場として年々品質を高
め、全国に製品を販売しております。これからも
日本一の製材工場を目指し、地域基幹産業で
ある木材産業を盛り上げて参ります。
企業PV公開中 YouTubeにて「外山木材」と検索ください。

人事担当者からのメッセージ
共に日本一の製材工場を目指していける方の募集を待っています！
インターンシップや工場見学だけでも随時募集しております。
お気軽にお問い合わせください。お待ちしております。

①総合職 ②営業職 ③事務職 ④現場管理職 ⑤研究開発職職種
基本給）【総合管理職】155，０００円＋諸手当（大学卒）

基本給）【一般管理職】145，０００円＋諸手当（大学卒）
※諸手当…固定残業手当35,000円（29H分）､精勤手当10,000円､通勤手当（上限5,000円まで）

※諸手当…固定残業手当30,000円（26H分）､精勤手当10,000円､通勤手当（上限5,000円まで）

給与

8：00～17：10（休憩70分）勤務時間
毎週日曜※土曜日・祝日の休日は会社カレンダーにより決定。
GW・夏季・年末年始、年間休日105日

休日

通勤手当（上限：5,000円）／精勤手当（10,000円）／
服装自由（一部制服着用）／退職金共済制度（1年以上）／
定期健康診断／慰安旅行／誕生日贈物 など

都城市八幡町18街区7号 
0986-22-0176
1913年3月
191名（男性：155名／女性：36名）
soumu@toyama-woodsupport.com

待遇

所在地

電話

設立 3,700万円資本金

従業員数

E-mail

有馬 菜里担当者

http://toyama-woodsupport.comHP

こちらも
チェック!

若手の社員が多く、
とても活気のある会社です！
F・Eさん（営業部所属）

日本一を目指す会社で
やりがいを感じます！
T・Tさん（他大学 文系／2014年卒業）

若手が多く、とても活気があります。
先輩上司も部下の意見に耳を傾け
てくれます。最初は、基本的な事か
ら丁寧に指導してもらえます。ある
程度すると自分で考え動くことも推
奨されるので、物凄く成長できる環
境です。正直、仕事は厳しいです
が、その分しっかりと評価して貰え
るので、働き甲斐はあります。先輩
も面倒見が良く、プライベートでのお誘いもよく頂きます。
仕事もプライベートも充実させたい方、是非一緒に働きましょう！

木材業は年配の方が多いイメージ
でしたが、実際は若い人が多く、社員
同士も仲良く、コミュニケーションが
取れています。先輩・上司は仕事には
厳しいですが、細かい指導までして
頂き、働き甲斐のある職場です。
平日仕事を頑張った分、休日はしっ
かりリフレッシュするようにしていま
す。社会人になってからも学生時代
とは違った意味で充実しています。皆
さんも是非一緒に頑張りましょう。
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土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

食料品・飲料・たばこ・飼料製造業（飼料肥料の製造・養豚業・鰻養殖業）

MESSAGE 先輩からのメッセージ

資源循環型社会の構築を目指して

企業情報

K・Nさん
（農学部森林緑地環境科学科／2015年卒業）

K・Aさん
（物質環境化学科／2013年卒業）

■当社の求める人物像
向上心が強い方！
行動力がある方！
情熱をもって仕事に取り組みたい方！

こちらも
チェック!

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FYC
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。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。

人事担当者からのメッセージ
興味のある方はメール
もしくはお電話にて
ご連絡ください！！

総合職職種

基本給）200,000円＋諸手当（大学卒）
212,000円＋諸手当（大学院修士修了）

※諸手当…通勤手当 最大28,000円（距離に応じて）

給与

8：30～17：30（休憩60分）※現場により交代制勤務あり勤務時間

現場シフトによる週休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（最大20日付与）／慶弔休暇／育児介護休暇／
社会保険完備／従業員持株会／奨学金返還支援制度

都城市高城町有水1941番地
0986-53-1041
1973年１月
244名（男性：210名／女性：34名）
saiyou@nangokunet.co.jp

待遇

所在地

電話

設立 9,000万円資本金

従業員数

E-mail

（管理部総務課）嶽本（たけもと） 担当者

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

農畜産分野へ貢献できる会社

弊社は、畜産の不可食部位を中心
とした原料で、飼料や肥料を製造
し、家畜糞尿をエネルギーに変えて
工場を稼働しています。又、養豚や
養鰻、農業にも力をいれており、循
環型社会を目指した会社です。私
は、図面作成や機器の選定・管理を
行っています。今の職種は私にとって大学で学んできた専門分野とは異
なり、難しく感じることもありますが、日々恵まれた人間関係の中で、成
長しながら取り組める魅力のある会社だと思います。

弊社は、人が食べることの出来な
い、畜産物や魚などの骨や内臓を
熱処理し、家畜の飼料原料や肥料
原料の製造を行っています。工場で
使用する熱エネルギーや電力につ
いても家畜のふんを燃料としたバ
イオマス発電ボイラーにてまかなっ
ています。私は飼料営業課の一員として原料調達、原料鮮度管理の
仕事を行っています。分からないことは先輩社員が快く教えてくれま
す。弊社は環境にも人にも優しい会社だと思っています。

先輩からのメッセージ

企業情報

MESSAGE

自動車部分品・附属品製造業（自動車エンジン、ブレーキ、ミッション、シートベルト等部分品）

「宮崎から世界へ」
冷間鍛造技術で
自動車産業を支える
ニチワは溶接ナットをはじめ、ミッション、ブレー
キ、エンジンなど約300種類の自動車用精密部
品を製造しています。製品づくりでは冷間鍛造
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、鍛造
から切削、研削、タッピングなどを一貫して手が
けており、鍛造用金型の１００％自社開発を行っ
ています。また、自動車業界特有の系列に属さ
ず、車種やメーカーに合わせた設計・開発が可
能で、高品質な製品を量産できるため、国内各
メーカーの厚い信頼を得ています。「すべての
人に身近な車だからこそ、良い製品を作る責任
がある」。私たちが作った部品で車が安全に走る
ことが、喜びであり願いです。

■当社の求める人物像
・ルールが守れ、困り事を素直に相談出来る
・明るく元気で、仕事やプライベート、
 健康面で自己管理が出来る

人事担当者からのメッセージ
自動車用精密部品を製造･販売し、自動車産業を支えています。
奥深い冷間鍛造技術に挑戦してみませんか？

高品質な金属部品を世界へ発信
Y・Kさん
（機械システム工学科／2014年卒業）

何事にも
全力で!

電気・電子系 物理系機械系

株式会社ニチワ

①設計・技術職 ②研究開発職職種

基本給）180,000円＋諸手当（大学卒）
200,000円＋諸手当（大学院修士修了）

※諸手当…家族手当、通勤手当（上限なし実費支給）

給与

8:00～17:15（休憩75分）※時間外有り勤務時間

年間休日１２０日、土・日、ＧＷ、夏季、年末年始は約９日間休日

昇給（年1回）／賞与（年2回）／各種保険完備／
時間単位有給休暇制度／資格取得支援制度

日南市大字上方字大内田1765番地
0987-27-1311
1973年12月
171名（男性：139名／女性：32名）
k-isoe@nichiwa-corp.co.jp

待遇

所在地

電話

設立 3,000万円資本金

従業員数

E-mail

磯江 邦洋担当者

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

こちらも
チェック!

就活時から機械メーカーを希望。
専門性を活かせるニチワを選びました。
私が所属する部署には同窓の先輩たちも多く、
丁寧な指導を受けることができました。私の業
務は、冷間鍛造技術で自動車部品を作るため
の金型の設計です。鍛造は非常に難しい技術
ではありますが、その分奥深さを感じています。
学生のうちは遊びも全力で、何ごとも使命感を
持って取り組んでほしい。
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先輩からのメッセージ

企業情報

MESSAGE

情報通信業（通信業）

人事担当者からのメッセージ
WEB説明会のほか、社員インタビューや会社の雰囲気を
動画で公開中です！ぜひご覧ください。

■当社の求める人物像
自ら学び、行動し、自身の成長や
挑戦を楽しめる方

機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

東証マザーズ上場！
IT推進で繋ぐ想い、
未来に誇れる仕事を。

宮崎から不動産業界のIT化を推進するリーディ
ングカンパニーとして全国11拠点へ進出。創業
26年のノウハウを活かし、住生活そして私たち
自身の未来に誇れる「新しい価値づくり」に挑戦
し続けています。
2020年7月31日に東証マザーズへ上場！企画
から開発・販売・サポートと全て自社で行い、お
客様の想いを商品にしっかり反映できる体制を
整えています。また、提供しているITソリュー
ションは、業界トップクラスのシェアを誇り、お客
様の求める本質をついた『コトの提供』にこだわ
ることで全国のお客様から選ばれています。
新たなステージでの躍進、そして成長を楽しめ
る環境で活躍しませんか？

①営業職 ②システムエンジニア ③プログラマー職種

基本給）【開発職】200,000円+諸手当（大学卒）
【営業職】東京：220,000円＋諸手当（大学卒）

埼玉・名古屋・大阪：210,000円+諸手当（大学卒）
その他地域：200,000円+諸手当（大学卒）

給与

9：00～18：00（休憩時間60分）※時間外有り勤務時間

土・日・祝、誕生日休暇、夏季・冬季休暇、慶弔休暇休日

都城市上町13街区18号
0986-25-2212
1994年8月

239名（男性：154名／女性：85名）
jinji@n-create.co.jp

待遇

所在地

電話

設立 6億8,644万円資本金

従業員数

E-mail

大村、酒匂担当者

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

こちらも
チェック!

昇給（年1回）／賞与（年2回）※業績連動／健康保険／
厚生年金／雇用保険／財形貯蓄／従業員持株制度／
歓迎会・忘年会／スポーツ施設利用割引

日々、成長を実感できる環境！

私は工学部を卒業後、営業としての
キャリアを選びました。社会人として
も営業としても1年目で、何もかもが
初めての環境でしたが、ここには不
安を感じた時に、しっかりと支えてく
れる先輩社員がたくさんいらっしゃ
います。入社時と比べ、今では一人
の社員として貢献できている、成長していると日々実感しています。
弊社は「新しい自分に挑戦したい」という想いを全力でサポートします。
ぜひ私達と一緒に成長していきましょう！

N・Yさん
（情報システム工学科／2020年卒業） 自分の成長に

つながる
環境です

日本情報クリエイト株式会社
アウトソーシング（ビジネスサポート業務）（事務・ヘルプデスク・コール業務・ヘルスケア・採用業務のサポート）

MESSAGE 先輩からのメッセージ

企業情報

土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

■当社の求める人物像
誰かの役に立つようなサポート向きの方や経験から
推測して考える方、能動的に行動する方は大歓迎です！

人事担当者からの
メッセージ
すべての“はたらく”が、
笑顔につながる社会
「はたらいて、笑おう」を
一緒に体現しましょう！

パーソルワークスデザイン株式会社
お客様が本業に集中し、成長できる
環境をデザイン&サポートする
■社名由来
「パーソル」は“人”（PERSON）の成長を通じて社会課題を
“解決する”（SOLUT ION）という意味の造語であり、
「ワークスデザイン」には"仕事を企てる"という意味を込め
ています！
■事業内容
我々は、アウトソーシングという業種に該当します。“お客
様が本業に集中できる環境づくり”のために「課題を解明
するコンサル」から「実運用」まで一気通貫サポートを行っ
ています。
■サービス×キャリア
ヘルプデスク、ヘルスケア、採用から事務、コールセンター
と広く展開をしてるため、様々な業界と接点があります。
コンサル⇔運用の異動も可能なため、サービス×職種で多
様なキャリアが描けます！

総合職（営業、事務、ユーザーサポート）職種

基本給）【総合職】九州圏180,000円+諸手当（大学卒）
【総合職】関東圏212,400円+諸手当（大学卒）

※諸手当…通勤交通費、時間外・深夜・休日等割増、
　　　　　インセンティブ、管理職手当

給与

シフト制（8時間勤務）※例9：00～18：00（休憩60分）勤務時間
週休2日制、有給休暇（初年度10日）、フレックス休日（3日）、
出産・育児休暇、介護休暇 他

休日

【本社】東京都豊島区池袋2-65-18 池袋WESTビル
【宮崎】宮崎市錦町1-10宮崎グリーンスフィア壱番館6F
【学生】0120-761-585／【企業】03-5960-7277
1971年1月
1792名（男性：533名／女性：1259名）※パート含

pwd-recruit@persol.co.jp

待遇

所在地

電話

設立 9,365万円資本金

従業員数

E-mail

赤峰 次美担当者

https://www.persol-wd.co.jp/HP

まずは
エントリーを!

