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　コロナ禍の中、２０２２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。
　２０２２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
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土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

生産用機械器具製造業（生コン工場向け環境機械）

MESSAGE 先輩からのメッセージ

■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。

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。

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し、持
続可能な社会を目指す環境機械メーカーとし
て、自社製品の開発、設計から製造、販売、据付、
保守まで一貫体制を築いています。大企業には
真似できない、中小企業ならではの俊敏性で研
究・開発を続け、生コンプラントの排水処理設備
では業界No.1！ 過去の実績から「赤江が一番」
と評されることも少なくありません。製造部で
は、ライン作業ではなく１人１人が様々な多能工
業務を行い、営業は全国を駆けまわり、設計は
ユーザーに最適な提案を行い、日 「々気付き」を
得ながら成長を続けています。100年企業を目
指して、中小企業としての強みを生かせる人材
育成に取り組んでいます。

企業情報

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研究開発職職種

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
年末年始（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

65名（男性：60名／女性：5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

日々成長を実感できる職場
M・Yさん（環境応用化学科／2021年卒業）

私は大学時代に化学を専攻し
ていたので機械設計に関する
知識は全くなく不安がありまし
た。しかし、上司や先輩方が最
初から丁寧に教えていただき
少しずつ機械設計を理解出来
る様になりました。答えが一つ
ではないので過程が重要であり学生時代とは違った経験が出来、日々成
長を感じられます。興味のある方は、まず工場見学をしてみませんか。
私の様な未経験の方でも大歓迎です。社員一同お待ちしています。

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。

自分のライフスタイルに合った
仕事を探して
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）

人材サービス業（人材派遣・人材紹介）

MESSAGE 先輩からのメッセージ

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。

■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。

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。

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

企業情報
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。

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

給与
勤務時間
休日

延岡市旭町2丁目1番地3
0120-213-477
1987年1月
2,329名（男性：412名／女性：1,917名）
※派遣スタッフ数（8/30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!

①事務職 ②現場管理職 ③システムエンジニア
④プログラマー ⑤設計・技術職 ⑥製造職 ⑦研究開発職
⑧検査・検品職

K・Kさん（物質環境化学科／2007年卒業）

「無期雇用派遣」で
より安心、より安定へ！

転職時にアミダスに登録し、旭
化成の技術開発部で就業開
始して4年目です。子供が小学
生になるタイミングでの転職
に際し、就業時間、お休み等の取りやすさなど希望を伝
えたところ、希望に合った就業場所を紹介して頂きまし
た。卒業後、化学から10年以上離れていたので少し不
安もありましたが、担当者さんが定期的に職場に来てく
ださる面談もありますので、質問やキャリアアップの相
談などが気軽にでき、とても働きやすいです。

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、2018年4月から無期雇用契
約となり現在に至ります。無期雇用転換後は、雇用の心
配をすることが少なくなり、より安心して業務に取り組
めています。また、常に働く機会も提供してもらえるの
で、長期的な視点でキャリアを磨くことができると感じて
います！

仕事をしやすい
環境が整って

います♪

M・Tさん（物質環境化学科／2003年卒業
工学研究科物質工学専攻応用化学コース／2005年修了）

子育てしながらキャリアアップも可能です！
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■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。
ぜひ、私たちの仲間になりませんか？

旭有機材株式会社
ナンバーワン事業が3つ！
「はじめて」に挑み
「違い」をつくる
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

先輩からのメッセージMESSAGE

プラスチック製品製造業（工業用プラスチック製品）

入社1年目！ 毎日が勉強です！
Y・Mさん（環境ロボティクス学科／2019年卒業
工学研究科工学専攻機械・情報系コース／
2021年修了）

私は、鋳物製品の製造プロセスで
砂型に使用する樹脂(素形材用製
品)の開発を行っています。大学の
専攻とは異なる部分も多く不安も
ありましたが、部署の垣根を越えて
先輩方にサポートしてもらいなが
ら、毎日楽しく仕事ができています。
製品開発は、難しい課題が多く一
朝一夕にいきませんが、自分が開発した製品でお客様にお役立ちできるよ
うに、知識・技術の習得に励んでいます！

仕事以外も
充実!

土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

企業情報
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）※職種・事業所による。時間外有り。勤務時間
年間休日120日(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
842名（男性：726名／女性116名）
※2021年3月・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.jpHP

こちらも
チェック!

基本給）205,600円+諸手当（大学卒）
225,100円+諸手当（大学院修士修了）

※諸手当…地域手当／東京17,400円

土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

総合商社（卸売）

MESSAGE 先輩からのメッセージ

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！

エネルギー事業を軸に、
時代に沿った事業を幅広く展開

植松商事株式会社（植松グループ）

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）

■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

企業情報
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（休憩60分）※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
496名（男性：324名／女性：172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（2021年4月実績）

型にはまらず新しいことにチャレンジ！！
R・Kさん（電気物理工学科／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）

1年目は通信事業部にて携帯電話
の販売・接客業務、2年目からはホ
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、先輩や上司からアド
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！

オリックスレンタカー宮崎空港ベ
アーズ店 店長として、接客はもち
ろん、車のメンテナンスや書類作成
などのレンタカー業務をおこなって
います。店長としての仕事はもちろ
ん充実していますが、趣味である
サーフィンも10年以上続けてお
り、現在も週に3～4回ほど海に行きます。日によっては出勤前に海へ
行くなど、充実したプライベートも過ごしています。仕事と趣味を両立
できる今の環境が、自分にはとても合っていると感じます。

いいプライベートがいい仕事をつくる！
T・Oさん（情報システム工学科／2010年卒業）
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人事担当者からのメッセージ

土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

企業情報

先輩からのメッセージMESSAGE

建設業／設備工事業（給排水衛生／空気調和設備施工）

■当社の求める人物像
どんな業務にも当事者意識を持って、
最後までやり遂げる方        

守る、支える、整える
宮崎の水環境ベストパートナー        
皆様の生活の「縁の下の力持ち」、弊社は家庭の
飲料水からビルの空調・冷暖房管理など、皆様
の生活の水と空気を健全にお届けする「管工事
業」をメインに置く建設会社です。生活の中に上
手に溶け込み、より「健全で当たり前の生活」を
提供する。皆様の目に触れることはほとんどあり
ませんが、今日も皆様が安全で健康的に過ごせ
る環境を提供できるよう努めています。
弊社で働く社員には、みんな「夢」や「生き方」が
あります。それを支えるのは 「健康」と「安心し
て働ける環境」です。その考えを大切にしなが
ら、より良い職場環境づくりに努めています。宮
崎県の働きやすい職場づくり『ひなたの極』認証
企業です。

こちらも
チェック!

自らの体験から考える働きやすい職場とは
T・Tさん
（土木工学科／1993年卒業） 働きやすい

職場です!

人事担当者からのメッセージ
私達の仕事は社会インフラを支える大切な仕事です。
是非私達と一緒に働きませんか？

①総合職 ②現場管理職 ③設計・技術職職種

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）

給与

8：00～17：20（休憩90分）   勤務時間

年間休日100日（日・祝・祭日、お盆、年末年始）   

※諸手当…資格手当、家族手当、住宅手当、通勤手当

休日

昇給（毎年６月）／賞与（年２回）・決算賞与／各種保険加入／
定期健康診断／人間ドック補助／インフルエンザ接種負担／
資格合格報奨金／誕生祝／各ライフイベント祝い

宮崎市橘通西５-２-３３
0985-24-3051
1969年11月
57名（男性：50名・女性：7名）
soumu@esaka-setsubi.co.jp

待遇

所在地

電話

設立 5,000万円資本金

従業員数

E-mail

鳥山 貴生担当者

https://esaka-setsubi.co.jp/HP

私が考える「働きやすい職場」とは、働く
みなさんが健康であり、みんながコミュ
ニケーションをとることができる、そして
一人ひとりが自分の夢を追いかけること
のできる環境が整っている職場です。
そのきっかけは私自身が長期入院を経
験したことであり、従業員みんな健康で
あってほしいと考え、現在に至ります。
是非私たちと一緒に働きませんか？  
 

土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

情報サービス業（システム開発・保守）

MESSAGE 先輩からのメッセージ

人事担当者からのメッセージ
日本の中核企業をITで支える使命感と共に、私たちと一緒に宮崎を
盛り上げていきませんか?

【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!

■当社の求める人物像

ＳＣＳＫニアショアシステムズ株式会社

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

当社は、業界大手のSCSKが手掛けるシステム開発
案件を各地域の拠点でリモートにて開発しており、
宮崎で大きな仕事と柔軟性ある働き方を実現して
おります。
◎お客様の基幹業務システムの継続的保守業務も
増加中。

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

◎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。

企業情報

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
　30,100円（大学卒）、31,700円（大学院修士修了）
※諸手当…通勤費、リモートワーク推進手当等

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（7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
全社員：415名（男性：306名／女性：109名）
宮崎開発センター：80名（男性：62名／女性：18名）

saiyo@scsk-nearshore.co.jp

待遇

所在地

電話

設立 1億円資本金

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!

宮崎から全国に最上のシステムを
M・Oさん（環境ロボティクス学科／2017年卒業）

現在、私はERPパッケージシステム
の開発・保守業務を行っています。
入社当時は、システム開発の知識や
スキルはほとんどありませんでした
が、様々な研修や先輩社員の丁寧
な指導のおかげで、一人の技術者と
して成長できたと実感しています。
開発しているシステムは、全国の大手企業のお客様にもご使用いただ
いているシステムであるため、高いスキルや知識を求められますが、そ
の分やりがいや達成感を感じることができます。

宮崎で都心レベルの開発ができ、
柔軟性が高い仕事形態に加え、柔
軟性が高い環境・制度が整ってい
ます。有休取得や残業削減は勿論
のこと、感染症対策も徹底してお
り、新人研修は、ほぼリモートで行
われました。配属された後も高い割
合で在宅勤務を行い、出社時は座席自由化で、密にならない状態で
業務を行っています。さらに最近では、副業制度も開始されました。
私はまだ勉強の段階ですが、学んだことを業務に活かせています。

柔軟性が高い会社
K・Gさん（情報システム工学科／2020年卒業）
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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）

MESSAGE 先輩からのメッセージ

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。

■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

機械系 電気・電子系化学系

株式会社MFE HIMUKA

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。

企業情報

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

64名（男性：56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!