確定拠出年金／持株会／各種保険完備／定期健康診断／
昇給（年１回）／賞与（年2回：1.6ヶ月～※グレード／評価により異なる）

自身の業務で社会が変わっていく
実感を持てる！！

自身のキャリアビジョンを上長との
面談で定め、なりたい自分をゴー
ルに日々成長できる会社です。ま
た、ITサポートの業務ではユー
ザー様から「ありがとう」の言葉を
いただくことが多く“クライアント
様のお困りごとを解決することで
その先にいる人々の生活が豊かに
なる”実感を持つことができ、胸を張って仕事に取組むことができます。
ビジョンである、人と組織の成長創造インフラを目指し、共にはたらいて
笑いましょう！

入社経歴に関係なく、挑戦できる
機会をいただくことができます！
もちろん、その分責任感も増して
いきますが、比例して手応えも増
え、自身の成長を感じながら働くこ
とができています。
また、未経験の仕事を行う時や悩
んだ時には上司や同僚がサポート
してくれるので、安心して業務に挑戦することができます。
入社して8年目に入りましたが、常にチャレンジできる環境だと実感
しています！！

T・Hさん（教育文化学部 人間社会課程社会システムコース／
2018年卒業）

共に挑戦・成長できる会社
T・Aさん（物質環境化学科／2013年卒業）
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企業情報

設計・技術職職種

基本給）186,000円+諸手当（大学卒・大学院修士修了）給与

８：３０～１７：３０（休憩６０分）勤務時間

４週８休（年間休日数１０５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／資格手当

宮崎市青葉町５３
0985-24-1909
1974年8月
１４名（男性：１３名／女性：１名）
senriuchi.osamu@pitec.co.jp待遇

所在地

電話

設立 1,200万円資本金

従業員数

E-mail

千里内 修担当者

http://www.pitec.co.jpHP

こちらも
チェック!

無線技術で地域に安心・安全を
O・Sさん
（応用物理学科／1985年卒業）

仕事も趣味も
充実した

日々です♪

建設業（電気工事、電気通信工事業）

地域の安心・安全を守るために
貢献していきます
弊社は1974年8月、宮崎県防災無線ネット
ワークが整備された際に施工、保守、点検を行
う会社として設立されました。現在、宮崎県防
災行政無線の保守点検業務（４３年目）に加え、
各市町村防災行政無線や、ダム警報局の保守
点検業務、企業様向け業務用無線、タクシー無
線等の施工保守など、様々な無線システムに携
わっております。近年増え続ける地震や大雨災
害の対策として、情報通信伝達システムの基盤
整備が注目されております。人命財産を守る重
大な設備機器を取り扱う防災行政無線におい
ては、高度な技術力と万全な保守サービス体
制で取り組み、地域社会に貢献することを目指
しております。

■当社の求める人物像
・根気よく仕事に取り組める方
・向上心のある方
・チャレンジ精神旺盛な方
・リーダーシップをとれる方

物理系電気・電子系

人事担当者からのメッセージ
確かな技術・資格を身につけて社会貢献に役立てたいと考えている方、
大歓迎です。

先輩からのメッセージMESSAGE

ＰＩテクノ株式会社

私は今年の5月で定年となりましたが、まだ
しばらくはお世話になります。30数年間、
無線畑を歩いてきましたが、入社当初は右
も左もわからず随分と苦労したことが思い
出されます。私自身も努力を重ねましたが、
何より諸先輩方の丁寧な指導があって、今
日までやってこれたと実感しています。社員
同士、良い意味で競い合い成長していくの
を常に目指す、技術屋さんの集まった少数
精鋭の会社です。

先輩からのメッセージ

企業情報

MESSAGE

情報通信業（放送・通信業）

■当社の求める人物像
・様々な分野に興味を持ち、
 あらゆる環境に対応できる柔軟な人
・向上心を持ち努力ができる人

能力向上支援が厚い、未来志向の会社
T・Yさん（農学部食料生産科学科／2010年卒業
農学研究科生物生産科学専攻／2012年修了） お菓子づくりが

得意です♪

土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

BTV株式会社
地域に愛され、地域をつなぐ
ケーブルテレビ局
弊社は、都城に本社を置く地域密着型のケーブ
ルテレビ局として1996年に創業しました。
主に、ケーブルテレビ、インターネット、固定電
話、スマホ等のサービスを提供しています。現在
では、地域の皆様からの支えもあり、都城本社
以外に日南局、西諸局、鹿児島局、志布志局の全
5局にてサービスを提供できるようになりまし
た。地域特有の番組制作や障害等の迅速な対応
は、地域密着型の“BTV”だからこそ出来る事で
す。地域の方より感謝の言葉を頂く機会も多く、
非常にやりがいを感じる事が出来る仕事です。
また、会社の雰囲気も明るく、入社してからの研
修も充実しているなど、とても働きやすい環境
が整っています。

人事担当者からのメッセージ
宮崎・鹿児島を一緒に盛り上げていきましょう！
興味を持った方は、お気軽にご連絡ください。

①総合職 ②営業職 ③事務職 ④技術職職種

基本給）２０２，０００＋諸手当（大学卒・大学院修士修了）
※諸手当…条件に応じ通勤手当・住宅手当・住宅ローン手当・扶養手当等

給与

８：３０～１８：００（休憩９０分）勤務時間

土・日・祝日・GW・夏季休暇・年末年始※年間休日120日程度休日

昇給（年1回）／賞与（年3回）／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 等

都城市中町１街区７号
０９８６-２７-１7００
１９９６年８月
128名（男性：77名／女性：51名）
btvsoumu@btvm.co.jp

待遇

所在地

電話

設立 4億8,500万円資本金

従業員数

E-mail

吉田（康）・常森担当者

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

こちらも
チェック!

私は、現在営業部に所属し、私自身の専任業務
以外にも新サービスの商品企画に積極的に関わり、
時には制作部とコラボして番組を制作し、営業
PRも行います。何か新しいことに挑戦するときは
毎回、準備が大変で緊張もしますが、外部研修に
参加し、様々な経験をしながら、さらに別のやり
たい仕事に対する気持ちも生まれてきます。チャ
レンジ精神に富む社風と環境を、私は大いに活用
させていただいています。
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先輩からのメッセージ

企業情報

MESSAGE

土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

卸売業（高圧ガス・溶材・機械工具販売）

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

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ます。
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
ています。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。

■当社の求める人物像
・目的意識を明確に持っていける人
・仲間と共通認識を持ち、価値観を同じくし、
 行動できる人

人事担当者からのメッセージ
会社見学を随時行なっております。
是非電話もしくはメールにてお問合せください。一緒に働きましょう！

営業職職種

基本給）【営業職】199，000円+諸手当（大学卒）
※諸手当…営業手当7,000円、乗務手当1,000円～3,000円、
　住宅手当(支給要件を満たした場合)

給与

8：00～17：00（休憩60分）※時間外有り勤務時間

土・日・祝日、年末年始※年間休日120日程度休日

延岡市桜園町86番地１
0982-33-3121
1948年10月

53名（男性：41名／女性：12名）
info@hinodesanso.jp

待遇

所在地

電話

設立 3,200万円資本金

従業員数

E-mail

髙橋 隆徳担当者

http://www.hinodesanso.jpHP

こちらも
チェック!

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

日々奮闘中

高圧ガスはもちろんですが、様々な
商品・機械・工具の販売を行っていま
す。お客様への誠実で確実な対応を
心掛け、言われたことだけをするので
はなく、+αで返すことをモットーにし
ています。弊社は今年創業８6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。

T・Sさん（工業化学科／1992年卒業
工学研究科工業化学専攻／1994年修了）

休日は
相棒との時間を
楽しんでいます!

情報通信業（システムの企画・開発・運営）

MESSAGE 先輩からのメッセージ

ライフラインを支える誇り

企業情報

K・Hさん
（他大学 理系／2017年卒業）

J・Hさん
（材料物理工学科／2004年卒業）

土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

人事担当者からのメッセージ

株式会社ひむか流通ネットワーク
流通業システムに特化した
宮崎で唯一の会社です
私達は、昭和63年の設立当初から地域の小売
店舗様・卸売業者様・生産者様の業務効率化の
支援をミッションとし、店舗システム、EDIサービス
や自動発注システムなど流通業に特化したシス
テムの企画提案・開発・運営を行っています。
今後は人工知能（AI）の活用を加速させ、需要
予測やデータ分析等に注力していきたいと考
えており、斬新なアイデア等、若い力を必要と
しています。
生産者から小売店舗、そして消費者へ、物流の
根幹をなす、社会に欠かせない流通システム
事業を展開する、宮崎で唯一の会社です。
私達と一緒に宮崎の流通業を支えてくれる若者
を募集しています。

■当社の求める人物像
周囲との和を尊びながら、
あらゆることに興味を持ち、
会社と自らの成長に尽力できる人

服装や髪形等の自由度が高く、風通しの良い、フランクな社風です。
有休も取りやすいですよ。

①システムエンジニア ②プログラマー ③研究開発職職種
基本給）187,500円+諸手当（大学卒）

基本給）201,200円+諸手当（大学院修士修了）
※諸手当…固定残業代18,800円
※固定残業代は12時間分を見込んでおります。

※諸手当…固定残業代17,500円
給与

7：00～19：00内でフレックスタイム制※シフト勤務有勤務時間
土・日・祝日、夏季休暇、年末年始休暇休日
昇給（年1回）／賞与（年2回）／交通費支給／有給休暇／
慶弔休暇制度／育児・介護休暇制度／定期健康診断／
社会保険完備／部活動／社員親睦会（年2回）

宮崎市北川内町下釘崎5539 廣建設ビル1F
0985-64-1430
1988年3月
34名（男性：23名／女性：11名）
himuka-recruit@hdnc.jp

待遇

所在地

電話

設立 4,000万円資本金

従業員数

E-mail

森 聖加担当者

https://www.hdnc.jp/HP

こちらも
チェック!

自分次第で大きく成長できる職場です

私は流通関連、PC関連の知識が
皆無の状態で入社したのですが、
業務中の失敗や経験を積み重ねて
自分の知識としてきました。当社は
本人のやる気次第で、楽しさが大
きく変わる会社です。積極的に取り
組めば、知識は深まり自ずと仕事も
楽しくなります。社内環境も、そういった積極性は大いに受け入れて
くれる状態ですので、色々な人間に助言をもらいながらチャレンジ
できます。共に成長しながら楽しく仕事しましょう。

皆さんが生活する上で必要となっ
ているスーパーと商品を納品する
卸業者様、その両者間のデータの
やり取り等を支える任務を負ってい
るのが弊社です。私は開発Gに所
属し、上司や先輩方と一緒に仕様
を検討しながら開発を行っていま
す。時にはお客様の元へヒヤリングに伺うこともあります。新型コロナ
ウイルスが流行する中、リモートワークを推奨しており、とても働きや
すい環境です。興味がある方はぜひ、会社見学にきてください！
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先輩からのメッセージ

企業情報

MESSAGE

総合建設コンサルタント（測量・設計・調査等）

人事担当者からのメッセージ
心配ご無用、一から指導します。
学科を問わず、とにかく我が社の扉をたたいてみて下さい！

■当社の求める人物像
・充足感を求め邁進できる人！
・バイタリティーと協調性のある人！

土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

フェニックスコンサルタント株式会社
人と自然に優しい技術を
提供します。

当社は、道路・河川・橋梁・など、いわゆる土木
構造物に関わる調査・測量・計画・設計を行って
います。私たちの仕事は、ゼロからの物づくり。
そのため、大変な思いをすることもあります。
しかし、やり遂げた時の充足感は深くて大きい！
また、それぞれの業務で様々な経験が出来る
のも特徴です。そして今、ＵＡＶ（無人航空機）
や３Ｄレーザースキャナーの導入など新たなス
テップへ！
創業以来の「信頼」「創造」「挑戦」を信条に今
後も地元宮崎の発展に技術で貢献し続けます。
そんなフェニックスコンサルタントの一員と
なって一緒に働きましょう！

設計・技術職職種

基本給）217,000円+諸手当（大学卒）
235,000円+諸手当（大学院修士修了）

※諸手当…時間外手当、資格手当、家族手当

給与

8：30～17：15（内休憩60分）※時間外有り勤務時間

完全週休２日（土・日・祝祭日）、夏季休暇、年末年始休暇休日

宮崎市島之内字境田６６５２番地
0985-39-2914
1974年4月

38名（男性：33名／女性：5名）
masusaki@kk-phoenix.jp

待遇

所在地

電話

設立 1,000万円資本金

従業員数

E-mail

益﨑 秀往担当者

http://www.kk-phoenix.jp/HP

こちらも
チェック!