昇級（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

達成感が味わえるやりがいのある仕事
S・Mさん
（他大学 理系／2021年卒業）

Y・Oさん
（他大学 文系／2021年卒業）

様々な業務にチャレンジできる職場

私は、今まで文系だったの
で、全く縁のない工業系の
世界へ飛び込むのは不安
でした。入社後には、約２ヵ
月間の教育研修が行われ、
実習や座学でたくさんのこ
とを学べたので不安もなく
なり、教育研修後はスムー
ズに業務が出来ました。また、会社内の雰囲気も良く、みんな仲が良い
ので、毎日楽しみながらお仕事をさせて頂いています。

とてもアットホームな会社で、とて
も活気がある会社です。先輩上司
も、しっかり部下に技術指導をして
くれます。最初は、基本的な事から
丁寧に指導してもらえるので、自分
のスキルアップのためには、ぴった
りの会社です。先輩も面倒見がよ
く、わからないことや悩んでいることがあれば相談できる環境がありま
す。実際に自分の手でものづくりをしていくので、製品が完成した時
の達成感を味わえるとてもやりがいのある仕事です。

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」
■2019年宮崎県IT企業売上NO.1（帝国データバンク調査）。
■国内４拠点（東京・大阪・福岡・宮崎）。
　働く場所を選択できます。
■お客様は官公庁、自治体、政令指定都市や大手優良企業。
■AI等最新技術積極活用。
■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50年の安定した経営基盤。業績により決算賞与あり。
■厚生労働省「若者応援企業」認定。
■入社3年社員96％在籍。育児休業復帰100％。
■内定時から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 ③設計・技術職職種
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（実績年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
316名（男性：261名／女性：55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
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先輩からのメッセージMESSAGE

土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

建設業（総合工事業）

いまのあたりまえを疑い、
もっと良いあたりまえを
生み出す。 

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69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、一緒に挑戦し成長できる
仲間を求めています！

人事担当者からのメッセージ
WEB会社説明や社内見学はもちろん、1DAYや7DAYインターンシップも
随時募集&開催してます！

若手こそが活躍できる業界です！
Y・Iさん
（土木環境工学科※現：社会環境システム工学科／
 2012年卒業）

充実した
毎日を過ごして

います

株式会社岡﨑組

企業情報

①総合職 ②事務職 ③現場管理職 ④設計・技術職
⑤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
70名（男性：60名／女性：10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!

建設事業部技術職10年目になります。
現在の土木は大きな変化を迎えています。特に
ICTの導入により、ドローンでの空撮や現場の3
次元モデル化等、従来の土木管理とは異なった
取組みが行われています。その取組みは決して
ベテラン技術者だけでなく若手社員が中心と
なって取り組んでいます。
大きな変化を迎えている土木の仕事に、若い力
が大いに必要とされている職種ですので、ぜひ
一緒にやってみましょう。

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け付けております。
お気軽にお問い合わせください！

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

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。お蔭様でこ
れまで多くのお客様に支えられながら土木工
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、支えていただ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。皆さんも私たち
と一緒に宮崎を盛り上げていきませんか？

先輩からのメッセージMESSAGE

建設業（総合工事業）

土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

企業情報

①営業職 ②現場管理職職種

基本給）200,000円+諸手当（大学卒）
※諸手当…通勤手当、時間外手当、ボーナス他

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

宮崎で“おおきい”仕事しませんか？

弊社は宮崎県全域をメインの
フィールドに、土木・建築・資材製
造販売など多種にわたる事業を展
開しています。私は土木部に所属
し橋梁下部工やボックスカルバー
ト工など様々な現場の施工管理に
携わっています。現場ごとの土地や
環境に由来する問題をいくつも解決せねばならず決して楽な業務ではあ
りませんが、その分竣工した時の達成感は並々ならぬものがあります。皆
様と一緒に達成感を味わえる人楽しみにしています。

T・Sさん
（土木環境工学科／2002年卒業） 仕事の

素晴らしさを伝える
見学会！
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先輩からのメッセージMESSAGE

技術サービス業（仮設構造物、土工構造物の設計）

働きやすく安心して業務に
取り組めます
A・Nさん
（環境ロボティクス学科／2017年卒業） 2匹と週末を

楽しんで
います!私は、学生時代に土木や建築

分野に関して専門的に学んだ
事はありませんでした。
入社前はしっかり業務に取り
組めるか不安でしたが、充実
した研修プランで配属後も何
不自由なく業務に取り組めま
した。加えて先輩方は気さくに声をかけてくれるので職場への慣
れも早かったです。まだまだ発展途上な私ですが、日々成長できる
環境で精進していきます。

キャデック株式会社

土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

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になりませんか！

■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。

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。

企業情報

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：125日（2021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
59名（男性：47名／女性：12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

有馬 文彦担当者

http://www.caddec.com/HP

こちらも
チェック!

技術サービス業（土木建築サービス業）

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

To the future to
fly together

当社は、建設業者や建設コンサルタント業者（測
量・設計）が困っているニッチな分野の専門技術
を磨き、最新の機器を活用し建設産業全体のサ
ポート役を担っております。建設業界の生産性
向上の為、国が推進するi-Construct ion（ア
イ・コンストラクション）のサポート強化と業務
効率化の為の橋梁点検ソフトの全国販売を実施
しています。長年培った経験と技術を活かし、橋
梁・トンネル等の各種インフラ点検と、それに伴
う交通誘導警備、さらにＩＣＴ施工サポート（測
量、3次元測量、点群処理）まで、独自のビジネス
モデルである“ワンストップサービス”を展開し
ております。

■当社の求める人物像
・成長する意欲があり、明るく素直で元気な方
・誠実で感謝の気持ちを忘れない、
 その様な人物を求めています

素直で感謝できる方は自然と成長してきます。
そんな誠実な方をお待ちしています。

設計・技術職職種

基本給）160，000円+諸手当（大学卒・大学院修士修了）
※諸手当…55,000円～（職能手当12,000円～/みなし残業30時間/

通勤手当20,000円まで/資格手当5,000円～/家族手当5,000円～）

給与

8：30～17：30（休憩60分）※時間外有り勤務時間

年間休日117日程度※会社カレンダーによる
夏季休暇、年末年始、有給休暇

休日

各種保険完備／昇給（年1回）／賞与（年2回）／退職金／
資格支援制度／慶弔見舞金／定期健康診断／育児・介護休暇

宮崎市大字大瀬町359番地

0985-30-3138
2011年6月
62名（男性：53名／女性：9名）
info@kksupport.co.jp

待遇

所在地

電話

設立 1,000万円資本金

従業員数

E-mail

髙橋担当者

http://www.kksupport.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

株式会社九州建設サポート

日々の安全と円滑な交通を支える会社
J・Jさん（他大学 文系／2019年卒業）

ワークライフバランスを大切に働く

卒業後、土木とは関係のない
職種に就職しましたが、結
婚・出産後に「土木にかかわ
る仕事がしたい」と思い、入
社しました。現在は積算代行
業務を担当しています。少し
ずつ経験や知識を積み重ねることで、今ではお客様に喜んでいただき、
私自身も達成感も得ることができています。今は育児との両立のために
時短勤務です。弊社はワークライフバランス保ちながら、自分の意志次
第で学び、成長することができる職場だと思います。

弊社では道路、トンネル等の
点検・調書作成、及び詳細調
査や補修設計まで行います。
私は大学では経済学部に所
属していましたので、経験は
ほとんどない状態で入社致し
ました。しかし、経験豊富な先輩社員や上司のサポートもあり、未経験で
も安心して取り組むことができます。また、点検業務だけでなくドローンを
使った空撮業務や様々な業務に携われるので毎日充実して成長を感じ
ることができる仕事だと思います。

E・Nさん（土木環境工学科／2007年卒業）
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土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

専門・技術サービス業（総合建設コンサルタント）

MESSAGE 先輩からのメッセージ

■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。

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。

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

九州工営株式会社

企業情報

①設計・技術職 ②測量・調査職職種

基本給）220,000円+諸手当（大学卒・大学院修士修了）
※諸手当…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
48名（男性：45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 正樹担当者

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

こちらも
チェック!

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）

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。

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）

先輩からのメッセージMESSAGE

製造業（水晶デバイスの製造）

先輩方が温かく楽しく仕事を
教えてくれます
R・Kさん
（他大学 文系／2002年卒業）

当社は、人工水晶を主材料とした水晶デバイスと
呼ばれる電子部品の製造・検査と、水晶デバイス
の材料として使用されるウエハという素材の研磨
加工を行っている会社です。水晶デバイスは、デ
ジタル機器を正しく作動させるために不可欠な
部品として、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
ものから人工衛星や産業機械等にまでIOT、5G
を代表とする様々な分野において、ほぼ全てのデ
ジタル機器に搭載されています。サイズは小さく
てもデジタル機器内部の見えない部分で活躍
し、さらに発展・多様化していく私たちの暮らしを
支えています。

世界中のデジタル機器の中で
活躍する水晶デバイス

■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

電気・電子系機械系

株式会社九州大真空

人事担当者からのメッセージ
会社見学を随時受け付けております。
ぜひ、お気軽にお問い合わせ下さい。

企業情報
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・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（2021年度）
※会社カレンダーあり

休日

昇給（年1回）／賞与（年2回）／退職金制度／慶弔見舞金／
各種社会保険完備／有給・育児・介護・慶弔休暇／
定期健康診断／資格取得費用全額負担／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：54名／女性：22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!

私は品質部で、品質管理の為の製品特
性検査と計測器の校正を主に担当して
います。自分が関わる製品が身の周り
のデジタル機器に入っている事を知り、
自分の仕事をより身近に感じています。
初めての業務について覚える事に不安
を感じる時もありますが、話しやすい先
輩方ばかりで、温かい雰囲気で楽しく
教えてくれます。もっと勉強して仕事の幅を広げたいです。福利厚生面が充
実しており、育児休業制度等にも理解がある会社です。

働きやすい
職場です!
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先輩からのメッセージMESSAGE

建設コンサルタント

土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

株式会社九州土木設計コンサルタント

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

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！

企業情報
設計・技術職職種

基本給）205，000円+諸手当（大学卒）
210，200円+諸手当（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
43名（男性：39名／女性：4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!

地域の安全を知識と経験で守れる職業です。
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♪

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。

先輩からのメッセージMESSAGE

建設業（総合電気工事業）

人事担当者からの
メッセージ
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。

■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／
目標・夢を持っている方

地元に貢献して、自分を高められる会社です
Y・Oさん
（電気システム工学科／2019年卒業） 仕事以外も

充実♪

入社してからは1ヵ月
研修を行い、その後各
部に配属されました。
私が現在所属してい
る発変電工事部では
主に、宮崎・鹿児島県
内の発電所・変電所にある機器の点検・取替・増設を行っています。配属さ
れてからは、様々な現場で作業員として働き経験を積みつつ、技能講習等で
資格を取得しました。大学で学んだ電気の知識を生かしつつ、地域社会に貢
献できる仕事でやりがいを感じております。

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こそ、
電気に関わる仕事に
携わりませんか
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73年になります。現在、南九州は
もとより、九州北部・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　他

企業情報

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
414名（男性：366名／女性：48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!
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弊社は今年で創立５４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
（キュービクル）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
貫工場になっており、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、会社敷地内に社内
保育所「さんこうこどもえん」を設置するなど時
代のニーズに合わせた様々な福利厚生も整えて
おります。
地域に根差した企業を目指し、これからも飛躍を
続けます！

宮崎から全国へ
安心安全の電気を届けます!!

■当社の求める人物像
・成長意欲があり、明るく素直で元気な方
・誠実さとやる気を持って働ける方

人事担当者からのメッセージ
会社見学、インターンシップ等随時受け付けております。
お気軽にお問い合わせください！

先輩からのメッセージMESSAGE

電気・電子系機械系

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〉）

スキルアップしよう！
S・Iさん
（機械システム工学科／2011年卒業） 仕事以外も

充実!