昇給（年1回）／賞与（年2回）／定期健康診断／
各種社会保険完備／研修旅行

社員一人ひとりを
大切に考えてくれる会社

入社以来、道路や農業土木の設
計を担当。入社当時は体力に自
信がなく、内勤が多いかもとの期
待を持っていたのですが、実際は
そう甘くはなく（笑）。しかし現場
へ出向く大切さを知り、自分で確
かめたからできる設計があると確
信しました。風通しがよく社員一
人ひとりを大切に考えてくれる当社。新卒で入社してからこれまで、そう
した働きやすさも理由のひとつになっています。

M・Kさん
（土木環境工学科／2004年卒業）

仕事以外も
充実♪

先輩からのメッセージ

企業情報

MESSAGE

化学工業（試薬、化成品ならびに臨床検査薬の製造）

化学系

富士フイルムワコーケミカル株式会社
次の科学のチカラとなり、
人々の幸せの源を想像する

【ビジョン】
科学を牽引し、世界中のお客様に
感動を提供する会社

当社は「試薬事業」を展開する総合メーカー「富
士フイルム和光純薬株式会社」の100% 生産子
会社として1986年（昭和61年）に設立し、科学技
術の振興と学術研究の進展に寄与してきました。
「試薬事業」を基幹として、永年の試薬製造で培っ
てきた技術を生かした特殊原料薬品分野の「化
成品事業」と、体外診断薬分野の「臨床検査薬事
業」の三本柱を事業の核として研究者・医療関係
者並びに産業界の幅広い要請に応え、人々の豊
かな暮らしに貢献することを使命とします。

■当社の求める人物像
前向きで理系の知識を活かし
「モノづくりって面白そう！」
「新しいことにチャレンジしたい！」という人材

人事担当者からのメッセージ
神奈川県平塚市に「技術開発センター」を有しており、
理系の知識を活かしたい方は是非ご連絡下さい。

①設計・技術職 ②製造職 ③研究開発職職種

基本給）217,100円+諸手当（大学卒）
237,100円+諸手当（大学院修士修了）

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）
（令和2年 年間休日数124日）

休日

宮崎市清武町木原3558番地
0985-85-6761
1986年10月

506名（男性：421名・女性：85名）
ffwk-saiyou.wc@fujifilm.com

待遇

所在地

電話

設立 7,000万円資本金

従業員数

E-mail

（管理部）小倉 英晃担当者

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

こちらも
チェック!

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

化学の仕事にやりがいがあります！
A・Dさん
（環境応用化学科／2016年卒業）

休日は
趣味を満喫!

大学では化学を専攻し、化学系の会社を希望し
ていたところインターンとして当社で働く機会
があり、製造の面白さや社員の方々の人柄の良
さを感じ、自分もここで働きたいと思いました。
主に原料の使用可否検討や不合格品発生時の
原因究明・対策、製造工程の改善などを行って
います。常に良い結果が出る仕事ではないの
で、大変な思いをすることもありますが、その分
工程改善が出来たときは達成感、やりがいを強
く感じます。
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先輩からのメッセージ

企業情報

MESSAGE

情報通信業（ソフトウェアの企画・開発・製造・保守）

人事担当者からのメッセージ
少しでも当社に興味を持っていただいた方、お気軽にお問い合わせください。

■当社の求める人物像
・コミュニケーション力がある方
・新しい技術、知識を身につける意欲がある方
・ものづくりが好きな方

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を
自社で企画・製造・販売・保守を行っています。
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うためお客様の生の声を
聞き、それを具現化するアイディアを出しシステム
に反映していきます。創造力を働かせ実現する
達成感ややりがいを感じることができます。

①システムエンジニア ②プログラマー職種

基本給）270,000円+諸手当（大学卒）
290,000円+諸手当（大学院修士修了）

※諸手当…通勤手当

給与

9:00～17:30（休憩60分）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

宮崎市江平西2-3-48 宮崎KHビル4F
050-5357-2686
1999年12月

65名（男性：50名／女性：15名）
recruit@perte.co.jp 

待遇

所在地

電話

設立 1億円資本金

従業員数

E-mail

植村 眞一郎担当者

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

こちらも
チェック!

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

未経験でも
様々なチャレンジができる職場

大学でのプログラミング授業の面白さ等の影響もあり、IT
業界へ進むことを決めました。専攻は情報系ではありません
でしたが、会社見学の際、未経験でも大丈夫だと聞いていま
した。実際、仕事でもわからないところは直ぐに質問し易い
雰囲気で、学びながら安心して仕事ができています。また他
の部署への異動がし易いなど、様々なチャレンジ可能な環
境が整っています。
後輩の皆さん、是非会社見学においで下さい。
お待ちしています。

N・Hさん
（機械設計システム工学科／2020年卒業）

土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

株式会社ペルテ
一般機械器具製造業（濾過装置製造業）

MESSAGE 先輩からのメッセージ

企業情報

■当社の求める人物像
ものづくりが好きな人、人と信頼関係を築ける人、
主体的に考え・学び・行動ができる人
そんなあなたをお待ちしてます！

人事担当者からのメッセージ
年々、福利厚生が充実しています。育児休暇取得及び子供の看護休暇
取得実績もあり男女問わず働きやすい環境が整っています。

電気・電子系 物理系 情報系機械系

株式会社ブンリ
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」。株式会社ブンリは、工作機
械で使用するクーラント液を濾過する濾過システ
ム、切粉処理装置の専門メーカーです。創業６０周
年、お客様の悩み事、困っている生産現場を最適に
することを使命とし、開発から設計、製造、販売、アフ
ターフォローを全て自社で行っています。また、クー
ラント液の中からスラッジや切粉を分離・除去する
「濾過システム・切粉処理装置」の開発では、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
発型メーカーとして業界トップを走り続けておりま
す。培った技術力で製品づくりに邁進し、地球環境の
ために更なる貢献を目指しています。

①営業職 ②設計・技術職 ③研究開発職職種
基本給）【営業職】185,000＋諸手当（大学卒）

【設計・技術職】【研究開発職】185,000円＋諸手当（大学卒）
※営業手当50,000円(営業職のみ）　
※諸手当…通勤手当、住宅手当、家族手当、役職手当、時間外手当

給与

8：00～17：10（実働8時間/休憩70分）勤務時間
週休2日制（2020年121日）※年4回土曜出勤あり
土・日・祝日、年末年始・GW・夏季

休日

昇給（年1回/6月）／賞与（年2回/6月・12月）／有給休暇／
慶弔休暇／産前産後休暇／育児休暇／子供の看護休暇／
介護休暇／退職金制度有り／各種保険完備／定期健康診断

都城市高城町穂満坊708
0986-58-5678
1960年5月
148名（男性：116名／女性：32名）
tsuru@bunri.com

待遇

所在地

電話

設立 6,000万円資本金

従業員数

E-mail

水流 政和担当者

http://www.bunri.comHP

こちらも
チェック!

前向きな意欲を引き出す社風で
やる気もアップします
S・Wさん（機械システム工学科／1997年卒業）

やりがいを感じる職場です
N・Kさん（機械システム工学科／1997年卒業）

土曜日は休みのことが多く、
年間休日も121日あります。
有給休暇取得日数も平均９日
あり、仕事とプライベートをバ
ランスよく両立させることが
できます。
休日には、子供のバスケット
の試合を観戦に行ったり、試
合や練習の無い日には会社に
ある体育館を利用して子供と一緒に汗を流すこともあります。
バランスよく仕事をすることでプライベートも充実しています。

私は技術部に所属し、機
械設計をしております。技
術部の仕事以外でも会社
のＩＴ化に向けたプロジェ
クトチームの主担当として
参加しております。ＩＴプロ
ジェクトチームでは、会社
の全ての作業をオンライン化（ペーパーレス化）するべく取り組んで
います。一日一日、快適な作業環境が構築されつつあり、日々の充実
感を感じて仕事をしております。いろいろな面でやりがいを感じる職場
です。是非一緒に頑張りましょう。
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先輩からのメッセージ

企業情報

MESSAGE

建設業／製造業（土木・舗装工事業／アスファルト製造販売事業）

人事担当者からのメッセージ
社会へ踏み出す一歩。前田道路と一緒に歩み始めませんか？
一緒に、日本のインフラを支えて行きましょう。

■当社の求める人物像
・問題が起こっても前向きに捉え前進して
 いける人
・目標に対し道筋をたて、地道に取り組める人

土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

人と環境にやさしい道づくり。
地域密着型の会社です。

当社は、1930年（昭和5年）に創業し2030年に
創業100年を迎えます。「ひろく社会資本の整
備に貢献し、地域社会の豊かな生活の向上に寄
与する事を企業活動の使命と自覚する」ことを
経営理念に掲げ、地域の健全なインフラ形成に
貢献しています。これまでの「道路建設や生活に
直結した身近にある小さな工事」と「アスファル
ト合材の供給」といった当社の強みを強化して、
地域道路や様々なインフラの維持管理分野へ
の事業拡大を目指します。これからも、社会から
の信頼を得るためコンプライアンス・安全を最
優先に、社員・協力企業の一人一人が生き生き
と働く力を原動力に、社会が抱える課題の解決
に挑戦し続けていきます。

①事務職 ②土木職 ③試験職 ④機械職職種

基本給）240,000円+諸手当（大学卒）
260,000円+諸手当（大学院修士修了）

※諸手当…通勤手当・住宅手当・時間外勤務手当ほか

給与

8：00～17：00（休憩６０分）※時間外有り勤務時間

年間休日115日程度（完全週休２日制）休日

東京都品川区大崎1-11-３
03-5487-0019（人事部直通)
1930年7月

２,５５７名（男性：2,101名／女性：456名）
jinjisaiyou@maedaroad.co.jp

待遇

所在地

電話

設立 195億5,000万円資本金

従業員数

E-mail

島野・新山・太田担当者

https://ssl.maedaroad.co.jp/HP

こちらも
チェック!

昇給（年１回）／賞与（年２回）／各種保険完備／
定期健康診断／各種研修制度／資格取得一時金支給／
その他

私達が築く道は「豊かな未来」へと繋がる

弊社では入社後1年間研修を行
い、土木の基礎を学び、現場実習
を行い、必要な資格を取得してい
ただきます。地域の方々との絆を
何よりも大切にした地域に密着し
た会社です。私は大学時代化学
科に在籍しており、土木の知識が
ほとんどない状態でしたが、上司
の方々に教わり学習しながら仕事をしてきました。「元気よく」をモットー
に報告・連絡・相談しながら働ける会社です。是非一緒に働きましょう！

T・Hさん
（物質工学科応用化学コース／2000年卒業） どこにも

負けない絆が
あります

前田道路株式会社
自動車部品・附属品製造業（自動車部品の開発・製造業）

MESSAGE 先輩からのメッセージ

企業情報

人事担当者からのメッセージ
■当社の求める人物像
ホンダロックと関わる人たちと共に
新しい喜びを求める企業として、
自ら学び行動する志を高く持った人財

沢山の宮大の先輩が活躍中！車やバイクが好きな方、
新しい技術にチャレンジしたい方、お待ちしています！

機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

株式会社ホンダロック
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へ
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58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。「モノづくり」を通じて私たちと一緒に地元宮
崎を盛り上げていきませんか？
皆さまのチャレンジお待ちしています！

①システムエンジニア ②設計・技術職 ③研究開発職職種

基本給）189,500円＋諸手当（大学卒）
198,700円＋諸手当（大学院修士修了）

給与

8：00～17：05（休憩65分）勤務時間

完全週休2日制、連休あり（GW、夏季、年末年始）、
年間休日：121日※弊社カレンダーによる

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／労働組合有

宮崎市佐土原町下那珂3700番地
0985-73-1211
1962年4月
1,023名（男性：846名／女性：177名）
roumuka_saiyou@hondalock.jp

待遇

所在地

電話

設立 21億5,043万円資本金

従業員数

E-mail

（人事部人財開発課）押川・坂本担当者

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

こちらも
チェック!