共立電機製作所では、キュービ
クル式受変電設備という重要な
電気設備を製造しております。私
は設計部に所属しておりますが、
私の様に電気科卒でない人も多
く、入社してからの勉強でも十分
やっていけると思います。弊社で
は資格手当が充実しており、今
まで資格を取得した方はもちろん、今から勉強を頑張りたいという方にもお
すすめです。色々な事に挑戦できる職場です。

株式会社共立電機製作所

企業情報
①設計・技術職 ②製造職 ③検査・検品職職種

基本給）147,333円+諸手当（大学卒・大学院修士修了）給与

８：０５～１７：２０（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／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／宮崎日日新聞支給

宮崎市高岡町高浜１４９５番地５５
０９８５-72-7880
1967年5月
２64名（男性：216名／女性：48名）
recruit@kyouritsu-denki.com

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://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

人事担当者からのメッセージ
会社見学、インターンシップ等随時受け付けております。
お気軽にお問い合わせください！

先輩からのメッセージMESSAGE

電気・電子系機械系

電気機械器具製造業（産業用電気機械器具製造業〈LED照明〉）

スポーツ施設等のLED照明を作っています
M・Nさん
（物質環境化学科／2014年卒業） 仕事以外も

充実!

共立電照は、LED照明の設計・
開発・製造・販売を行っていま
す。私たちの製品は、スポーツ施
設や道路など様々なところに使
われています。普段利用したり、
目にしたりする場所に私たちの
製品が使われているので、とても
やりがいを感じる仕事です。
最近では、蓄電池を利用した製品も増えており、今まで以上に省エネに貢献
しています。

株式会社共立電照

企業情報
①設計・技術職 ②製造職 ③研究開発職 ④検査・検品職職種

基本給）147,333円+諸手当（大学卒・大学院修士修了）給与

８：０５～１７：２０（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／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／宮崎日日新聞支給

宮崎市高岡町高浜１４９５番地５５
０９８５-65-6700
2009年8月
48名（男性：39名／女性：9名）
recruit@kyouritsu-denki.com

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

弊社は２００９年に（株）共立電機製作所から設
立され、今年で創立１２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。
「８０８MERA植物工場」を工場内に設置し、貴学
と共同研究をさせて頂きながらこれまでとは違っ
た角度から新しい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！

宮崎から全国へ
皆様の暮らしに明かりを
灯します!!

■当社の求める人物像
・成長意欲があり、明るく素直で元気な方
・誠実さとやる気を持って働ける方
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先輩からのメッセージMESSAGE

専門技術サービス業（建設コンサルタント）

物理系 情報系土木系

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・まちづくり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47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26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。また、近年では都市計画等のまちづくりにも
積極的にチャレンジしています。

株式会社共同技術コンサルタント

企業情報

①システムエンジニア ②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）※休憩60分勤務時間

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／
業務外における入院医療制度完備／
育児休業（技術社員で取得実績あり）

風通しの良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！

先輩からのメッセージMESSAGE

土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

建設業、はん用機械器具製造業（建設業、その他のはん用機械器具製造業）

ものづくりが好きな方には最適
Z・Xさん
（機械設計システム工学科／2019年卒業
工学研究科工学専攻機械・情報系コース／2021年修了） 仕事以外も

充実!

清本鐵工は、地域や社会、そして産業を支える企
業です。「食・環境・エネルギー・インフラ」をキー
ワードとし、今後の発展が期待されるさまざまな
事業を、高い生産力で展開・維持しています。高
度な技術力を持ったキヨモトの技術者たちは、お
客様の多様なニーズへの対応や課題解決を行い
ながら日本全国で活躍しています。
キヨモトの強みは、顧客の要望に「誠実」に向き合
い、きっと実現させるという「信頼」のもと、高い
「技術力」で挑戦してきたことです。これまで培っ
てきた「知恵と技術」を引き継ぐと共に、さまざま
なことに「チャレンジ」し続けながら、これからも
地域や社会の発展に貢献していきたいと思って
います。

社会インフラ・地球環境に
貢献し、付加価値を創造する
会社です！

■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

清本鐵工は鉄の製品・設備の設計か
ら製造、施工、メンテナンスまでを行
い、プラント・工場を初め、インフラや
水環境など様々な分野で社会を支え
ており、非常にやりがいがあります。
様々な製品を製造するため、計算や
溶接、加工など色んな知識が勉強で
き、分からないことがあっても先輩た
ちが親切に教えて頂けます。安心して
すくすく成長していける職場です。

清本鐵工株式会社

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は随時受け付けていますのでお気軽に
お問合せください。お待ちしております！

企業情報

①施工管理 ②工場管理 ③営業職 ④設計職職種

基本給）186,500円+諸手当（大学卒）
190,500円+諸手当（大学院修士修了）

※諸手当…住宅手当（30,000円～）、技能手当、通勤手当 他

給与

8：00～17：00（休憩60分）勤務時間
土（隔週）・日・祝、GW、夏季休暇、年末年始 年間休日111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／
看護休暇／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
511名（男性：461名／女性：50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!
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先輩からのメッセージMESSAGE

土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

飲料製造業（酒類製造業）

安心・安全な製品をお届けするために！
K・Mさん
（機械設計システム工学科／2015年卒業
工学研究科機械システム工学専攻／2017年修了）

休日は職場の
先輩・後輩と

魚釣り♪

製造部は、原料調達から原酒製
造までを担う部署です。安心・安
全な高品質の製品をお客様へお
届けするために設備の管理や改
善、日々の機械メンテナンス業
務を行っています。現在、私はエ
ネルギー管理を担当しており、製
造効率の向上に取り組んでいます。また、20・30代の社員が部の大半を占
める職場で、若いうちから様々な仕事を任されるので同年代の方と切磋琢
磨できる良い環境です。

霧島酒造株式会社／
霧島ホールディングス株式会社

■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！

～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。

企業情報
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（2021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（人事労務課直通）
1916年5月
594名（男性：405名／女性：189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 人事労務課）徳峰担当者

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

こちらも
チェック!

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

土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

企業情報

■当社の求める人財
「誠実」「挑戦」「創造」
※下記QRコードから「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
ワイワイで一緒に働いてみませんか？
ご質問等ありましたらお気軽にお問い合わせください！

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、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、地域に役立つ番組作りを続けている
ほか、近年ではバーチャルキャスター起用や、eス
ポーツに焦点を当てた番組も制作しています。
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
ケーブルテレビです！

①営業職 ②事務職 ③技術職 ④番組制作職職種

基本給）【営業職・技術職・番組制作職】200,000円+諸手当（大学卒）
【事務職】186,459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
74名（男性：39名／女性：35名）
waigene@ma.wainet.co.jp

9：00～18：00（休憩60分）勤務時間

週休２日※年間休日105日以上（2021年度実績：111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 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）岩田 真菜担当者

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）

様々な経験ができる職場
S・Mさん（農学部森林緑地環境科学科／2016年卒業）

制作局で、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、3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！

営業局で、営業事務の担当と
して、営業担当がお客様から
預かってきた契約書等を弊社
のシステムに登録したり、窓口
でのお客様対応をしています。
弊社のサービスエリアが拡大
した際は、新規エリア担当として立ち上げに携わりました。
また、事務処理のペーパーレス化やシステム化など、最初は慣れない
ことばかりでしたが、新しい業務に取り組むことが自身の成長につな
がっていると感じています。
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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

株式会社興電舎

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
・素直で自ら学べる人
・正直、誠実、まっすぐ新しいことに
 チャレンジできる人

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

電気を活かす。社会に活きる。
私たちは、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サ
ポートをする会社です。電気にまつわる事業を
幅広く展開しており、活躍の場は多岐にわたり
ます。建物の電気工事を始め、発電所や電気設
備のメンテナンス、配電盤の製造、ソフトウェア
の開発等、電気の活躍を支え、電気の安全を守
り続けています。
興電舎では入社後約半年かけて新入社員研修
を行います。様々な部署で座学・実習を行うた
め、同期と仲が深まるのはもちろん、多くの先
輩社員と関わることもできます。
宮崎大学OBも若手からベテランまで多数在
籍しているため、質問や相談がしやすく安心し
て働ける職場です。

企業情報
こちらも
チェック!

総合職（施工管理、メンテナンスエンジニア、設計、製造、
製品開発、検査）

職種

基本給）189,000円+諸手当（大学卒）
199,200円+諸手当（大学院修士修了）

※諸手当…通勤手当、時間外手当、資格手当、勤続手当等

給与

8：00～17：10（休憩70分）勤務時間

年間109日（日・祝日、第2・第4・第5土曜日、盆、年末年始等）休日

社会保険完備／退職金制度／慶弔見舞金制度／
確定拠出年金制度／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／保健相談

延岡市浜町222番地1
0982-33-3602
1949年2月
350名（男性：309名／女性：41名）
h-tomiyama@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

https://www.kodensya.co.jpHP

人とのつながり
T・Nさん（電子物理工学科／2020年卒業）

チャレンジと成長
A・Kさん（地域資源創成学科／2021年卒業）

私は受配電設備の電気設計
やそれを納めるための盤の図
面製作、社内製品の案件管理
等を行っています。今の業務は
他部署の方々と密接に関わる
ことが多くあります。たくさん
の人と関わりのある仕事がしたいと思っていた自分の性格に合った仕
事ができていると感じます。また、自分の作成した図面が実際に形に
なった時はすごく感動します。興電舎は他にも様々な事業を行っている
ため研修で自分に合う仕事を見つけられると思います。

私は文系出身で電気の知識
はありませんでしたが、会社
説明会で専門でない人でも
研修で一から電気に関する
知識や技術を学ぶことができ
ると聞き、入社を決意しまし
た。入社後の新入社員研修で様々な部署の座学や実技を行ううちに、
電気についてもっと勉強したいという思いが強くなり、現在は電気工事
士の資格取得に励んでいます。今後も電気に関する知識や技術を身に
つけて、現場で活躍したいです。

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

土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

向陽プラントサービス株式会社（旭化成グループ）
共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。
宮崎に拠点を置きつつ、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。
また人財育成にも力を入れており、半年間の新入
社員教育を始め資格取得制度も整えています。

人事担当者からのメッセージ■当社の求める人物像
協調性があり、やる気に満ちている方 入社して半年程度、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。

企業情報
①総合職 ②現場管理職職種

基本給）186,970円+諸手当（大学卒）
189,530円+諸手当（大学院修士修了）

※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

115日（日・祝・年末年始）、完全週休2日制休日

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を導入

延岡市大武町39番地の5
0982-34-2551
1978年9月
252名（男性：228名／女性：24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

www.koyo-t.comHP

こちらも
チェック!

新入社員教育が充実!若い社員が
男女問わず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）

入社後は社内教育として、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！

4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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■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
住み良い宮崎づくりに貢献するのために、共に成長していきましょう！
ご応募お持ちしています。

確かな技術とチーム力で
住み良いまちづくりに
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。
社員一人一人の個性とチーム力を大事に考え、
働きやすい環境づくりにも取り組んでいます。
地域に貢献しながら、技術者としてスキルアップ
していくことができる、そんな企業を目指してい
ます。

総合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

機械系 電気・電子系 物理系 情報系土木系

株式会社晃和コンサルタント

企業情報
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
34名（男性：26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!