日々成長の中で次世代の製品を
創り出す

自動車製品に興味があり、
自分のやりたいことが叶えら
れる会社だと思い、入社しま
した。私は現在、自動車視界
系製品のドアミラーを担当
し、製品の図面作成や機能
設計をしています。まだ、入
社1年目で未熟ではありますが、周りの優しい上司や先輩たちとコ
ミュニケーションを取りながら指導を受け、日々成長しています。これ
からは一人前のエンジニアになり、会社の海外拠点でも活躍できる
よう努力していきます。

地元宮崎で自動車部品を開
発・製造しているホンダロッ
クは、地元志向が強く車好き
な私にはうってつけの会社
でした。入社後、2度の海外
駐在の機会（アメリカ・中
国）にも恵まれ、公私ともに
いい経験をさせてもらっています。現在の私の業務は、開発テスト領
域を担当する部署のマネジメントです。宮崎をベースにしながら世界
を相手に仕事が出来るということで、非常にやりがいを感じながら業
務にあたっています。

Z・Hさん（機械設計システム工学科／2018年卒業
工学研究科工学専攻機械・情報系コース／2020年修了）

宮崎をベースに世界を相手に
仕事が出来る！
T・Hさん（物質工学科／1999年卒業）
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製造業（自動車部品製造業）

MESSAGE 先輩からのメッセージ

企業情報

機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

丸栄宮崎株式会社
世界中の全ての人に
面白い未来を届けたい
当社は平成5年設立され、創業から27年に渡り
冷間鍛造と切削加工などを組み合わせ自動車
用部品を製造しています。
その他、自分達の求める生産設備を自社開発に
て創り上げています。
自動NC旋盤や画像検査機の開発などにも幅を
拡げており、常に斬新なアイディアを求め日々
開発を進め、新たな面白さを創造し続ける企業
です。現在、国内は宮崎と愛知に、国外はアメリ
カ、メキシコ、ベトナムにあり宮崎から多くの社
員が海外で活躍しています。当社は、皆さん一
人ひとりにチャンスがある会社です。
私達と一緒に世界に誇れる『丸栄ブランド』を
創りあげてみませんか。

人事担当者からのメッセージ

■当社の求める人物像
自ら学び、考え
何事にもチャレンジする人材 インターンシップや企業見学を随時行っています。気楽におこしください。

①事務職 ②現場管理職 ③システムエンジニア
④設計・技術職 ⑤製造職 ⑥研究開発職 ⑦検査・検品職

職種

基本給）185,000円+諸手当（大学卒）
185,000円+諸手当（大学院修士修了）

給与

7：55～17：00（休憩65分有）※時間外勤務有勤務時間
週休2日制､大型連休（ＧＷ、お盆休み、年末年始）、
年間休日121日※会社規定による

休日

昇給（年1回）／賞与（年2回）／定期健康診断／健康相談／交通費支給／食事手当／
有給休暇（1h単位で取得可）／慶弔休暇／産前産後休暇／育児休暇／介護休暇／
子の看護休暇／資格支援制度／表彰制度／退職金制度／奨学金返還支援制度／
誕生日贈物／小集団活動／保養所／社会保険完備

宮崎市佐土原町東上那珂17870-17
0985-30-5215
1993年7月
253名（男性：203名／女性：50名）
ｍ-furukawa@marueimiyazaki.jp

待遇

所在地

電話

設立 3,000万円資本金

従業員数

E-mail

（企画課 人事/総務）古川担当者

http://www.marueimiyazaki.jpHP

こちらも
チェック!

提案したアイデアが反映される
会社です
A・Kさん（環境ロボティクス学科／2016年卒業）

様々な部門の社員が協力して
自動車部品を製作しています
T・Mさん（電気システム工学／2020年卒業）

私の仕事内容は、生産を管理する
システムの開発・改善や職場の
配線業務を行ったり、主に社員の
仕事のサポートをすることです。当
初、プログラミングや電子機器に
関する知識に自信がなかったの
ですが、わからない事は上司の方
が丁寧に指導して下さるので、安
心して業務に取り組むことができています。会社の中には自動車部品
の製造だけでなく設備開発や品質管理など様々な部門の人がおり全
員が協力して製品製作に取り組んでいます。

私は中途で技術部に採用させて
頂きました。中途採用なので不安
でしたが、先輩、上司方が丁寧に
指導してくださり、仕事を行うこと
ができております。現在行ってい
る主な業務は製造ラインの生産
性の向上になります。
例えば、自分で提案したセンサを
生産設備に取り付けて効果があるかテストし、評価が良ければ、導入
することができます。どうすれば業務を改善・効率化かできるかを日々考
えながらアイデアを練っています。

建設業（総合工事業）

MESSAGE 先輩からのメッセージ

企業情報

土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

■当社の求める人物像
・積極的に自ら行動
・新しい事にチャレンジできる人
・何事にも感謝の気持ちを持ち
  明るく誠実な人

松本建設株式会社
ゆたかで住みよい
環境づくりをめざす

当社は昭和13年創業以来、地域に根ざし地域
と共に歩み続け、おかげさまで創業82周年に
なります。確かな技術で顧客の信頼に応える仕
事、地域に愛される企業をモットーに日々研鑽
して仕事に取り組んでいます。
当社は国土交通省、県、市町村など官公庁、民
間企業、個人住宅の土木・建築工事の施工管理
を行っています。また経験豊富な技術者も多数
在籍しています。各部署で連携を取り、互いに
技術力向上、キャリアアップに努めています。
働きやすい職場、働き甲斐のある職場、ゆたか
で住みよい環境づくりをめざし未来を創る、技
術集団の一員として一緒に働きましょう。

人事担当者からのメッセージ
当社に興味のある方お気軽にご連絡下さい。
インターンシップも行っております。

現場管理職職種

基本給）220,000円+諸手当（大学卒）
240,000円+諸手当（大学院修士修了）

※諸手当…通勤手当・資格手当・家族手当・役職手当

給与

8：00～17：30（休憩90分）勤務時間

日・祝、その他（当社年間カレンダーによる）休日

昇給・賞与あり（実績による）／報奨金制度あり／
年次有給休暇／退職金制度あり／福利厚生：養老保険加入
（入社1年後）／資格取得、研修は会社補助あり

宮崎市清水１丁目９番２４号
0985-25-3208
1938年1月
31名（男性：25名／女性：6名）
k.kai@matuken.co.jp

待遇

所在地

電話

設立 4,000万円資本金

従業員数

E-mail

甲斐 一美担当者

https://www.matuken.co.jpHP

こちらも
チェック!

チャレンジ精神旺盛な若者よ
来たれ!!
K・Tさん（土木工学科／1977年卒業）

働きやすい充実した会社です
M・Sさん（総務部所属）

私は以前ゼネコンに勤めてい
ましたが、縁があり松本建設
(株)での勤務が十数年経過し
ました。自由に伸び伸びと仕
事が出来る環境が非常に良
いです。道路等、仕事の成果
が実在物として残るのは建設
業の特異で誇れるところでは
ないでしょうか！？
近年ドローンを使った写真撮影・測量等も取り入れ近代化を図ってい
ます。モノづくりの楽しさを我々と分かち合いましょう！！

ほとんど専門的な知識がない
中での入社でしたが、先輩や
上司の方がとても優しく丁寧
な指導、講習会などにも参加
し、少しずつではありますが、
仕事にも慣れ、さまざまなこと
が出来るようになりました。
土日祝日が休みなので、仕事
の疲れもリフレッシュすること
ができ、とても働きやすい職場環境だと思います。
皆さんも是非松本建設で一緒に働いてみませんか!？

68 69



先輩からのメッセージ

企業情報

MESSAGE

広告業（インターネット広告業）

■当社の求める人物像
弊社のコア・バリュー（チームワーク・責任感・
挑戦・笑顔）に共感し、これらを仕事を通して
発揮できる方。

人事担当者からのメッセージ
共通の価値観を大切にする仲間と共に、広告市場No.1の
デジタル広告業界にチャレンジしてみませんか?

土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

仲間と共に、顧客ビジネスの
成長に貢献する
K・Nさん
（電子物理工学科／2017年卒業）

個々の
スキルアップ
対策も充実！

MANGO株式会社
全国の企業のデジタル
マーケティング活動を
宮崎から支援します
MANGO株式会社は、デジタルマーケティング支
援事業を中心に展開する株式会社セプテーニの
グループ企業です。
Yahoo!・Google・Facebook・Twitterなどで配
信する広告の運用や配信のセッティング、広告効
果のデータ集計などを行い、企業のデジタルマー
ケティングを支援しています。日本のデジタル広
告の市場規模は、2019年には約2.1兆円まで成
長し、TV広告をも超える広告メディアとなりまし
た。コア・バリュー（働く上で大切にしたい共通の価
値観）に「チームワーク・責任感・挑戦・笑顔」を掲
げ、個性豊かな仲間が集う弊社では、成長し続ける
市場で人材価値を磨き、地域に新しい価値を提供
していきます。

デジタル広告運用コンサルタント職種
基本給）190,000円＋諸手当（大学卒・大学院修士修了）給与
9：00～18：00（休憩60分）※時間外あり
※勤続3年目より、フレックスタイム制適応

勤務時間

完全週休2日制（土・日・祝）、年末年始、夏季休暇、有給休暇、
慶弔休暇、産前産後休業、育児休業、介護休業 ※年間休日125日

昇給（年2回）※評価制度あり／賞与（年2回）※評価制度あり／
社会保険完備／交通費支給／
車通勤可（駐車場は自己契約）※駐車場補助代として月5,000円を支給／
服装自由／定期健康診断／フレックスタイム制度※勤続3年目から対象／
副業可※勤続3年目から対象／在宅勤務手当※月5,000円を支給／

休日

宮崎市広島2-5-16 興亜宮崎ビル1F
0985-35-6166
2009年10月
108名（男性：30名／女性：78名）
※うち正社員50名（男性：25名／女性：25名）

mango_hr@10005.co.jp待遇

所在地

電話

設立 3,000万円資本金

従業員数

E-mail

井本担当者

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

こちらも
チェック!

GoogleやYahoo!、SNSなどに掲載される広
告の運用・データ分析に従事しています。常に
成長し続けるこの業界では、仕事内容や求め
られるスキルも変化し続けています。
一方で、「顧客ビジネスの成長」という目的は
変わりません。課題解決のために何が最適か
を試行錯誤し、貢献できた時はやりがいを感じ
ます。「1人」で完結する仕事はなく、メンバー
と切磋琢磨しながら成長できる環境も、日々
の原動力となっています。 社内アワード受賞

1202金属製品製造業（金属表面処理業）

MESSAGE 先輩からのメッセージ

企業情報

人事担当者からのメッセージ
■当社の求める人物像
・失敗を恐れず挑戦する気持ちを持った方
・やる気、元気のある方 会社見学随時行ってます。気軽にご連絡下さい。

機械系 電気・電子系 物理系化学系

ミクロエース株式会社
表面処理技術を
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。

①総合職 ②事務職 ③研究開発職職種

基本給）186,000円+諸手当（大学卒）
201,000円+諸手当（大学院修士修了）

※諸手当…家族手当、住宅手当、時間外勤務手当、通勤手当等

給与

8:05～17：10（休憩70分）※時間外有り勤務時間

土、日、GW、夏季休暇、年末年始休暇、
年間休日110日程度※会社カレンダーによる

昇給（年１回）／賞与（年2回）／住宅手当／通勤手当／
産前産後休暇／育児休暇／慶弔休暇／社会保険完備／
資格取得支援制度（費用負担）／資格手当／退職金制度

休日

宮崎市花ヶ島町京出1411-1
0985-25-4696
1952年11月
98名（男性：73名／女性：25名）
y-yanagi@micro-ace.co.jp

待遇

所在地

電話

設立 5,000万円資本金

従業員数

E-mail

柳担当者

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

こちらも
チェック!

様々な分野で必須の技術
M・Kさん（物質環境化学科／2013年卒業）

製品を開発した時のやりがい
A・Kさん（他大学 理系／2014年卒業）

当社は、金属に表面処理
（めっき）を行い、製品に新し
い性能・機能を付与する仕事
をしています。私は開発の仕
事を行っており、大手メー
カーが抱える技術的問題を
解決する為、製品の開発を
行っており、表面処理の分野
から支えています。なかなか、めっきの仕事が表にでる機会は少ないの
ですが、様々な分野で必須の技術であり、製品に搭載された時は、感慨
深いものがあります。

私は開発の仕事に携わって
おり、お客様が要求する性能
を満足させる為、分析・実験
を繰り返して、製品化を目指
しています。仕事をはじめた当
初は不安もありましたが、毎
日開発をする中で、先輩の丁
寧な指導もあり、力が少しず
つついてきてると感じています。お客様に製品化したものを納入して感謝
された時はとてもやりがいを感じます。また、会社の資格取得支援制度も
あり、取りたい資格を取らせてもらってます。
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先輩からのメッセージ

企業情報

MESSAGE

業務用機械器具製造業（精密測定機器）

■当社の求める人物像
社訓「誠実　深慮　敢闘」を実践し、
挑戦できる人

人事担当者からのメッセージ
あらゆるものづくりに精密測定は不可欠です。
世界のものづくりを一緒に支えましょう！

世界中の「長さの基準」に係る誇りある仕事です
K・Yさん
（材料物理工学科／2007年卒業）

仕事以外も
充実!長さの基準である基準器の商品設計を担

当しており、普段はCAD製図や開発検討
を行っています。ミツトヨでの仕事は測定と
いう世界中の工業製品の設計・製造の根
幹に係わる仕事でもあるため、社会貢献
性もあり、やりがいも非常に感じます。
また、プライベートでは会社の宿泊費補助
の制度を利用して、良く旅行に出かけま
す。その他の福利厚生も充実しているの
で、有効利用して充実した生活を過ごして
います。

電気・電子系 物理系 情報系機械系

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。

株式会社 ミツトヨ

①営業職 ②設計・技術職 ③研究開発職職種

2020年度初任給実績
基本給）215,000円＋諸手当（大学卒）

238,000円＋諸手当（大学院修士修了）

給与

【本社】8：30～17：30（休憩60分）
【工場】8：00～16：45（休憩45分）

勤務時間

完全週休２日制（土・日・祝）
年間休日128日（一斉年休2日含む）

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・最大20日

神奈川県川崎市高津区坂戸1-20-1
044-813-8203
1934年10月
2,982名（男性：2,398名／女性：584名）
recruit@mitutoyo.co.jp

待遇

所在地

電話

設立 3億9,100万円資本金

従業員数

E-mail

（人事部）矢島 魁人担当者

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

こちらも
チェック!

建設業（設備工事業〈電気設備〉）

MESSAGE 先輩からのメッセージ

企業情報

土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

人事担当者からのメッセージ

生活インフラの中でも役割の非常に大きな
『電気』に関わる仕事を行っている会社です！
主に九州電力様の発電所と変電所をつなぐ
送電線設備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（BB IQ）工事、畜産
糞尿処理施設やバイオマス発電設備の建設
とメンテナンスを行う環境事業など、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施工技術や工事実績は
九州ではトップクラスの実績を誇っており、
その高い技術力は常に技術屋の憧れの的と
なっています。

■当社の求める人物像
チームワークが必要な仕事なので
協調性が大切。探求心があり、
チャレンジ精神が旺盛な方を求めています！

会社見学・インターンシップを随時行っています！
当社の魅力を存分にお伝えしますので是非お越しください！

どんな時も九州の電気を灯す。
それが、私たちの使命と誇りです。

①総合職 ②現場管理職 ③設計・技術職職種

基本給）207,000円＋諸手当（大学卒）
223,000円＋諸手当（大学院修士修了）

※諸手当…資格手当、家族手当、出張手当、時間外手当等

給与

8：00～17：00（休憩60分）※時間外勤務有り勤務時間

社内カレンダーによる（年間休日105日、有給平均取得日数14日）休日

昇給（年1回）／賞与（年2回 別途業績賞与※昨年度実績：9.3ヶ月分）／
有給・慶弔・長期休暇／介護・育児休暇（男性取得実績有）／
社員食堂・寮完備／資格取得支援／財形貯蓄制度／永年勤続表彰制度／
退職金制度／えらべる倶楽部／奨学金返還支援制度

宮崎市大字小松字下川原1158番地の11
0985-47-4077
1946年1月
300名（男性：281名／女性：19名）
soumu@misakura.co.jp

待遇

所在地

電話

設立 6,000万円資本金

従業員数

E-mail

（人事部）興梠 瑞希、北ノ薗 峻二担当者

https://misakura.co/HP

こちらも
チェック!

暮らしに必要な電気を守る仕事に
誇りを持っています

私は、技術員という立場で工事の
施工管理や工程管理等の業務に
携わっています。人々の生活に欠か
せない電気を扱っている為、責任も
大きいですが、やりがいを感じるこ
とのできる仕事です。また、送電線
の建設は自分の目に見える形で残
るため、組立った鉄塔や繋がった
電線を見ると大きな達成感を得ることができ、それが仕事への誇り
や自信へ繋がると思います。やりがいや誇りのある送電線建設に
携わってみませんか？

I・Kさん（電気システム工学科／2017年卒業）

「環境を守る」ことを
肌で感じられる仕事です
M・Kさん（環境応用化学科／2019年卒業）

私は環境ソリューション本部で、畜
産関係の排水処理施設の管理や
分析、営業を行っています。業務は
私にとって専門外の電気や土木な
どの知識も必要になりますが、先輩
方が丁寧に指導して下さり、資格
習得に向けても手厚いサポートを
受けることができます。また、陸上
部としても活動させて頂いており、
会社のサポートを受けながら練習に励んでいます。やりがいのある
仕事と恵まれた人間関係で楽しく充実した日々を送っています。
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企業情報
①総合職 ②営業職 ③現場管理職 ④システムエンジニア
⑤設計・技術職

職種

基本給）172,000円+諸手当（大学卒）
182,000円+諸手当（大学院修士修了）

※諸手当…移動・住宅・家族・時間外・通勤 等

給与

8：30～17：30（休憩12：00～13：00）勤務時間

週休2日制（土・日）、年間休日126日（2020年実績）
【休暇】GW、夏季、年末年始

休日

昇給（年1回）／賞与（年2回）／社会保険完備／資格取得奨励金制度／
社内表彰制度（勤続表彰・成績表彰・職場明朗賞）／社員旅行／
社内イベント／中小企業退職金共済／退職金／財形貯蓄／団体保険

宮崎市東大淀2丁目3番44号
0985-54-6181
1966年9月
86名（男性：73名／女性：13名）
info@mkoyo.co.jp

待遇

所在地

電話

設立 2,000万円資本金

従業員数

E-mail

関屋 朋生担当者

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

こちらも
チェック!

宮崎と鹿児島のインフラを支える充実感！

弊社は、モノを仕入れて販売するだけで
なく、「計測・制御・ＦＡを推進する」エン
ジニアリング商社です。その技術スタッ
フとして営業として、主に化学、食品、電
機・電子系ブラント、コンビナート、ライ
フラインプラント・研究所などに課題解
決の提案をします。お客様独自の課題
を共に考え、企画から提案そして施工
後のアフターフォローまで責任を持ち、
お客様と共に付加価値を生み出して行く、ものづくりの基礎を支える会社です。

Y・Nさん
（環境応用化学科／2016年卒業） 休日は

趣味を楽しんで
います♪

卸売業、小売業（機械器具卸売業）

計測と制御で、
南九州のモノづくりの基盤を
支えていきましょう。        
私たちは、南九州で、モノづくりの現場やプラント
を基盤から支え、設立55年目を迎えるエンジニ
アリング商社です。安定した経営基盤で、新しい
プラントづくり、制御装置づくり、インフラ構築に
おきまして、信頼と実績を積み重ね成長し続けて
います。大手電機･化学･石油･飲料メーカーや地
公体の上下水道事業などの堅実な事業体が取引
先に多いことが当社の強みです。社内の雰囲気は
フラットで、先輩後輩の風通しが良く、社長も若く、
縦の意思疎通がスムーズで迅速です。年間休日
１２６日(土日祝日)と福利厚生も充実しています。
私たちと一緒に、モノづくりを支える技術力を、
宮崎･鹿児島に提供していきましょう。

■当社の求める人物像
何事にも積極的で、ものづくりのシーンに
興味を持てる人、コミュニケーション能力の
高い人を求めています。

土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

南九州向洋電機株式会社

人事担当者からのメッセージ
弊社は宮崎・鹿児島で設立55年の安定成長企業です。
南九州で勤務したい人は是非問い合わせください。

先輩からのメッセージMESSAGE 先輩からのメッセージ

企業情報

MESSAGE

食料品製造業（畜産食料品、調味料等）

■当社の求める人物像
元気な方、チャレンジできる方、
食が好きな方

土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

南日本ハム株式会社
～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
に創業し、今年で設立60年目の食品製造の会
社です。ハム・ソーセージを中心に、調味料や惣
菜等も扱っており、様々な分野で事業活動を
行っています。現在は和惣菜に力を入れており、
日本人が好む味噌や醤油を使った新しい商品を
売り出しています。日々お客様のニーズに答え
るべく研究を重ね、さらに成長していく会社で
す。また学校で食や環境についての授業を行っ
たり、地域の方々を会社に招いて商品の意見を
聞いたり等、地域の一員としてお客様の声を大
事にし、食と環境の大切さを未来に伝えていく
活動も行っています。私たちと一緒に未来に残
したいと思われる会社を作っていきましょう。 人事担当者からの

メッセージ
南日本ハムでは、
宮崎大学出身の多くの卒業生が、
「食べる喜び」をお客様に届けるため、活躍しています。

①総合職 ②事務職 ③現場管理職 ④製造職
⑤研究開発職 ⑥検査・検品職

職種

基本給）190,000円＋諸手当（大学卒）
198,000円＋諸手当（大学院修士修了）

給与

8：00～17：00（休憩60分）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

日向市財光寺１１９３
0982-54-4186
１９６０年９月
５58名（男性：328名／女性：230名）
soumujinji2.mnh@nipponham.co.jp 

待遇

所在地

電話

設立 ３億６,000万円資本金

従業員数

E-mail

福谷 喜広担当者

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

こちらも
チェック!

宮崎から「食べる喜び」をお届けしています!

南日本ハム㈱は「食」を通して様々なことに
チャレンジし、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。
私たちと一緒に「食の未来」を創造していきましょう!

S・Mさん（物質環境化学科／2013年卒業）
食の大切さ・

喜びを
伝えたい!
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先輩からのメッセージ

企業情報

MESSAGE

光化学機械器具・レンズ製造業（デジタル一眼レフカメラ・レンズ製造など）

人事担当者からのメッセージ
若い人のチャレンジを応援する会社です！

■当社の求める人物像
①チャレンジできる人
②チームワークを備えている人
③学習する習慣がある人

変化を楽しめる会社！
Y・Tさん
（機械システム工学科／2012年卒業）

宮崎から、新たな挑戦！
～MIYAZAKI QUALITY～

宮崎キヤノンは、宮崎県誘致企業として1980年
1月より木城町で操業を開始し、より良い製品を
お客様へ提供すべく、2019年5月に高鍋町へ移
転しました。操業当初から、市場の変化に対応す
べく生産体制を変化させ、現在はデジタル一眼レ
フカメラ「EOS」シリーズや業務用デジタルビデ
オカメラ、EFレンズ等を生産しています。信頼さ
れる品質と最小コストでのものづくりを目指すた
めに、「品質改善」「生産革新」「自動化」など様々
な活動を展開しております。
また、企業理念「共生」のもと、小学生を対象に
ジュニアフォトグラファーズ（写真教室）や環境出
前授業などを行い、地域に根差した企業活動を実
施しております。

私が担当している業務は、解析と不良を発生させ
ないための仕組み作りです。職場はとても風通し
が良く、有給休暇も取りやすい環境です。
また、福利厚生施設として、構内に体育館があり、
社内イベントを行ったり、仕事終わりに同僚とバ
スケをして楽しむこともあります。
学生時代の経験は社会人になったときに必ず役
立ちます。学生の皆さん、青春を全力で楽しんでく
ださい！

土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

宮崎キヤノン株式会社

①事務職 ②システムエンジニア ③プログラマー ④設計・技術職職種

基本給）206,100円+諸手当（大学卒）
221,600円+諸手当（大学院修士修了）

※諸手当…時間外勤務手当・交替勤務手当・住宅手当・通勤手当

給与

8：00～17：00（休憩60分）※部署によっては交替制勤務あり
※夏期にワーク・ライフ・バランス推進期間における就業時間の前倒しあり（7：30～16：30）

勤務時間

完全週休2日、年間総休日数126日、年末年始、GW連休、夏季連休の大型連休あり休日

児湯郡高鍋町大字南高鍋11700-1
0983-22-2111
1980年1月

1,126名（男性：566名／女性：560名）
ale-saiyo-ml@mail.canon

待遇

所在地

電話

設立 8,000万円資本金

従業員数

E-mail

（人事課）二宮担当者

https://miyazaki.canon/HP

こちらも
チェック!

昇給（年1回）／賞与（年2回）／社会保険完備／年次慰労休暇／
計画休暇制度（年5日取得）／リフレッシュ休暇（金一封支給）／
時間単位休暇／社内食堂・売店／体育館／従業員クラブ／退職金制度

ガス業（都市ガスの製造、供給、販売）

MESSAGE 先輩からのメッセージ

企業情報

土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

■当社の求める人物像
宮崎で働きたいという強い思いを持って
いる方、自ら考え行動できる方

人事担当者からのメッセージ
宮崎ガスは人こそが財産であり、長く安心して働くことができる会社です。
ぜひ会いにきてください！

宮崎ガス株式会社
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、工
業用・ガス空調・燃料電池など多様な利用法があ
り、いわば宮崎の未来を創り出す力があります。
ガス事業以外でも、近年ではスポーツや音楽のイ
ベントを主催し、これらを通じた地域活性化を
図っています。当社では『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
なたの挑戦を待っています。

総合職職種

基本給）192,600円+諸手当（大学卒）
201,600円+諸手当（大学院修士修了）

給与

8：20～17：00（休憩60分）※時間外あり勤務時間

完全週休2日制、祝日、年末年始休暇、盆休
年間休日132日（2019年実績）

休日

宮崎市阿波岐原町野間311番地1
0985-39-3911
1930年7月
147名（男性：114名／女性：33名）
jinji@miyazakigas.co.jp

待遇

所在地

電話

設立 1億8,000万円資本金

従業員数

E-mail

（総務課）兒玉担当者

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

こちらも
チェック!