現在入社3年目になりますが、
大学在籍時の研究室が地質・
地盤分野だったこともあり、自
分は入社当時から地質調査分
野を中心に業務に取り組んで
います。自分の例とは別に設計
業務を中心に行う先輩方もお
り、自分のやりたいことに挑戦
できる会社だと思います。また地域に密着した業務が主ですので、身
近にやりがいを感じながら日々励んでいます。

自分のやりたいことに
挑戦できる会社です
Y・Tさん（社会環境システム工学科／2019年卒業）

働きやすい環境の中で
日々奮闘しています

私たちの主な業務は、国や県・市
町村のパートナーとして、道路や
農業土木施設の設計、橋梁やト
ンネル等の点検・補修設計等を
行っています。将来、そこを利用
する人々の事を考えながら新し
いものを作る、今あるものをより
長く使用するために知恵を絞るという所にやりがいを感じています。会
社全体でサポートする環境があり、楽しく仕事ができると思います。宮
大卒業生も8名在籍しているため新卒でも働きやすい会社です。

E・Wさん（社会環境システム工学科／2017年卒業）

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

「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。

先輩からのメッセージMESSAGE

建設コンサルタント（土木の調査・測量・計画・設計）

宮崎の発展に貢献できる技術者を目指して
U・Nさん
（社会環境システム工学科／2021年卒業）

私は熊本出身ですが、大学時代4
年間を宮崎で過ごし、自然豊かな
宮崎が大好きになりました。その大
好きな宮崎で仕事をしたい、貢献し
たいという思いで入社しました。入
社以来まずは土の勉強ということ
で、土質関連の業務に携わっていま
す。会社は自由な雰囲気で先輩方に仕事の以外のことも色々教えていた
だき、毎日楽しく過ごしています。これからは、早く一人前の技術者となり
大好きな宮崎の発展に貢献したいと思っています。

やりがいのある
仕事です

物理系 情報系土木系

株式会社国土開発コンサルタント

企業情報

設計・技術職職種

基本給）193,000円＋諸手当（大学卒・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）※時間外あり勤務時間

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!

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

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、「元請会
社」として宮崎県内外で土木工事（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。宮崎県内企業では
いち早く「持続可能な開発目標(SDGs)」に注目
し、全社規模で学び、取り組みを進めています。
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。ICT施工
の技術も積極的に導入しているため、入社直後か
ら高度なスキルを身につけることができます。
組織間の交流も活発で、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。

建設業（総合工事業）

MESSAGE 先輩からのメッセージ

土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

株式会社坂下組

企業情報
現場管理職職種
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105日※日曜・祝日は休み。土曜の出勤は休日カレンダーによります。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
85名（男性：76名／女性：9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

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

こちらも
チェック!

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）

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）

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おり、最
近、念願の「橋を造る工事」にも
携わることができました。
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。

先輩からのメッセージ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

企業情報

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）228,000円+諸手当（大学卒）
243,200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：年間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11年目で、坂田電機宮崎研究センターに所属して
から7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。
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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

土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

企業情報

■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。かつて人々を導いた南十字星のように、輝
く技術者集団でありたいとの思いを胸に「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：80名／女性：20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!

自分の成長が次へのモチベーションに！
A・Sさん（環境応用化学科／2021年卒業）

視野を広げる

現在は医療システムのソフ
トウェア開発を担当していま
す。私は未経験で深い知識
などは無かったのですが、先
輩方がしっかりフォローして
くださるので農学部出身の
自分でも安心して仕事がで
きています。現在就活で、業種を自分の専攻分野に絞っている方はぜひ
視野を広げて違う業種にも目を向けてみてください。皆さんの就活がい
い結果になりますように！

N・Fさん（農学部海洋生物環境学科／2020年卒業）

私はこれまでプログラミン
グを学んだことがなく、入社
前は同期達についていける
のかとても不安でした。です
が、入社後の研修で一から
プログラミングの基礎を教
えて頂き、基礎的な知識や技術を学ぶことができました。わからないこ
とも周りの先輩方が助けてくださるので、楽しく仕事ができています。
また、資格支援などの社内制度がしっかりしていることなどが次への
モチベーションアップにつながり、充実した日々を過ごしています。

機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

先輩からのメッセージMESSAGE

非鉄金属製造業（半導体用シリコンウェーハ）

■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

私が入社を決めた理由
K・T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）

働きやすい環境が
整っています

株式会社SUMCO

人事担当者からのメッセージ
OB・OG訪問はコロナウイルスの関係で基本的には受付をして
おりませんのでご相談ください。

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、当社は世界シェア第2位となってい
ます。
一見シンプルに見える一枚のシリコンウェーハ
には機械、電気・電子、物理、材料、化学、システ
ムなど実に多岐に渡る技術の成果が集約されて
います。私たちはこれらの技術を駆使し、皆さん
の生活を豊かに、そして便利にするために、日々
努力を惜しまず、未来へと進んでいきます！

企業情報
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
単体4,011名（男性：3,691名／女性：320名）
newgrads23@sumcosi.com

待遇

所在地

電話

設立 1,387億円資本金

従業員数

E-mail

西川（にしかわ）担当者

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

こちらも
チェック!

私は、インターンシップで先輩方が楽しく仕事のこ
とをお話されていたり、事務所の活気ある雰囲気
を肌で感じ、この環境で仕事をしたいと入社を決
めました。実際に入社してみて、入社前に感じた雰
囲気とギャップはなく若手の私でも気軽に意見を
述べ議論できるため、とても風通しの良い職場環
境であると感じています。
また、若手から社内外に報告する機会も数多くあ
り、自分の成果を実感できる環境が整っていること
も魅力の一つです。
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電子機器製造業【電気回器具製造業】（電子機器の企画・開発・製造・販売）

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(妥協しない)』な人、
『思考』する人、物事に常に前向きな気持ちで
『行動』する人

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
新しい分野へのチャレンジ！
私達がものづくりで
未来をカタチ造る

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企業です。主力事業のリー
ダーライター事業は、磁気カード／ＩＣカード対応
の製品（プリペイドカード、ポイントカード関係）に
加え、紙幣・硬貨・電子マネー等を処理する製品
（紙幣識別機、セキュリティシステムなど）などの事
業を展開しています。また、医療・介護・健康関連市
場のニーズを捉え医療機器／医療支援機器等の
新しい商品開発（介護センサー、ロコモ測定機器）
を展開しています。弊社は製品の企画・開発段階か
ら自社で行っています。中小企業であるからこそ
「自分の作った製品が世の中で使われる」というも
のづくりの醍醐味を身近に味わうことが出来ます。

①システムエンジニア ②プログラマー ③設計・技術職
④製造職 ⑤研究開発職 ⑥検査・検品職 ⑦組み込み系ソフトウェア開発

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）・通勤手当・住宅手当

給与

定時8：20～17：05(休憩55分)
【開発技術職】フレックスタイム制

勤務時間

年間117日程度。完全週休2日(原則土・日が休日)。
他、祝日、長期休暇など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）／健康診断／
各種手当／社員持株会／育児・介護休暇（有給）／家族手当／
慶弔有給休暇制度／退職金制度／敷地内駐車場あり

宮崎市清武町正手一丁目11番地1
0985-85-1234
1970年4月
126名（男性：73名／女性：53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

（総務・人事課）久保 真彦担当者

http://web.sanwa-newtec.co.jp/HP

こちらも
チェック!

様々な観点からアドバイスを
もらえる職場
R・Tさん（機械設計システム工学科／2020年卒業）

常に新しい製品を開発し、
日々成長を実感
M・Eさん
（電気電子工学科／2015年卒業
 工学研究科電気電子工学専攻／2017年修了）就活の際、製品の企画、デザイン、

設計、製造、販売を一貫して行って
いる県内では数少ない企業だという
点に魅力を感じ入社しました。
私は、機構設計開発(３DCADを用
いての設計補助、試作、評価)を担当
しています。分からないことや疑問に
感じることは、経験豊富な先輩方から様々な観点からアドバイスをいた
だける職場です。多くの製品や業務に携わり日々学びながら業務にあ
たっています。

リーダーライター事業以外にも医
療・介護用の電子機器開発やODM
事業等、様々な分野の製品開発を
行っています。常に新しい製品を開
発することで、様々な知識や技術を
身に付けることができ、日々成長を
実感できます。私が現在担当している回路設計は未経験分野でした
が、先輩方の丁寧な指導もあり、未経験であっても向上心を持って努
力すれば一人前の技術者になることができます。    
    

人事担当者からのメッセージ
会社見学や座談会など随時行います。どんな会社か是非見に来て下さい！！
お気軽にお問合せください。

金属製品製造業（クーラントろ過装置・洗浄機等洗浄装置の開発、設計、製造、販売）

MESSAGE 先輩からのメッセージ

■当社の求める人物像
・現状に疑問を持ち自ら改善、行動する人
・好奇心、向上心をもち自ら学ぶ人
・コミュニケーション能力のある人

人事担当者からのメッセージ
会社見学は宮崎工場で行う予定です。モノづくりが好きで、
求める人物像に一つでも該当する方、お待ちしています。

高精度な金属加工を支え、
環境対策も担う
「洗浄装置」メーカー
当社は、自動車産業の中心地・愛知県豊田市で顧
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おり、高い
品質の商品を世界中に納入しています。
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。
世界的に自動車の電動化の波が押し寄せやがて
エンジンがなくなるという大変革を迎えています
が、これはビッグチャンスでもあると考え、新たな
分野への挑戦をしているのが現在の私たちです。

機械系 電気・電子系化学系

株式会社ジェイピーシー

企業情報
①総合職 ②営業職 ③設計・技術職 ④製造職職種

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

【本社】8：30～17：00（実働7.5時間）（休憩60分）
【宮崎工場】8：30～17：20（実働7.5時間）（休憩80分）

勤務時間

年間休日121日（週休2日制：トヨタカレンダーによる）
GW・お盆・年末年始休暇あり

※諸手当…通勤、家族、資格、時間外、休日出勤、深夜

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

【本社】愛知県豊田市竜神町弥生53番地
【宮崎工場】西都市茶臼原字緑ヶ丘286-1

0565-27-2112（代表）
1976年2月
97名（男性：82名／女性：15名）
kawasaki@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

川﨑 博之担当者

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を設計！
Y・Fさん（機械システム工学科／2011年卒業）

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。

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。
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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

専門・技術サービス業（調査・設計・技術職）

宮崎のジオドクターを目指し、
安全安心な地域づくりに
貢献します

国、県、市町村発注の地質調査及び解析、設計、
測量業務を主体に行っています。
宮崎県内の道路や河川砂防インフラ公共施設
に対し、ボーリングなどの地盤調査や解析、構造
物設計や維持管理業務として道路・斜面等の点
検等を行います。仕事の内容は、現場の工程管
理や写真管理、柱状図・地質断面図作成、安定解
析や設計根拠などをまとめた役所向けプレゼン
資料や報告書を作成することが多いです。また、
宮崎大学とUAV共同研究を行っております。新
技術を驚きの発想で議論できおもしろいです。
入社後は、資格取得が大変ですが、取得後は給
料UPとスキルUPによりモチベーションも上が
ります。

■当社の求める人物像
・合理的に行動でき、時間の使い方がうまい人
・少しずつでも資格などの勉強が続けられる人

人事担当者からのメッセージ
知識ゼロでも大丈夫です。
私たちと一緒に学び技術研鑽しましょう。

①設計・技術職 ②研究開発職職種
基本給）210,100円＋諸手当（大学卒）

220,300円＋諸手当（大学院修士修了）
※諸手当…資格手当、子供手当、住宅手当、通勤手当、時間外手当

給与

８：３０～１７：３０（休憩６０分）勤務時間

年間休日120日程度（完全週休二日制、祝祭日、年末年始休暇）休日

宮崎市大字生目４５６６-８
０９８５-４８-５０５０
１９９６年５月

9名（男性：8名／女性：1名）
info@gcm.co.jp

待遇

所在地

電話

設立 １,０００万円 資本金

従業員数

E-mail

東 厚志（あずま あつし）担当者

http://gcm.co.jp/HP

こちらも
チェック!