昇給（年1回）／賞与（年2回）／社会保険完備／
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／退職金制度

宮崎のエネルギーを担う会社です！

都市ガスはキッチンやお風呂、空
調など様々なところで使われてい
るエネルギーです。私はお客様の
手元に届くガスの製造、管理の
業務に携わっています。お客様に
安心安全に使っていただくために
行う業務は責任が大きい分、やり
がいも感じられます。当社は社員
同士の繋がりが強く、新入社員でもすぐに打ち解けられる雰囲気の
会社です。また、手当や休暇も充実し取得しやすい環境です。一緒に
仕事を通じて宮崎の発展に貢献しましょう！

私は、道路に埋設してあるガス管
の維持管理から、戸建てや集合住
宅、病院や学校等への都市ガス採
用の提案営業から設計、現場管理
と幅広い業務を経験しました。どの
業務も学ぶことが多く、日々社会
人としての成長を感じられること
が嬉しく感じます。学生の皆さん
も、都市ガスに関しての知識はゼロで不安もあると思いますが、当社に
は定期的な教育と相談しやすい職場の雰囲気があるので安心して働く
ことができますよ！

T・Hさん（電気電子工学科／2013年卒業
工学研究科電気電子工学専攻／2015年修了）

どの分野の学部卒でも
活躍できる企業です
T・Nさん（機械システム工学科／2012年卒業）
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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
ＭＣＮ宮崎ケーブルテレビは、2020年9月に開
局24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・新富町でこれらのサービスを提供し
ています。2015年春から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。
当社では地域にとって欠かせない情報・通信イ
ンフラを担う会社です。「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。

放送・通信業

MESSAGE 先輩からのメッセージ

企業情報

人事担当者からのメッセージ
■当社の求める人物像
・失敗を恐れずチャレンジする人
・仕事の中で成長する人
・バランス感覚をもって調整できる人

「新しいことが好き」そんな好奇心旺盛な方をお待ちしています。
最新の放送・通信技術で宮崎を笑顔に！

土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

総合職職種

基本給）200,000円+諸手当（大学卒）
206,000円+諸手当（大学院修士修了）

※諸手当…残業手当・通勤手当・住宅手当・家族手当・職務手当

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125日（2020年実績）休日

昇給（年1回）／賞与（年2回）／退職金制度（勤続1年以上）／
宿泊施設利用補助／連続休暇制度（最大5連休）／
リフレッシュ休暇

0985-32-8585
1989年7月
94名（男性：52名／女性：42名）
mcn-saiyo@miyazaki-catv.ne.jp

待遇

所在地

電話

設立 12億6,500万円資本金

従業員数

E-mail

松尾・畠山担当者

https://miyazaki-catv.ne.jpHP

こちらも
チェック!

宮崎市　園2丁目119番地

誰でも活躍できるチャンスがある！

技術局ではお客様にサービス
を提供するための伝送路や放
送・通信設備の保守を先輩方
と協力して担当しています。令
和2年度に入社しましたが少し
ずつ処理できる業務が増えて
きて、これまでに経験したこと
のない充実感や達成感を日々
味わっています。自分の成長がお客様の支えに繋がることを忘れず、
新しいことに挑戦していきたいと思います。仕事終わりに釣りに行くな
どプライベートも充実しています！

大学卒業後は県外の企業に
勤めていましたが、自分を育て
てくれた地域に貢献できる仕
事がしたいと考え、MCNに転
職しました。入社後6年間は放
送・通信設備の構築／保守等
の技術系の仕事に従事し、現
在はお客様のご利用料金の請
求業務や社内システム運用の仕事を担当しています。ＭＣＮには営
業・技術・制作等、多様な職種の仕事があり、自分の経験や学びを活
かして活躍できるチャンスが数多くあることが魅力です。

K・Kさん（情報システム工学科／2009年卒業）

お客様の毎日を支えるお仕事!!
T・Cさん（電子物理工学科／2020年卒業）

金融業（銀行業）

MESSAGE 先輩からのメッセージ

仕事もプライベートも充実できる
職場です

企業情報

H・Hさん（電気電子工学科／2015年卒業） S・Oさん（教育文化学部生活文化課程生活環境コース／
2011年卒業）

土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

地域の未来のために
チャレンジングな
銀行でありたい
宮崎銀行は、創立以来「地域との共存共栄」を
経営理念に掲げ、地域の発展に尽力して参りま
した。刻一刻と変化していく時代の中で、銀行
員は金融に関する知識だけでなく、様々な情報
に関する感度を高く持ち、お客さまに最適なご
提案をすることが求められています。最近で
は、農業法人「夢逢いファーム」の活動やキャッ
シュレスの推進など、地方創生に関わる取り組
みにも挑戦しております。銀行員＝文系学部出
身という印象を持たれがちですが、銀行を利用
されるお客さまの世代・業種は幅広く、当行で
は様々な学部出身の方が活躍しています。
私たちと一緒に故郷の未来を創造してみませ
んか。

■当社の求める人物像
宮崎の未来に貢献したい、
という熱い気持ちを持った方。

株式会社宮崎銀行

人事担当者からの
メッセージ
マイナビ2022、
宮崎県就職ナビにて
情報発信中！
お気軽にご連絡
ください。

①総合職 ②特定職（いずれも銀行業務全般）職種

基本給）
【総合職】205,000円＋諸手当（大学卒・大学院修士修了）
【特定職】182,000円＋諸手当（大学卒・大学院修士修了）

給与

8：30～17：30（休憩60分）勤務時間

完全週休2日制、年次有給休暇 ほか休日

正社員／各種制度休暇あり／
各種研修制度あり（世代別・業務別研修、行外研修等）

宮崎市橘通東四丁目3番5号
0985-32-8208
1932年7月
1,389名（男性：784名／女性：605名）
jinji@miyagin.co.jp

待遇

所在地

電話

設立 146億9,718万円資本金

従業員数

E-mail

西・児玉・日髙担当者

http：//www.miyagin.co.jp/HP

こちらも
チェック!

お客さまのお悩みに多角的な
アプローチ

金融サービスを通して様々な方
法でお客さまのお悩みを解決で
き、地域に貢献することができる
銀行の仕事を選びました。
現在は営業係として法人や個人
事業主の方の支援を行っていま
す。様々な業種・世代の経営者
の方とお話をする中で刺激を受
け、自分自身をより成長させたい
と思うようになりました。お客さまのあらゆるお悩みに応えられるよう
知識を習得し、信頼される銀行員を目指します。

窓口営業係として、入出金の
手続きやお客さまの資産形成の
ご相談など幅広い業務を担当
しています。プライベートでは2児
の子育て真っ最中。産休育休の
取得、職場復帰前後のフォロー
など、当行の手厚い支援制度の
おかげで仕事と両立することが
できています。この経験をした
私だからこそできるお客さまへのご提案もあります。気軽に相談できる
銀行員として、地域の方に寄り添った仕事をしていきたいです。
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先輩からのメッセージ

企業情報

MESSAGE

総合建設コンサルタント（測量･設計・調査等）

■当社の求める人物像
向上心・積極性・協調性・提案力・情熱
これらを持ち合わせた方。
宮崎に貢献したい方。

人事担当者からのメッセージ
働きやすい環境作りに努めています。
一緒に働きながら仕事のやりがいを見つけていきましょう！

土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

株式会社宮崎産業開発
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、地域社会に
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。

設計・技術職職種

基本給）188,000＋諸手当（大学卒）
※諸手当…家族手当2,500円～、住宅手当5,000円～、
　通勤手当4,200円～、役付手当5,000円～、資格手当5,000円～、
　その他時間外手当

給与

8：20～17：20（休憩60分あり）勤務時間

完全週休2日制、年末年始、夏季休業休日

宮崎市大橋3丁目225番地
0985-27-7103
1980年4月

37名（男性：31名／女性：6名）
info@miyakai.co.jp

待遇

所在地

電話

設立 1,168万円資本金

従業員数

E-mail

（総務）福留担当者

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

こちらも
チェック!

昇給（年1回）／賞与（年2回+決算賞与）
新人研修等人材育成に積極的に取り組みます
福利厚生（各種社会保障・慶弔見舞・社員表彰等）

ものづくりに興味がある方には
お勧めです

私は、主に橋の設計や点検・調査
といった業務に携わっています。こ
の仕事は、多くの人々の生活基盤
を支えるといった社会貢献度の高
さに加えて、自分が設計したもの
が完成した時の達成感が何よりも
大きく、やりがいのある仕事です。
私は大学を卒業してから20年以上この仕事に携わっていますが、「ものづ
くりに興味がある」「技術力を身につけたい」「地元宮崎のために貢献した
い」という方には、ぜひお勧めしたい仕事です。

H・Oさん（土木環境工学科／1998年卒業） 仕事以外も
エンジョイ♪

情報通信業（電気・電話・LAN工事/ソフトウェア開発）

MESSAGE 先輩からのメッセージ

企業情報

土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

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。

■当社の求める人物像
明るく、元気で、コミュニケーション能力が高く、
新しいことを学ぶ意欲があり責任をもって
やり遂げる人材。

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。

人事担当者からのメッセージ
随時会社説明会を行って
おります。
ITを通し社会インフラを
よりよくするための
お仕事を一緒にしませんか？

①システムエンジニア ②プログラマー
③ユーザーサポート及び営業職

職種

基本給）155,000円+諸手当（大学卒）
155,000円+諸手当（大学院修士修了）

※諸手当…本社勤務手当35,000円、交通費別途支給

給与

（平日）9：00～18：00（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

こちらも
チェック!

宮崎市丸山1-176
0985-23-1155
1995年12月
27名（男性：23名／女性：4名）
jinji@mtnet.co.jp

所在地

電話

設立 1,000万円資本金

従業員数

E-mail

橋倉担当者

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

より良いサービスを
追求し続ける企業です
D・Sさん
（教育学部人文社会課程経済専攻／2000年卒業）

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）

私は株式会社宮崎通信宮崎支社に営
業職として勤務しております。お客様か
ら頂くさまざまなご要望に、スピー
ディーに、安価で高品質なサービスを
提供すること、お客様の業務に役立つ
提案を行うこと、の2点をモットーに業
務に取り組んでおります。幅広い業種の
お客様へ深く関わることができます。ま
た、休日、終業後には趣味の時間も楽し
んでおり、働きやすい職場です。

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せんでしたが、
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。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、自分の中の世界
が広がったと思います。また、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。
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先輩からのメッセージ

企業情報

MESSAGE

製造業（精密機械器具製造）

■当社の求める人物像
様々なことに興味を持ち、熱い情熱と
チャレンジ精神で何事にも粘り強く
取り組むことができる人

毎日がチャレンジ！
やりがいのある仕事です

現在、私は生産技術部に所属してお
り、主に国内生産拠点再編のため
の生産設備移管業務を担当してい
ます。業務を進める中で、わからない
こともありますが、先輩や上司が丁
寧に指導・フォローしてくださるの
で、安心して業務に取り組むことが
できます。また、移管業務以外にも、
コストダウンのための工程改善や、新製品の開発など様々な業務があ
り、新しい仕事にどんどんチャレンジすることができます。

N・Tさん
（機械設計システム工学科／2018年卒業）

仕事以外も
エンジョイ♪

機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

宮崎日機装株式会社（日機装グループ）

人事担当者からの
メッセージ
高度な技術と製品の信頼性で
皆様の期待に応え続ける～
そんな宮崎日機装の伝統を
一緒に創りましょう!

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、ポンプ・システム、産業用機
器、航空機部品、医療機器、深紫外線LEDの5つ
の事業を独創的な技術でグローバルに展開し、
万が一が許されない「いのち」と「環境」の分野で
社会に貢献しています。宮崎日機装は2017年3
月に設立し、第1弾として航空機用部品工場が
2018年10月に竣工しました。世界シェア90%以
上のカスケードなどCFRPを使った航空機用部品
を製造する工場です。
第2弾として2021年には日本で唯一となるクラ
イオジェニックポンプ試験設備を兼ね備えたイン
ダストリアル工場が新たに稼働する予定です。
当社は日機装グループの中で最大・最重要製造
拠点として位置付けられています。

技術職職種

基本給）186,200円＋諸手当（大学卒）
193,800円＋諸手当（大学院修士修了）　　

※諸手当…交通費、時間外手当等

給与

8：30～17：10（休憩50分）勤務時間

土・日・祝祭日、夏季休暇、年末年始休暇、その他会社指定休日、
年間123日

休日

宮崎市高岡町高浜1495番地63 
0985-82-5600
2017年3月

383名（男性：289名／女性：94名）
miyazaki-saiyo@nikkiso.co.jp

待遇

所在地

電話

設立 1億円資本金

従業員数

E-mail

（宮崎日機装株式会社 総務部）上山担当者

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

こちらも
チェック!