各種保険完備／健康診断／昇給（年１回）／賞与（年2回）／
社員旅行（２年に１回）／退職金有（勤続３年以上）／
年次有給休暇（入社日に３日付与最大年20日付与）／
慶弔休暇／産休、育休／その他

新卒の皆さん＆Ｕターン
就職希望の皆さんへ

建設コンサルタントに就職し数回の
東京と福岡勤務を経まして、㈱ジオ
センターエムに入社し５年が経過し
ました。当社の仕事の内容は、宮崎県
内の地質・地盤に特化した調査・点
検と設計を専門としています。仕事内
容は堅いですが、会社の雰囲気は伸
び伸びとし自由な感じです。土木系以
外の新卒の皆さんも、Ｕターン就職希望の方も一度御連絡いただければ幸
いです。お待ちしています。

S・Kさん（土木工学科／1982年卒業）

仕事以外も
楽しい職場です

株式会社ジオセンターエム

先輩からのメッセージMESSAGE

土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

情報サービス業（ソフトウェア開発）

■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

人事担当者からのメッセージ
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。

地元に貢献できる仕事
Y・Yさん
（電気電子工学科／2010年卒業
工学研究科電気電子工学専攻／
2012年修了）

新しい技術に挑戦し、
宮崎に貢献します！
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。

企業情報
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
⑤設計・技術職 ⑥研究開発職

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…職務手当20,000円（新卒入社時）、通勤手当5,000円

給与

9：00～18：00（休憩60分）勤務時間

週休２日制（土日）、祝日、年末年始休日

子供手当（子一人につき15,000円）／昇給（年1回）／
賞与（通例年2回、業績により年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／各種保険完備

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、原口 章司担当者

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

こちらも
チェック!

地方自治体向けのシステムの設計・開発・保守を
担当しています。「正確さ」が求められるシステム
であるため慎重に作業を進める必要があります。
責任ある仕事ですが、その分やりがいがあります。
また、自分の手掛けた内容が直接反映されるため
地域に貢献していることも実感できます。最近では
国民健康保険の標準化の作業を行っています。
日々求められるニーズに対して正確な対応を常に
意識して作業を行っています。

36 37



先輩からのメッセージ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！

土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

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

創ってきたのは、くらし。
見たかったのは、
そこに広がる笑顔。
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。

■当社の求める人物像
自ら考え積極的に行動できる方

企業情報

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）
※諸手当…家族手当、管理職手当、現場管理手当、現場責任手当など

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

139名（男性：129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

（総務課）土工担当者

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／入社時年休10日付与／交通費支給／
住宅費用補助制度／慶弔金／特別休暇(有給）／確定拠出年金／
建退共／資格取得支援制度／労働組合

株式会社志多組
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

企業情報

人事担当者からのメッセージ

「紙」を「PDF」へ。
ビジネスが、オフィスが、
一気に繫がる。
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。「紙」を「PDF」に
替える。そのシンプルな手法が、ビジネスやオ
フィスをデジタルで結び、今までの非効率や無駄
を排除して、時間や場所の制約からワークフロー
を解き放つ切り札となります。

■当社の求める人物像
時代に即した製品開発を心掛け、
最後までやり遂げる強い意思がある人、
チームワークを大切にする人。

アミュプラザ9階に位置した眺望もよい新しいオフィスです。
充実した教育制度で社員の成長を応援します。

株式会社スカイコム

①プログラマー職種

基本給）220,000円+諸手当（大学卒）
230,000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、祝祭日、年末年始、夏季、慶弔、産前産後、育児、介護
（土・日・祝祭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宮交ツインビルオフィス9階
0985-35-5126
1997年6月
80名（男性：58名／女性：22名）
recruit@skycom.jp

待遇

所在地

電話

設立 1億円資本金

従業員数

E-mail

小原・関谷担当者

https://www.skycom.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

宮崎の中心でハイレベルな
プログラム開発を
K・Mさん（環境ロボティクス学科／2019年卒業
工学研究科工学専攻機械・情報系コース／2021年修了）

新たな可能性を求めて

常に変わりゆく世の中に
おいて、変化を恐れずに
進むことは大切なことだと
思います。私は大学では
化学系の専攻でしたが、
仕事内容に興味を持ち、当社への就職を希望しました。新たな挑戦でし
たが、会社の方々のおかげで、常に楽しく充実した日々を過ごせていま
す。当社は初心者の人でも安心して仕事が出来る環境が整っていま
す。また、新たな技術に触れる機会も多い為、経験者の方々も充実した
日々を過ごせると思っています。

K・Wさん（環境応用化学科／2018年卒業
工学研究科工学専攻環境系コース／2020年修了）

スカイコムはPDFを基軸にした
ペーパーレス社会のための製品を
開発しており、ハイレベルなプログ
ラム開発ができる会社です。私は、
今年入社したばかりですが、プログ
ラミング初心者でも心配なく学べ
る環境が整っており、研修後も毎日
楽しく働けています。オフィスがアミュプラザ内にあるのもポイントで、
宮崎の中心から伸び伸びと働きたい方、一緒に世界に通用する開発
を目指しましょう。
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先輩からのメッセージMESSAGE

土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

情報通信業（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！

未経験でも挑戦できる！

私は農業現場で役に立つITサービスを作りたいと
考え、専門外から入社しました。 現在は、ネットワー
クやサーバーなどを扱う部署で、先輩方の業務のサ
ポートを通して、IT技術を学んでいます。馴染みのな
い専門用語に戸惑うことも多いですが、先輩方が丁
寧に説明してくださるので、安心して
業務に取り組むことができます。 誰
だって最初は未経験です。幅広い業種
の課題を解決できるIT業界で、皆さん
も挑戦してみませんか? 

T・Kさん
（農学部植物生産環境科学科／
 2021年卒業）

休日に
お菓子作りをして
リフレッシュ!

スパークジャパン株式会社
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。
お客様の経営に係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

■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

企業情報
①システムエンジニア ②プログラマー職種

基本給）172,100円+諸手当（大学卒・大学院修士修了）
（研修終了後、給与改定あり）
諸手当…職責給、通勤手当(上限24,500円)、家族手当(5,000円～)、時間外手当等

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
91名（男性：68名／女性：23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

（総務人事部）工藤担当者

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

こちらも
チェック!

製造業（はんだ製品の製造・販売）

MESSAGE 先輩からのメッセージ

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
随時、会社見学を行っております。
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せんか。

電子機器の進化を支える
高品質のはんだ製品を世界へ
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。
千住技研では、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）」を製造しています。
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
部分に使用さ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。
次世代を担う人材として、ぜひ当社で働いてみ
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

企業情報
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／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：51名／女性：51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（環境応用化学科／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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製造業（電子部品・デバイス・電子回路製造業）

MESSAGE 先輩からのメッセージ

今話題の５Ｇや新規格Wi-Fi向けの
新製品を宮崎から世界へ提供して
います！
当社は昭和１３年に創業以来、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、厚膜印刷基板など独自の技術による特長ある電
子部品を設計・製造・販売する東証一部上場の電子部
品メーカーです。宮崎で作っている高周波回路部品は、
世界でもトップレベルの高性能化を実現し、５Ｇ通信基
地局や新規格Wi-Fiなどに使用され、世界中の人々の
快適で便利な暮らしに貢献しています。
学科・専攻もさまざまな社員が在籍し、仲間とともに目標
に向かって切磋琢磨しながら成長できる職場環境です。
当社にしかない技術力とお客様とともに創り出すもの
づくりの楽しさを、ぜひ私たちと一緒に経験してみませ
んか！？

■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み、仲間と
 価値観や目標を共有し常に挑戦し続けることができる人
・変化に対応できる柔軟性があること

人事担当者からのメッセージ
宮崎大学OBOG活躍中！会社説明会は随時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。

機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

双信電機株式会社

企業情報
①設計・技術職 ②研究開発職 ③製品開発・設計職
④生産技術・設備開発職 ⑤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…時間外勤務手当、通勤手当、住宅手当等

給与

8：00～17：00（休憩時間60分）勤務時間

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／家族手当／時間外勤務手当／各種社会保険完備など

【宮崎】宮崎市高岡町小山田13-4
【本社】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

745名（男性：519名／女性：226名）
personnel@soshin.co.jp

待遇

年間休日110日（週休2日制）休日

所在地

電話

設立 38億675万円資本金

従業員数

E-mail

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!

技術者同士が気軽に相談しやすく、
働きやすい環境
N・Tさん（物質環境化学科／2014年卒業
工学研究科物質環境化学専攻／2016年修了）

双信電機に入社を決めた理由は、電
子部品に関わる仕事ができること、
宮崎で働けること、高度な技術力と
社風に好印象を持ったためです。
現在はプロセス改善業務を担当し、
現状把握から検証、量産適用まで
行い、主にコストダウン、品質向上、生産性向上に貢献しています。生産
ラインで働く社員から「工程が改善されて作業が行いやすくなった！」
「品質が良くなった！」と声をかけてもらえることが仕事のやりがいに
なっています。宮崎大のみなさん、私たちと一緒に宮崎で働きましょう!

後輩の皆さん、一緒に働きましょう！
S・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）

私は専攻が化学だったため、当社のような電子部品
メーカーで活躍できるのか最初は不安でしたが、説明
会や工場見学に参加した際、専攻関係なく活躍でき
る場があると知り、ぜひ入社したいと感じました。
現在はプロセス技術として量産品の品質改善に携
わっています。設計担当者と情報を共有し、製品の特性の動きから品質悪化の原因
を絞り改善を行っています。また、改善の際には製造部門とも話し合いを行い、工程
に極力負荷をかけないような対策案を考案しています。担当している製品は製造工
程も多く悪化原因を探るのは非常に難しいですが、その分、原因を特定でき改善効
果がみられた時は大きな達成感を得られ、やりがいを感じます。

先輩からのメッセージMESSAGE

土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

食品製造業（砂糖精製業）

食の基盤を支える企業です
Y・Kさん
（物質環境化学科／2010年卒業
 工学研究科物質環境化学専攻／2012年修了）

家族との
時間を大切に
しています

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
お越し下さい。

「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」

人事担当者からの
メッセージ
福利厚生が充実していて
とても働きやすい
環境が整っています。
一緒に仕事できることを
楽しみにしています。

企業情報
総合職職種
基本給）174,000円＋諸手当（初任給：大学卒）

182,500円＋諸手当（初任給：大学院修士修了）
給与

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

勤務時間

土・日・祝・その他（年間休日：2020年度実績125日）休日
昇給（年1回）／賞与（年2回）／定期健康診断（年２回春秋）／通勤手当／
食事補助／食事手当／住宅手当／家族手当／有給休暇／慶弔休暇／
産前産後休暇／育児休暇／介護休暇／社会保険完備

日向市日知屋17371番地
0982-52-4162
1967年3月
64名（男性：60名／女性：4名）   
jinji@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!