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、
財形貯蓄、グループ保険、クラブ活動、社員食堂など

※会社カレンダーによる

卸売・小売業（OA機器販売及び保守メンテナンス）

MESSAGE 先輩からのメッセージ

企業情報

人事担当者からのメッセージ■当社の求める人物像
失敗を恐れず、自ら考え行動でき、
何事にも前向きに一生懸命取り組む人

私たちと一緒にお客様のベストパートナー、
そして宮崎のオンリーワンカンパニーを目指しましょう。

土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

当社はテレビ宮崎グループの一員として誕生
し、主に富士ゼロックス製の複合機を中心にさ
まざまなOA機器の販売や保守サービス、その
他ソフトウェアやセキュリティ商品、クラウドサー
ビス等を提供しています。お客様の抱える課題
を解決するコンサルタントソリューションを展開
しており、その為に、まずは自らが実践したもの
を提供し、お客様の立場で考え行動することで
言行一致と真の満足度を追求していきます。お
客様の期待に応える価値を提供することにより
お客様が発展し、我々も信頼を得ることで、さら
なる地域への貢献を持続的に実現していくこと
がお客様の「ベストパートナー」となることだと
思っています。

宮崎電子機器株式会社
お客様にとっての
ベストパートナーを目指します。

①営業職 ②システムエンジニア ③カスタマーエンジニア職種

基本給）166,340円+諸手当（大学卒）
166,340円+諸手当（大学院修士修了）

※諸手当…職務手当25,000円、通勤手当5,000円、住宅手当12,500円

給与

9：00～18：00（休憩75分）※時間外あり勤務時間

完全週休2日制、祝・祭日、夏季休暇、年末年始休日

昇給（年1回）／賞与（年2回）／諸手当（住宅手当・交通費補助・
家族手当等）／社会保険（厚生年金・介護保険・雇用保険・
労災保険・協会けんぽ）／年次有給休暇／慶弔休暇／
産前・産後休暇／育児休暇／介護休暇

宮崎市下原町214-18
0985-20-7666
1983年2月
111名（男性：86名／女性：25名）
recruit@mdnet.co.jp

待遇

所在地

電話

設立 2,100万円資本金

従業員数

E-mail

（総務部）河野・大野担当者

https://www.miyazakidenshikiki.jp/HP

こちらも
チェック!

一緒に働ける日を楽しみにしています

私は、カスタマーエンジニア
をしております。業務内容
は、企業や自治体への富士
XEROX製複合機の導入、そ
の他ＰC等の導入と運用サ
ポート、ネットワーク構築等を
行っております。お客様の
ニーズに合わせて多くの商品を扱っており、覚えることも多いですが、
お客様の事業発展をお手伝い出来るやりがいのある仕事です。スキ
ルアップの為の研修も充実しており、また頼れる先輩社員も多いので
安心して着実に成長できる職場です。

当社は富士ゼロックス製の
複合機をメインに、お客様の
お役に立てるサポートなど
トータルメンテナンスを行っ
ています。集合研修では全国
から新入社員が集まり、複合
機やPC、ネットワーク等の知
識を、切磋琢磨しながら一から学びます。宮崎電子機器は時代の流
れにそった活動をしており、テレワークやリモート会議を積極的に取り
入れています。お客様のニーズに答えお客様から愛されるエンジニア
を一緒に目指してみませんか？

N・Hさん（情報システム工学科／2011年卒業）

しっかりとした研修・
学びの場があります
Y・Kさん（情報システム工学科／2020年卒業）
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先輩からのメッセージ

企業情報

MESSAGE

製造業（電気機械器具製造業）

人事担当者からのメッセージ
工場見学を随時受け付けておりますので、興味のある方は電話もしくは
メールにて是非ご連絡ください！

■当社の求める人物像
・コミュニケーション能力・創造力
・行動力・柔軟性

機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

宮崎富士通コンポーネント株式会社
宮崎から世界へ
高信頼・高品質のリレーを提供
私たち宮崎富士通コンポーネントは日南市でリ
レー（電子部品）の製造を行って４7年の会社です。
企業理念
【お客様のタイムリーな商品価値向上にお役に立
つビジネスパートナーとして、「高信頼高品質」「技
術提案力」「コスト競争力」の継続的提供と環境・
社会への貢献を図り利益と成長を実現します。】
私たちの製品そのものは普段目に触れることは
ありません。しかし、車載機器・家電・産業機器等
の制御になくてはならない重要な製品で、それを
製造する私たちの役割はとても大切です。
みなさんの生活に密着する車や家電製品等に多
く利用され重要な役割を果たしているリレー、そ
のものづくりを私たちと一緒に取り組んでみませ
んか。

①設備設計職 ②生産技術職 ③品質管理職 など職種

基本給）184,000円＋諸手当（大学卒）
205,000円＋諸手当（大学院修士修了）

給与

8：25～17：20（休憩55分）勤務時間

完全週休2日制（土・日・祝）、年間休日121日程度休日

昇級（年1回）／賞与（年２回）／社会保険／年次有給休暇／
リフレッシュ休暇／慶弔休暇／産前産後休暇／育児休職／
介護休職など／独身寮あり（3,000円～/月）

日南市大字東弁分乙1011番地

0987-22-5211
1973年7月
359名（男性：245名／女性：114名）
mfcl-recruit@cs.jp.fujitsu.com

待遇

所在地

電話

設立 9,000万円資本金

従業員数

E-mail

池田 善登担当者

http://www.fujitsu.com/jp/group/fcl/
about/facilities/subsidiaries/mfcl.html

HP

こちらも
チェック!

どの分野の学科卒でも活躍できる職場です

生産技術部所属、車載用リレーの設備
立上や工程設計及び改善業務を担当
しています。県外出身のため入社当初
はコミュニケーションの面で心配してい
ましたが、上司・先輩方がとても親切で
すぐに打ち解けることができました。
応用物理系学科卒の為電子部品に関
して解らないことが多々ありましたが、
先輩方から丁寧に一から教えて頂ける上、大学時代の研究や実験等の経験も活か
せる為どの分野の学科でも活躍できるチャンスがあります。

T・Sさん
（材料物理工学科／2013年卒業） いろんな活動に

参加しています

放送業（民間放送業）

MESSAGE 先輩からのメッセージ

放送局を『技術』で支える仕事！

企業情報

K・Tさん（環境応用化学科／2019年卒業）
Y・Nさん（電気システム工学科／2020年卒業）

土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

人事担当者からのメッセージ
放送局は様々なスペシャリストが必要です。
あなたの好奇心・専門分野をＭＲＴで活かしてみませんか？

①総合職 ②営業職
③技術職（カメラマン・音声・照明・放送送出・中継局保守）

職種

基本給）184,400円+諸手当（大学卒）※2020年4月実績
※諸手当…（通勤手当など）51,000円

給与

9：00～17：00（部署によりシフト勤務あり）勤務時間

週休2日制、夏季休暇、年末年始休暇休日

昇給（年1回）／賞与（年2回）／通勤手当／住宅手当／
食事手当／家族手当／定期健康診断 など

待遇

宮崎の太陽のように
ふるさとを照ラス
地域密着の放送局です！　
ＭＲＴ宮崎放送は１９５４年に県内初の民間放送
局として誕生しました。テレビ・ラジオ番組の制
作・放送をはじめ、各種イベントの開催などを通
じ、宮崎の魅力や旬な情報を発信していく企業
です。県内色んなところに足を運んで情報収集
をし、様々な人たちと出会うことによって、発見
や成長を日々感じることができます。また、地
震・台風などの災害時に、すぐに情報を提供でき
るよう備えていて、地域の皆様に貢献できる放
送局を目指しています。私たちと一緒に、宮崎の
未来を作っていきませんか？　宮崎を愛する皆
さんのエントリーをお待ちしています。
※技術職の方は、カメラマン・音声・照明・放送送出・中継局保
守等で活躍しています。

■当社の求める人物像
宮崎のことが好きで盛り上げたい人物、
協調性のある人物、新たな分野に挑戦する
『強いハート』を持つ人物

宮崎市橘通西4丁目6番7号

0985-25-3111

1954年7月

118名（男性：90名／女性：28名）

soumujinji@mrt.jp

所在地

電話

設立 1億6,200万円資本金

従業員数

E-mail

（人事部）四元・川添担当者

http://mrt.jpHP

こちらも
チェック!

株式会社宮崎放送

イベントを運営し、
たくさんの『笑顔』を！

学生時代にＭＲＴでアルバイトをした
ことで放送局に興味を持ちました。入
社当時はスポーツ事業部でコンサー
トや展覧会、スポーツイベントなどに
関わる仕事をしていました。私はイベ
ントに来て下さるお客様の笑顔を見る
だけでやる気が生まれます。人は興味
のある事・好きな事なら頑張れます。
就活期間は自分を見直す貴重な時間
です。自分は何が好きで何がしたいの
か、じっくり考えてみてください。

私は、家族が放送業界で働いており、小
さいころから放送局に興味を持っていま
した。現在は、制作技術部で仕事をして
います。業務内容は、中継、生放送の運
行、取材のカメラ、音声、など様々です
が、私は主に生放送のカメラと取材の
音声をしています。生放送は緊張します
が、その分やり切った時の達成感があり
ます。就職活動は自分を見直し、悩む時
期だと思いますが、自分に合う仕事に出
会えるように、頑張ってください！
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先輩からのメッセージ

企業情報

MESSAGE

食料品製造業（味噌醤油製造業）

人事担当者からのメッセージ

ぜひ一度会社にお越しいただき、職場の雰囲気を体験してください。
■当社の求める人物像

新しい発想で、常にチャレンジできる人材

機械系化学系

ヤマエ食品工業株式会社
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。

①製造職 ②研究開発職職種

基本給）169,190円+諸手当（大学卒）
175,310円+諸手当（大学院修士修了）

※諸手当…家族手当、住宅手当、職務手当、通勤手当

給与

8：00～16：45（休憩65分）※時間外あり勤務時間

日・祝、その他会社カレンダー（年間休日113日）休日

各種保険完備／昇給（年1回）／賞与（年2回）／
昼食時味噌汁他提供／積立有給休暇制度（最大60日）／
慶弔休暇

都城市西町3646番地
0986-22-4611
1950年12月
124名（男性：63名／女性：61名）
soomu@yamae-foods.co.jp

待遇

所在地

電話

設立 1億7,400万円資本金

従業員数

E-mail

田中 健志担当者

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

こちらも
チェック!

T・Kさん（物質環境化学科／2011年卒業
工学研究科物質環境化学専攻／2013年修了）

宮崎の風土が育むしょうゆ・
味噌製造に携われます

私はしょうゆの品質管理を担当しております。
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、毎日、新しい発見が
あります。
また、地元の友人等に自分が携わった商品をおいしい！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。

採石業（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）

MESSAGE 先輩からのメッセージ

企業情報

土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

宮崎県のインフラ基盤を
支えています！！
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で地域社会に奉仕
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、社
会のインフラ整備に欠かすことのできない製
品を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。

■当社の求める人物像
前向きに何でも取り組む
積極的な人材を求めています

人事担当者からのメッセージ
令和4年で創業60年を迎えます。未来へ向け、100年企業を目指し
一緒に頑張ってくれる仲間を募集してます。

総合職職種

基本給）165,540円+諸手当（大学卒）
178,500円+諸手当（大学院修士修了）

※諸手当…事務手当10,000円、調整手当30,000円

給与

本社）8：00～17：00　工場）7：30～16：30※休憩60分勤務時間

週休２日制、年間休日105日※当社カレンダーによる休日

昇給（年１回）／賞与（年２回）／社会保険完備／
退職金制度有

東諸県郡国富町大字木脇3952番地3
0985-24-3551
1962年5月
６2名（男性：47名／女性：１5名）
rockyano@chve.ocn.ne.jp

待遇

所在地

電話

設立 6,000万円資本金

従業員数

E-mail

海野 宏・川越 由香理担当者

http://yanosangyou.co.jpHP

こちらも
チェック!