諸手当…住宅手当：5,000円～40,000円、通勤手当：9,940円～17,290円、その他下記待遇等の手当

県内で就職したい思いがあった私は、教授から
の紹介と同じ学科の先輩方が多数在籍してい
たことが決め手で第一糖業に入社しました。現
在私は製品室で勤務しており、主に砂糖の包
装管理やオリゴ糖生産の計画、 製造、包装に
携わっています。オリゴ糖生産では化学の知識
など大学で学んだことが仕事に直結するので、
少し大変ですがそれ以上にやりがいを感じられ
る仕事です。 私たちと一緒に食の基盤を支え
てみませんか。
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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。

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

土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

企業情報
①営業職 ②システムエンジニア ③設計・技術職職種

基本給）203,000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、住宅、技術

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）※年間休日125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）
sato@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

佐藤 慎二担当者

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

こちらも
チェック!

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。また、有給休暇なども取りやすく、育児・看護休暇などの福利厚生
も整えられています。就活中は様々な不安もあるかと思いますが、あな
たに合った会社に出会えるよう頑張ってください。

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せるとい
うことで、この就勝ガイドを
参考にして入社を決めました。『水道』という生活に直結する仕事
で、やりがいを感じながら、先輩社員のご指導の下、楽しく業務に携
わっています。
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！

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）

先輩からのメッセージMESSAGE

建設業（設備工事業）

共に成長し続ける環境がある！
T・Tさん
（物質工学科／2005年卒業） やりがいのある

仕事です!

私達は親会社である㈱タクマ
のバイオマス発電設備のメン
テナンスをしています。自分たち
が直接作業する訳では無く、そ
れぞれ専門分野の会社に依頼
し、それらを取りまとめる現場
管理業務が主な仕事となります。そんな仕事の未経験者として入社
し、5年が経ちました。社会に貢献している事が実感できる仕事で、
充実した日々を過ごしています。やりがいのある仕事を求める人には
最高の会社なので、ぜひ一度見学に来てくださいね。

株式会社タクマプラント

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
当社の仕事・魅力を丁寧に説明致します。
少しでも興味を持たれた方はお気軽にご連絡ください！

■当社の求める人物像
チームワークが大切な仕事なので、協調性の
ある方。また、好奇心・探求心が旺盛な方を
待ち望んでいます。

環境に配慮した
バイオマス発電設備の
整備を生業にしています。
当社は、ボイラ業界のパイオニアであるタクマが建
設したプラント・機械設備の定期整備、更新、改善、
機能回復、延命化工事等を本業とする会社。
バイオマス（廃材・穀物・生活ごみなど生物由来の
有機物）を原料に電気・熱エネルギーを発生させる
バイオマスプラント設備を愛車のように整備し、
人々の暮らしを支えています。
・仕事内容に興味がある
・ワークライフバランスの取れる会社でじっくり腰を
据えて働きたい

・親会社が東証一部上場の安定した会社で働きたい
と言う方は、ぜひご応募ください！
※就業予定場所は、当社南九州営業所となります。
　（宮崎市大字浮田3015番地）

企業情報

現場管理職職種
基本給）220,000円+諸手当（大学卒）

228,000円+諸手当（大学院修士修了）
※諸手当…時間外手当全額支給、出張手当、家族手当、住宅手当 等

給与

8：00～17：00（休憩75分）
【事務所勤務時】8：30～17：00（休憩45分）

勤務時間

土・日・祝祭日、夏季休暇、年間休日125日（休日出勤アリ）休日

昇給（年1回）／賞与（年2回）／社会保険完備／退職金制度／
奨学金返済支援制度（最大100,000円・5年間）／持株会／
資格取得支援制度／福利厚生サービス（ベネフィット・ワン）

兵庫県尼崎市金楽寺町2丁目2番33号
06-6488-8434
1976年4月
64名（男性：56名／女性：8名）
tp-saiyou@takuma-plant.co.jp

待遇

所在地

電話

設立 3,000万円資本金

従業員数

E-mail

（総務部）吉田担当者

https://takuma-plant.co.jpHP

こちらも
チェック!
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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）

MESSAGE 先輩からのメッセージ

■当社の求める人物像
・失敗を恐れずチャレンジできる方
・前向きで向上心のある方

人事担当者からのメッセージ
入社後はOJTで基礎から学び、着実に仕事力を培えます。
企業見学を受付けていますのでお問合せください。

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！
オンリーワンな企業で
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
械が日々稼働しています。
また、クレーン以外にも、大型トレーラ、建設重
機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。

企業情報
①総合職 ②現場管理職職種

基本給）210,000円+諸手当（大学卒）
230,000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
82名（男性：74名／女性：8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!

社会情勢に負けない職場で
見つかるやりがい
K・Tさん（社会環境システム工学科／2021年中退）

K・Mさん（土木環境工学科／2015年卒業）

地域の為になる意義ある仕事

入社してから施工管理の仕事
に携わり7年目になりました。
これまで、港湾工事や橋梁工
事など様々な現場を担当して
きました。直近では、河道を拡
幅し、護岸を新しくする河川工
事を担当しました。近年のゲリラ豪雨による河川氾濫のニュースを見る
と自分が竣工した工事が地域の生活を守る重要な役割の一端を担っ
ていることを実感できます。また、休日には社内外の方々とゴルフをした
り、子供たちと家でのんびり過ごしています。

現在の社会情勢で先行き不透明
な業種もある中、自分が選んだ
仕事は土木建設業でした。
感染症対策を行いながら地域イ
ンフラを充実させるため施工管
理に努めています。右も左もわか
らずスタートし、宮大ＯＢを含む会社の諸先輩方に学びやりがいを見
つけられました。仕事の進捗が明瞭に分かるというのは筆舌に尽くし
難い喜びです。工学部で学んだことを活かせる職場であなたのやりが
いを見つけ、この喜びを弊社で共有しませんか？

人事担当者からのメッセージ■当社の求める人物像
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

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。

挑戦したことが成果として
充実感が味わえる

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
実にスキルアップできます。

建設業（電気工事業）

MESSAGE 先輩からのメッセージ

電気・電子系機械系

企業情報
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
23名（男性：18名／女性：5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!

やりがいを求めて
S・Sさん（他大学 理系／2016年卒業）

弊社では、各種電気設備・受配
電盤の設計製作や発電機のメ
ンテナンスと多岐にわたって業
務を展開しています。私は現
在、受配電盤の製作、高圧受変
電設備の改修、弊社製品の完
成検査等を担当しております。私は電気関連未経験でしたが先輩方
のご指導により自分でできる仕事も増え、やりがいを感じています。こ
れからもお客様のニーズに応えられるように必要な知識を習得し、
様々な資格取得にも挑戦していきたいと思います。

常に成長することができる
S・Sさん（情報システム工学科／2009年卒業）

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・現地施工、電気施工
監理、発電設備の設計施工・
保守メンテナンスなど幅広く
活動しています。お客様の要
望に合わせて様々な製品を
作るため、品質向上や施工性を意識した創意工夫など挑戦し甲斐の
ある仕事です。毎月社内で安全教育を実施しており、安全に仕事に取
り組んでいます。
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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

土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

企業情報

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16万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
グローバル企業で
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】東京都千代田区大手町一丁目2番1号
Otemachi One Tower 17階

【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
03-6883-5140
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）前田担当者

https://corporate.delltechnologies.com/ja-jp/index.htmHP

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）

放送業（テレビジョンによる基幹放送事業）

MESSAGE 先輩からのメッセージ

土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

株式会社テレビ宮崎

人事担当者からのメッセージ
次なる時代「Next50」に向け、ポジティブな気持ちで一緒に仕事を
楽しみましょう！

■当社の求める人物像
地元の将来を真剣に考え、テレビ局の
将来をこうしたいという元気で明るく
希望に満ちた人

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。
また、ＣＳＲ（社会的責任）を全うする事を基本理念
としており、テレビ宮崎ＣＳＲ経営方針に基づき、放
送事業者として高い良識を持ち、法令等を誠実に
遵守し業務遂行しています。

企業情報

①総合職 ②営業職 ③事務職 ④設計・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…通勤手当：5,000円、住宅手当：16,500円、研修手当：10,000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

178名（男性：112名／女性：66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、家族手当、
深夜手当など）／社会保険完備／産前産後休暇／育児休暇／
住宅ローン／教育ローン／保養所利用補助金／
リフレッシュ休暇補助金（２年目から）

ローカル局だから出来ること
S・Hさん（機械システム工学科／2010年卒業
工学研究科機械システム工学専攻／2012年修了）

R・Iさん（情報システム工学科／2020年卒業）

自分が成長できる場所

開局50周年という節目に入社
することができ、現在2年目とな
ります。学生時代、何気なく見て
いたテレビを今、自分が創ってい
ることに感動し、やりがいを感じ
ます。UMK技術部は放送監視・
中継局点検・制作技術と多くの業務に携わることができ、自分がやりが
いを見つけられる場所が必ずあると思います。
まだまだ未熟者ですが、日々新しい知識や経験を得られ、自分が成長し
ていることを感じることが出来る場所です。

ローカル局だと制作する番組
に限りはありますが、ローカル
局だからこそ、若手のうちから
自分の意見ややりたいことを反
映しやすいというメリットがあり
ます。また地域に根差した番組
やニュースを放送するので、視聴者の反応も身近に感じることがで
き、やりがいにつながります。現在はテレビだけではなく、全く新しい
事業やコンテンツの制作にも力を入れており、より自分のやりたいこ
とを実現しやすい環境になっています。

48 49



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

■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
会社見学、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。

土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

株式会社デンサン
IT技術で宮崎に暮らす人々の
毎日を豊かに

デンサンは2021年12月で設立55周年を迎え
ます。まだパソコンもない時代から、宮崎の情報
化を支えてきました。
現在は、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ITサービスをご提供し
ています。その内容は、情報戦略の立案、システ
ムやアプリの開発、アウトソーシングなど多岐に
わたり、地方にありながら、常に最先端の技術を
取り入れ、挑戦を続けています。
また、社員一人ひとりの健康と、誰もがいきいき
と働ける環境づくりを大切にしています。仕事の
時間は人生の大半を占めるからこそ、自分らし
い働き方を実現したいですよね。個性や能力を
最大限に発揮できる当社で一緒に働きましょう！

企業情報
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…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
207名（男性：140名／女性：67名）
densan01@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

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

こちらも
チェック!

幅広いシステム、業務を経験できます
W・Mさん（環境ロボティクス学科／2017年卒業
工学研究科工学専攻機械・情報系コース／2019年修了）

S・Tさん
（農学部植物生産環境科学科／2020年卒業）

自分の視野を広げてくれる会社

現在地方自治体様向けのシステ
ムやITに関するご提案・営業活動
を行う部署に所属しています。
デンサンに入社して仕事は多くの
人が関わって成立することを強く
実感し、私もその一員であること
を自覚して責任感を持って仕事が
できています。また、デンサンには先輩方に相談・質問がしやすい環境
や新しいことに挑戦させてくれる環境があり、少しずつ自分でできるこ
とが増えていくことに喜びとやりがいを感じています。

宮崎に貢献したいと思い入社した
私は、まだ日が浅いのですが、歯科
システムやスマホアプリ開発などさ
まざまな業務に携わらせてもらって
います。また、入社後にはOJT制度
により1対1でトレーナーがついて
おり、私も現在トレーナーとして新
入社員を指導しています。皆さんがこの会社で働く際には安心して業
務や会社のことを学んでいくことができると思います。
もし弊社にご興味ある際には、ぜひ門を叩いてみてください。

先輩からのメッセージMESSAGE

電気・電子系 物理系 情報系機械系

自動車部分品・付属品製造業（自動車用小型モータ製造）

株式会社デンソー宮崎

■当社の求める人物像
自ら学び、考え、チームで、価値実現に
挑戦する人材

人事担当者からのメッセージ
宮崎にいながらデンソー本社の最先端の教育を受けられるなど、
活躍を支援する環境を整えてお待ちしてます。

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
グループ会社の九州生産拠点として設立され、
自動車用パワーウィンドウモータ、パワーシート
モータなどを中心に多種多様の小型モータを
生産し、世界の自動車メーカーに納めています。
昨今、自動車の電動化や自動運転が進展する中
で、自動車の「安全・環境・快適・利便」を追求し
高めていくには、そのシステムの重要なコン
ポーネントであるモータの性能と信頼性を一層
向上させる必要があります。
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。

企業情報
①事務職 ②設計・技術職 ③生産技術 ④品質企画・保証 ⑤生産管理職種
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…時間外勤務、通勤、家族、役職手当、宿泊補助、家賃補助（遠方者）

給与

８：４０～１７：２０（休憩４５分）※フレックスタイム制あり勤務時間
週休２日制、年間休日121日（２０２１年実績）、
大型連休あり（GW、夏季、年末年始）※弊社カレンダーによる。

休日

昇給（年１回）／賞与（年２回）／退職金制度／有給休暇／
特別休暇（結婚、出産、産前産後等）／育児・介護休職／
定期健康診断／社員食堂完備（補助有）／グループ保険・
団体融資制度／健康保険組合／クラブ活動／労働組合有

東諸県郡国富町大字木脇4188
0985-75-1236
1991年4月
489名（男性：388名／女性：101名）
※2021年3月末日時点

10059-recruit@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

（人事課）草場担当者

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

こちらも
チェック!

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♪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。
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機械系 電気・電子系化学系

先輩からのメッセージMESSAGE

■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        

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！

宮崎から世界の医療に
貢献してみませんか

日本国内、そして世界の医療現
場で使用される医療機器を製造
する会社です。自分の仕事が人
の命を救う、責任は大きいです
が、やりがいのある仕事です。
入社1年目から製造・開発業務
に携わり、医療機器の知識を身
に付けることができます。宮崎大
学出身者も多く、先輩方に相談しやすい環境です。
宮大生の皆さんと一緒に働けるのを楽しみにしています。

H・Nさん（環境応用化学科／2021年卒業）

仕事以外も
充実しています

その他の製造業（医療機器製造業）

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。

企業情報

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
755名（男性：359名／女性：396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

http://www.togomedikit.co.jpHP

こちらも
チェック!

先輩からのメッセージMESSAGE

環境計量証明業（環境測定・分析・検査サービス）

チャレンジできる環境が良い！
Y・Hさん
（農学部植物生産環境科学科／
 2015年卒業）

仲間との
絆づくりも
バッチリ♪

営業部に所属し、主に
お客様との打合せや採
水・測定業務を行って
います。地域・環境に直
接関わることができ仕
事のやりがいを実感で
きます。人間関係の良
さも魅力的です。
20～30代が多く若手が率先して仕事に取り組むことができ、チームとして
助け合いながら仕事に取り組むことができます。

土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

㍿東洋環境分析センター

■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

『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。

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。

企業情報

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

151名（男性：80名／女性：71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
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土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

建設業（総合建設業〈土木・舗装・港湾工事等〉）

MESSAGE 先輩からのメッセージ

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７０年
を迎え県南トップクラスの実績を誇り、東九州
道や国道・県道等の工事、油津港の津波対策工
事、トンネル、港湾、河川、舗装や高速道路など
人々の生活に深くかかわるインフラ工事を行っ
ています。また宮崎県知事が認証する「働きや
すい職場『ひなたの極』」を県南第１号で認証を
受け、安心して末永く働ける体制を整えてお
り、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。

■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

人事担当者からのメッセージ
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

企業情報
現場管理職職種

基本給）２０7,０００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3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／資格取得補助制度／制服支給／
昇給（年１回）／賞与（年２回）／定期健康診断／予防接種／
マイカー通勤可（無料駐車場あり）／育児介護短時間勤務／
有給(1H単位取得可)・慶弔・産前産後・育児・介護・看護休暇他

日南市大字平山２２９２番地４
０９８７-２３-１２３６
１９５１年１２月
64名（男性：58名／女性：6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!

人を大切にし、働きやすく地域に
貢献できる会社です
K・Fさん（他大学 文系／2019年卒業）

私は、建設業で女性でも活躍できる
事を知り入社しました。建設業のイ
メージは3Kと言われていますが、実
際はICTなど活用されていて働きや
すくなっています。また、私はシング
ルマザーで子育てと仕事の両立は
大変ですが、相談に乗ってくれる先
輩たちがいてとても助かっています。女性技術者として女性でもでき
るってことを微力ながら証明できれば幸せです。そして、建設業に興味
をもってもらい一緒に働けたらと思っています。

働きやすい職場環境
M・Tさん（工事部所属）

私は総務部に所属しています。総務部の仕
事は従業員の勤怠管理、日々の出納、社内
のインフラ管理など業務は多岐に渡り、特
に仕事をするうえで現場代理人の方々が
業務に集中できる環境を提供できるよう心
掛けながら行っています。富岡建設は人を
大切にし、若手社員でも経験豊富な上司
の適切な指導の下、難しい課題にも挑戦
し、自分自身の成長に繋げスキルアップ出
来るのが強みだと感じています。

子育て中の
シンママでも
両立できます!

休日は趣味を
満喫して
います♪

土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

木材・木製品製造業（一般製材）

MESSAGE 先輩からのメッセージ

木と共に110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110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（80～90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。

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。

企業PV YouTubeにて「外山木材」と検索ください。

■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

企業情報
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】160，０００円＋諸手当（大学卒）

基本給）【一般管理職】150，０００円＋諸手当（大学卒）
※諸手当…固定残業手当35,000円（28H分）､精勤手当10,000円､通勤手当（上限5,000円）

※諸手当…固定残業手当30,000円（25H分）､精勤手当10,000円､通勤手当（上限5,000円）

給与

8：00～17：10（休憩70分）勤務時間
年間105日、毎週日曜、GW、夏季、年末年始   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
210名（男性：173名／女性：37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

田中・大田担当者

http://toyama-woodsupport.comHP

こちらも
チェック!

※土曜日・祝日の休日は会社カレンダーにより決定。

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。

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）

若手の社員が多く、
とても活気のある会社です！
E・Fさん（営業部所属）
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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

土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

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の誘
致企業として設立されました。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。

■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！

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！！

企業情報
こちらも
チェック!

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
249名（男性：214名／女性：35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

資源循環型社会の構築を目指して
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）

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MESSAGE

製造業（自動車用精密金属小物部品製造・販売）

電気・電子系 物理系機械系

企業情報

Ｂｒｉｇｈｔ，Ｆｕｎ＆Ｐｏｗｅｒ！

ニチワは2022年に創業60周年を迎える会社
です。「明るく、楽しく、元気よく！」をモットーに
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。製品づくりは冷間鍛造技術を駆
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、鍛造用金型は自社で設
計・開発・製作を行っています。
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、
ニチワ社員の喜びであり願いです。

■当社の求める人物像
・ルールを守り、常にチャレンジ出来る。
・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
会社見学・インターンシップも随時実施しています。
あなたも冷間鍛造技術に挑戦してみませんか？

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（休憩時間75分）勤務時間

完全週休2日制（土日休み）、祝祭日出勤
年3回（年末年始、GW、夏季（お盆））に各9連休

休日

各種保険完備／昇給（年１回）／賞与（年2回）／
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
155名（男性：125名／女性：30名）
k-mera@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

米良 広一郎担当者

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

こちらも
チェック!

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!

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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情報通信業（通信業） 

MESSAGE 先輩からのメッセージ

企業情報

■当社の求める人物像
自ら学び、行動し、自身の成長や
挑戦を楽しめる方

東証マザーズ上場！
IT・DX推進で
未来に誇れる仕事を。
不動産テック領域におけるIT・DX推進のプラット
フォーマーを目指し、全国に拠点を展開。2020
年には東証マザーズへ上場しました。商品企画
から開発・販売・アフターフォローまで全てを自
社で行うことで、スタッフのアイデアやお客様の
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、お客様の求める期待を
超える価値提供にこだわることで全国のお客様
から信頼を獲得し続けています。技術・スキル面
だけでなく、人間的成長も感じていただける環
境の中で未来につながる新たな価値作りに挑戦
しませんか？

こちらも
チェック!

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。

機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

日本情報クリエイト株式会社

①営業職 ②プログラマー ③総合サポート職職種

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）

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）

【総合サポート職】170,000+諸手当(大学卒)

給与

9：00～18：00（休憩60分）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

266名（男性：172名／女性：94名）
jinji@n-create.co.jp

待遇

所在地

電話

設立

7億1,940万8,200円※2021年6月30日現在

※2021年6月末時点

資本金

従業員数

E-mail

大村、酒匂担当者

https://recruit.n-create.co.jp/HP
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、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）

挑戦できる環境があります！

プログラマーとして情報システム部
門で社内システムの保守・改善、クラ
ウド環境保守等を主に行っています。
入社前のプログラミング知識は大
学の授業や独学で勉強した事があ
る程度でしたが、入社して3ヶ月で確
実に変化を感じています。
先輩方は尊敬できる方ばかりで、上場企業なのにベンチャー気質もあ
り、堅苦しくもなく様々なことに挑戦できます。たとえ専攻が違っても
「挑戦への意欲」を歓迎してくれる会社です。

E・Mさん（機械設計システム工学科／2021年卒業）

アウトソーシング（ビジネスサポート業務）（ITヘルプデスク／事務・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

土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

企業情報

パーソルワークスデザイン株式会社

総合職職種

基本給）【九州圏】180,000円+諸手当（大学卒・大学院修士修了）
【関東圏】212,400円+諸手当（大学卒・大学院修士修了）

※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

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
0120-761-585（音声ガイダンス後、「1番」をご選択ください。）

1971年1月
2,056名（男性：639名／女性：1,417名）
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

渡辺、笹葉担当者

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

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）

■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
「課題を提案するコンサル」から「実運用」まで一気
通貫でサポートを行っています。
■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”(SOLUTION）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。
■サービス×キャリア
ITヘルプデスク、事務、コールセンターからヘルス
ケア、採用と広く展開をしているため、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×職種で色々なキャリアが描けます！

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

■当社の求める人物像
誰かの役に立つことや人をサポートすることが好きな方、
主体的に挑戦・行動する方は大歓迎です！

人事担当者からのメッセージ
一人ひとりが自ら仕事を企て、楽しみ、ワクワク働ける社会を一緒に
作っていきませんか？

こちらも
チェック!