地域に
密着した仕事
T・Yさん
（農学部生物資源利用学科／
 1995年卒業）

社員が成長できる
会社！
Y・Nさん
（他大学 理系／2015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４，０００ｔ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。

入社6年目で総務・経理・企画・工場の４
部署を経験しました。採石業という業界の
ことを全く知らずに入社した私ですが、今
では自信をもって成長したと言えます。
「石・砂利」については、一見単純なもの
に感じますが、勉強するほど奥が深く、興
味が湧いていきます。
また、この興味を上司に相談すれば、実験
室などで試させてくれるので、学べる環
境がとても魅力です。ぜひ一緒に楽しみ
ながら仕事をしましょう。
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先輩からのメッセージ

企業情報
こちらも
チェック!

MESSAGE
大きなやりがいと魅力が
詰まった仕事です！
T・Iさん
（他大学 土木系／2017年卒業）

仕事以外も
ENJOY♪

建設業（総合工事業）

土木系

人事担当者からのメッセージ

会社見学を随時行なっておりますので、お気軽にお越し下さい！！

夢をカタチにする会社

■仕事内容
現場代理人として品質管理・安全管理・原価管理
などを管理します。
また、現場では多くの技術者たちが協力して
働いているため、コミュニケーションを密にとり、
現場をコントロールしていくことも重要です。
土木・建築に携わり72年。お客様や社員を大事に、
信頼を大切にしてきたからこそ、嬉しいことに
「大和開発がいい！」と、ご指名頂く事も多くなり
ました。それは一緒に働く社員に対しても同じで、
長く安定して働いていただくため、各種福利
厚生にも力を入れています。また、企業対抗
運動会などの社外活動にも参加し、部署間の
交流も積極的に行い、和気あいあいとした風通し
の良い雰囲気づくりにも努めています。

■当社の求める人物像
やる気・向上心があり、柔軟な思考と
広い視野で考え実行できる人材のご応募を
お待ちしております！！

現場管理職職種

基本給）190,000円＋諸手当（大学卒）
210,000円＋諸手当（大学院修士修了）

給与

8：00～17：00（休憩90分）
※諸手当…現場手当10,000円

勤務時間

隔週休2日、祝祭日、夏季休暇、年末年始休日
各種保険完備／昇給（年１回）／賞与（年2回）／
定期健康診断／借上げ社宅有／
資格取得費用会社負担／
通勤手当・携帯電話料金全額支給

宮崎市高洲町235番地3
0985-27-8111
1948年2月
86名（男性：65名／女性：21名）
yamato-m@yamato-kaihatsu.co.jp

待遇

所在地

電話

設立 6,000万円資本金

従業員数

E-mail

（総務部主任）籾木 めぐみ担当者

http://www.yamato-kaihatsu.co.jpHP

「カタチに残る仕事ができる」「需要が
あり安定している」「高い給与と成果報
酬」「職人との信頼関係を築くことがで
きる」などなど、施工管理には大きな魅
力がいっぱいあります。この魅力のせい
もあってか、皆結婚が早いです（笑）
私も職人さんから紹介してもらった方
と今年結婚します！家族に誇れる仕事、
そして将来設計がしっかりできる仕事
です！！

先輩からのメッセージ

企業情報

MESSAGE

電気機械器具製造業（半導体製品の開発・製造）

人事担当者からのメッセージ
会社見学については、随時行っております。
電話・メール等にて問い合わせをお願いします。

■当社の求める人物像
自ら学び、自ら考え、自らを磨き、
未来に向けて挑戦していく人

土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

宮崎で最先端の仕事ができる
Y・Nさん
（電子物理工学科／2019年卒業）

大学では、半導体について勉強しており、地元宮崎で半導
体関係の仕事をしたいと思い、入社しました。
私の中で社会人は、堅苦しい雰囲気というイメージがあり
ましたが、職場の雰囲気はとても良く、先輩社員によるフォ
ローが丁寧で、分からない事は何でも教えてくれます。
また、2年目の現在は、任せてもらえる業務も増え、毎日や
りがいや責任を感じて仕事ができています。

吉川工業アールエフセミコン株式会社
つながり、広がる　
宮崎から世界へ

当社は1984年に半導体組立テスト企業として
創業しました。
創業以来、０Q1 TO BE THE BESTをスロー
ガンに業界No.1を目指しています。
現在では、半導体のテストハウスやRFIDのデ
バイスメーカとしてお客様の多様なニーズに
対応しております。
また、半導体モジュールの組立や特殊素子の
組立、電化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
業様との取引を行っております。
特に、RFID製品は、民生品からアミューズメン
ト分野にも幅広く活用されており、今後ますま
す発展していくものと思われます。

①総合職 ②設計・技術職職種

基本給）188,500円+諸手当（大学卒）
198,500円+諸手当（大学院修士修了）

※諸手当…通勤手当 他

給与

８：３０～17：00（休憩４５分）
※12：15～12：45、15：00～15：15

勤務時間

週休2日制（土・日・祝日）※年間休日120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

休日

児湯郡新富町大字上富田４６３７-１  
０９８３-３３-４４８８
1984年7月
332名（男性：254名／女性：78名）
tishii@yrsc.co.jp

待遇

所在地

電話

設立 1億円資本金

従業員数

E-mail

石井担当者

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

こちらも
チェック!
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先輩からのメッセージ

企業情報

MESSAGE

製造業（めっき業）

■当社の求める人物像
誠実に向上心をもって
仕事に打ち込める人材

人事担当者からのメッセージ
働きやすい職場「ひなたの極」宮崎県認定企業です。
一緒に働きましょう。

「世界一頼りがいのあるめっき屋」を目指す
A・Sさん
（工業化学科／1994年卒業） 仕事以外も

充実♪

機械系 電気・電子系 物理系化学系

吉玉精鍍株式会社
『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
いため、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下さい。
会社で必要な資格は取得できますので、学んで
きたことを発揮できる場所が必ずあります。

研究開発員及び技術開発員職種

基本給）165,000円＋諸手当（大学卒）
179,000円＋諸手当（大学院修士修了）

※諸手当…通勤手当、家族手当、職務手当等

給与

８：００～１７：００（内休憩70分）勤務時間

年間休日１１７日（土・日・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 等

延岡市大武町３９番地２４
０９８２-３３-１２５１
１９５４年４月
110名（男性：６８名／女性：42名）
yst-info@yoshitama.co.jp

待遇

所在地

電話

設立 ７，２００万円資本金

従業員数

E-mail

（総務部）甲斐 広光担当者

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

こちらも
チェック!

弊社は、延岡市にある表面処理（めっき）を
主とする会社になります。宮崎県には専業
のめっき会社が２社しかなく、お客様の要
求を満足させるため、多種多様なめっき対
応が求められます。私は、入社以来、主に
めっきプロセスの開発業務に従事してきま
した。会社の社風も良く、働きやすい職場
環境でもあると思いますので是非、吉玉精
鍍で共に働き、「世界一頼りがいのある
めっき屋」を目指しましょう！

建設業（一般土木建築工事業）

MESSAGE 先輩からのメッセージ

企業情報

人事担当者からのメッセージ
■当社の求める人物像
建設業・ものづくりに興味のある方、
誠実な方、向上心のある方        仕事のやりがいは勿論、福利厚生についてもしっかりしている会社です。

機械系土木系

原建設株式会社
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）トップの売り上げ
（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います。
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。当社、宮崎大学出身
の社員につきまして社会環境システム工学科
の学生は勿論、環境ロボティクス学科出身の社
員が建築部において第一線で活躍しています。
学部学科にこだわらず建設業に携わりたい方
は是非興味を持って貰えればと思います。
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！！

現場管理職職種

基本給）【技術職】200,000円＋諸手当（大学卒）給与

8：00～17：00（休憩60分）勤務時間

年間休日108日程度※土曜日は会社カレンダーによる休日

各種保険完備／昇給（年１回）／賞与（年2回）／
定期健康診断／誕生日休暇・現場移動休暇有

都城市中原町３２街区１号
0986-25-7000
1954年7月
２４０名（男性：220名／女性：20名）
０１@yoshihara－c.co.jp

待遇

所在地

電話

設立 1億円資本金

従業員数

E-mail

沼口 譲二担当者

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

こちらも
チェック!

「自分自身が成長」できる会社です

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。仕
事は自分一人で出来ません。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
作り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、初めて自分の成長に気づきます。

T・Rさん（土木環境工学科／2012年卒業）

ゼロからのスタートへのチャレンジ
S・Sさん（環境ロボティクス学科／2016年卒業）

私は大学時代環境ロボティクス学
科に在籍しており建築に関しての
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
仕事を体感していく中で、人の手で
創るという事の大変さを感じ、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どんな仕事でも一緒だと思います。
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。

金御岳改良工事 道路担当金御岳改良工事 道路担当 くどみホーム辻原館 新築担当くどみホーム辻原館 新築担当
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先輩からのメッセージ

企業情報

MESSAGE

製造業（半導体製造）

人事担当者からのメッセージ
働きやすい職場「ひなたの極み」認定企業です。
工場見学も随時実施しております。お気軽にご連絡ください。

■当社の求める人物像
あらゆる変化に敏感で、自ら考え、挑戦し
続ける人 

設計・技術職職種

給与

8:15～17:15（休憩60分）※時間外あり勤務時間

完全週休2日制、年次有給休暇、他慶弔休暇等、年間休日123日
※2020年度実績

休日

宮崎市清武町木原727番地

※2020年10月1日よりラピスセミコンダクタ株式会社 宮崎工場に社名が変更になりました。

0985-85-5111（代表）

349名（男性：315名／女性：34名）
urayama523@lapis-semi.com

待遇

所在地

電話

設立 1980年11月 2億円資本金

従業員数

E-mail

浦山 真琴担当者

https://www.lapis-semi.com/HP

こちらも
チェック!

昇給（年1回）／賞与（年2回）／社会保険／退職金制度／
企業年金制度／労働組合 等

技術者として
成長していける会社です！

私は、半導体デバイスのプロセス設計を担当し、
製造装置やその処理条件を考えています。
入社2年目で担当製品を持つという責任のある
仕事も任せてもらい、お客様と接する中で、技術者
として必要なものや、新たな知見を学ぶことが
できます。さらに弊社は、入社時だけでなく、段階に
応じた研修や、各職場での教育も充実しており、
技術者として成長するにはとても良い環境です。
是非一度、弊社に見学に来てみませんか。

K・Kさん（電気電子工学科／2014年卒業
工学研究科電気電子工学専攻／2016年修了）

趣味も
充実してます！

機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

ラピスセミコンダクタ宮崎株式会社
品質第一、望まれる
技術商品をタイムリーかつ
継続的に安定供給する
ラピスセミコンダクタ宮崎は、お客様のニーズに
フレキシブルに対応しながら地域社会に貢献し
ています。卓越した半導体生産技術力により、得
意技術を用いた製品の生産に特化して生産効率
を追求しています。
「三つのフラッグシップを掲げ
　　　　　世界で戦える工場を目指す」
①特徴のある縦構造を持つデバイス
②特徴ある材料を使用したデバイス
③WP/ATP融合技術による特徴あるデバイス
お客さまに安心していただける商品をお届け
するために、常にお客さまの目線に立ち品質に
こだわりをもって生産に取り組んでいます。
また、地域に密着する工場として積極的なボラン
ティア活動、地域交流にも努めております。

基本給）210,000円+諸手当（大学卒）
　　　 226,000円+諸手当（大学院修士修了）
※2020年4月実績

先輩からのメッセージ

企業情報

MESSAGE

建設業（土木技術者）

人事担当者からのメッセージ
会社見学、現場見学いつでも行っておりますのでご連絡下さい。
私たちと共に働きましょう。

■当社の求める人物像
誠実で向上心のある人材

土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

私たちと共に、龍南建設を
盛り上げていきましょう！

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。

T・Sさん（土木環境工学科／1998年卒業）

龍南建設株式会社
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

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。

現場管理職職種

基本給）200,000円+諸手当（大学卒）
220,000円+諸手当（大学院修士修了）

※諸手当…通勤、資格、家族、携帯、住宅、タイヤ、
　　　　　遠距離通勤、特殊現場、工事評定点

給与

8：00～17：00（休憩90分）勤務時間

年間休日90日※会社カレンダーによる休日

昇給（年1回）／賞与（年2回）／社会保険完備／
有給／慶弔／育児・介護休暇 等

宮崎市大字本郷南方1857番地3
0985-56-7300
1954年6月
47名（男性：40名／女性：7名）
yanagita@ryunankensetsu.co.jp

待遇

所在地

電話

設立 2,000万円資本金

従業員数

E-mail

栁田 将宏（宮崎大学2011年卒業）担当者

https://ryunan-kensetsu.jp/HP

こちらも
チェック!

仕事以外でも
絆を深めて
います♪
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