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り組むことができます。

入社経歴に関係なく、挑戦で
きる機会をもらえる会社です！
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9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）

58 59



建設業（電気工事、電気通信工事業）

MESSAGE 先輩からのメッセージ

■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

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

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（４４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。

ＰＩテクノ株式会社

物理系電気・電子系

企業情報

設計・技術職職種

基本給）190,000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
１3名（男性：１2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!

知識、経験ゼロから
T・Mさん（市町村関係２課所属）

私は各市町村に整備された防
災行政無線の保守・点検業務
を行っています。防災行政無線
は緊急時の放送以外にも、
日々の定時放送などに使用さ
れています。今、防災行政無線
はアナログの電波からデジタ
ルに移行しており、無線についてほとんど知識のなかった私でも、先輩方
が丁寧に指導してくださることにより、新しい機器やシステムについて
日々学んでおります。責任感ある仕事であり、やりがいのある仕事です。

私は、宮崎県の防災無線設備の
保守業務を主に行っています。デ
ジタル移動無線設備や、ダム等で
使用されるテレメータ設備、放流
警報設備、また、県無線統制局に
常駐し、県全体の防災システムの
障害監視等を行っています。今後
起きる可能性が指摘されている南海トラフ地震など私たちは常日頃か
ら防災を意識して行動していく必要があります。防災システムの最前線
に関わることで責任感を養いスキルを磨くことのできる仕事です。

地域貢献できる会社
技術力アップの充実感
H・Wさん（電気電子工学科／2002年卒業）

■当社の求める人物像
「地域」への貢献意欲がある人
お客様に寄り添い、周囲と協調・共創できる人
自ら考え、行動する人

地域に愛され、地域をつなぐ
ケーブルテレビ局
弊社は、地元有力企業ならびに、県、市など地方
公共団体から出資をいただき、平成9年4月に開
局いたしました。その後、地域の皆様のご支援を
賜り、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。テレビだけでなく、通信事
業においても皆様の生活のサポートをさせてい
ただいております。それ以外に、地方公共団体の
地域イントラネット基盤事業や学校インター
ネットを整備し、地域の情報通信インフラとして
の役割を担っています。
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ましょう！
～やりたいことはひとつじゃなくていい～　▶詳細はHPへ

先輩からのメッセージMESSAGE

情報通信事業（放送・通信業）

土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

自分の知識を活かして地域社会に貢献
Y・K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）

同期とも
仲良し!

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

BTV株式会社

企業情報

①総合職 ②営業職 ③事務職 ④設計・技術職職種

基本給）２０２，０００円＋諸手当（大学卒・大学院修士修了）
※諸手当…条件に応じ通勤手当・住宅・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／社会保険完備／退職金制度 等

都城市中町１街区７号
０９８６-２７-１7００
１９９６年８月
133名（男性：83名／女性：50名）
btvsoumu@btvm.co.jp

待遇

所在地

電話

設立 4億8,600万円資本金

従業員数

E-mail

常森・吉田（康）担当者

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

こちらも
チェック!
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先輩からのメッセージMESSAGE

建設コンサルタント(土木に関する測量・調査・設計）

人事担当者からのメッセージ
弊社独自の教育プログラムで実務指導と資格取得を支援します。
勤務地は本・支店とも要望にお応えします。

土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

社員一人ひとりを
大切に考える会社
Y・Tさん
（環境ロボティクス学科／2019年卒業）

自然と人を生かし、地元への
貢献を目指す企業です。
弊社は、主として官公庁発注の測量・地質調査・設
計・施工管理を行っております。業務の柱となる設
計は、橋梁やトンネルの点検業務と補修設計、道路
構造物、河川構造物、砂防施設等の予備・詳細設
計と多岐にわたります。創業以来、地元への貢献を
企業理念として、人材育成と業務を実施してまいり
ました。これまでに培ってきた技術と経験を次世代
に引き継いで、より高い専門性と問題解決能力を
兼ね備えた人材を育成することと、SDGｓに積極的
に取り組むことが、弊社の社会的役割と考えてお
ります。そのためには、柔軟な思考をお持ちの人材
が不可欠です。弊社はこれからの社会資本整備と、
安心安全なまちづくりに参画する若い力を求めて
います。

■当社の求める人物像
好奇心、積極性、向上心、体力、粘り強さ、
コミュニケーション力のいずれかに
自信がある方。

企業情報
①総合職 ②設計・技術職職種
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）
給与

8：00～17：00（休憩時間60分）
※諸手当…通勤手当・家族手当・資格手当・技術手当

勤務時間

土・日曜日、祝日
昇給（年1回：人事考課結果を反映）／
賞与（年2回：業績等を反映。R2年度実績40～80万円）／
有給休暇有／定期健康診断（年1回）／各種保険完備／
退職金制度有（勤続3年以上）

休日

【本社】延岡市別府町4209番地2
【宮崎支店】宮崎市田代町45番地1一ッ葉ビル
【本社】0982-33-1120　
【宮崎支店】0985-31-1008
1968年3月
36名（男性：31名／女性：5名）
ozawa@higasi-con.co.jp待遇

所在地

電話

設立 1,000万円資本金

従業員数

E-mail

小澤 修三担当者

http://www.higasi-con.co.jp/HP

こちらも
チェック!

株式会社東九州コンサルタント

私は在学中には、土木への関心はさほどなく、現在
の会社に転職して建設コンサルタントのいろはを学
び始めたところです。
疑問に感じたことはすぐに私が理解できるまで丁寧
に指導してくれるのでスキルアップが実感できます。
現場を重視する姿勢には厳しいものがあり、特に私
には向いていると感じます。
早く技術資格を取得して会社の主要メンバーとして
宮崎の安心安全なまちづくりに貢献できるように精
進しています。

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・都城に持っており、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
会社見学は随時受付けております。
電話若しくはメールにてお問合せ下さい。一緒に働きましょう！

①総合職 ②営業職職種
基本給）①【総合職】199,000円＋諸手当（大学卒）

②【営業職】199,000円＋諸手当（大学卒）
※諸手当…資格手当、通勤手当、住宅手当(条件有)
　②営業手当7,000円、乗務手当1,000円～3,000円

給与

8：00～17：00（休憩60分）※時間外有り勤務時間
年間休日120日程度※土曜、日曜、祝日、年末年始休日

延岡市桜園町86番地１
0982-33-3121
1948年10月

54名（男性：41名／女性：13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!

有給休暇（初年度１０日）／慶弔休暇／育児休業制度／介護休業制度／
雇用保険／労災保険／社会保険／家族手当／住宅手当／通勤手当／
単身赴任手当／慶弔祝金／慶弔見舞金／資格取得応援制度／
健康診断／退職金制度／再雇用制度／労働組合

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８７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!
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流通業システムに特化した
宮崎で唯一の会社です
流通業界の受発注処理は発注者と受注者がと
もに多く、複雑なものとなっています。それを、
それぞれの利用者が一元管理できるシステムを
提供しているのが当社です。創業から33年。今
では宮崎のみならず、九州一円、さらに北海道に
までお客様を抱えることができています。
今後はAIの活用を加速させ需要予測やデータ
分析に注力し、クライエントの更なる業務効率
化を推進していく計画です。
このAIを活用して流通業界はもちろん、流通の
源である農家の皆様の課題解決にも取り組んで
行きたいと考えています。
宮崎で唯一無二のITソリューションを展開する
当社で、一緒に仕事をしてみませんか？

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

■当社の求める人物像
人間らしい暖かみを持ち、未来を見据えて
「創造」ができる人。得意な力を出し合い
チームで仕事ができる人。

人事担当者からのメッセージ
社歴に関係なく意見を言い合える、フランクな社風です。
有休も取りやすいですよ。

土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

株式会社ひむか流通ネットワーク

企業情報

①営業職 ②システムエンジニア ③プログラマー ④研究開発職職種
基本給）185,000円+諸手当（大学卒）

基本給）195,000円+諸手当（大学院修士修了）
※諸手当…固定残業代18,200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17,300円
給与

7：00～19：00内でフレックスタイム制（休憩60分）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
35名（男性：26名／女性：9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!

ライフラインを支える誇り
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）

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。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！

土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

総合建設コンサルタント（測量・設計・調査等）

MESSAGE 先輩からのメッセージ

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！

■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！

フェニックスコンサルタント株式会社

人事担当者からのメッセージ
「土木系」の分野ですが学科を問いません！
とにかく我が社の扉をたたいてみて下さい！

企業情報

設計・技術職職種

基本給）220,000円+諸手当（大学卒）
238,000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

41名（男性：36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
M・Kさん（土木環境工学科／2004年卒業）

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。

今年で入社４年目となります。これま
で担当した業務は、主に道路や農業
土木に関する調査業務です。また、
先輩社員の担当する業務の補助を
通し、設計に関する知識や技術力を
日々磨いています。大学の専攻は土
木系ではなかったのですが、意欲的
に仕事に取り組めるのは先輩方の丁寧なご指導と風通しの良い社風
あってのことだと感じています。若手社員を大切にしてくれるこの会社
で、皆さんが一緒に働いてくれる日を待っています！

温かい人間関係で
若手社員も働きやすい社風
N・Kさん（他大学 理系／2018年卒業）
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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

情報サービス業（システム開発）

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63人（2021
年4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（新入社員研修、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（休憩1時間）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

宮崎市佐土原町東上那珂16079-35
0985-30-5170
１９89年4月

フェニックスシステム研究所182名（男性：140名／女性：42名）
※グループ全体613名（男性：501名／女性：112名）

saiyo2023@eandm.co.jp待遇

所在地

電話

設立 5,０００万円 資本金

従業員数

E-mail

益留 伸人担当者

https://www.psl-em.co.jp/HP

こちらも
チェック!

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（条件有）／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／企業主導型保育園との提携あり／
休暇：夏季・慶弔・有給・子の看護・介護、休業：産前産後・育児・介護

技術者として力をつける環境が整っている
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）

仕事以外も
充実しています

株式会社フェニックスシステム研究所
（イー・アンド・エムグループ）

当社独自の
奨学金返済
支援制度有

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。

先輩からのメッセージMESSAGE

化学工業（試薬、化成品ならびに臨床検査薬の製造）

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。

企業情報

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３年度 年間休日数126日）

休日

宮崎市清武町木原3558番地
0985-85-6761
1986年10月

518名（男性：434名・女性84名）
wkcm-saiyo@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

https://www.fujifilm.com/wkcm/jaHP

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）

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。

休日は
趣味を満喫!

化学系
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金属加工機械製造業（工作機械用クーラント濾過装置の開発・製造・販売）

MESSAGE 先輩からのメッセージ

■当社の求める人物像
・ものづくりが好きな人
・人との信頼関係を築ける人
・主体的に考え・学び・行動ができる人

人事担当者からのメッセージ
育児介護応援制度の充実等、働きやすい環境を整えています。
男性育児休業（1カ月）、2021年度は3名取得。

業界のパイオニアであり、
国内オンリーワン。

名品誕生の傍に、BUNRI。
株式会社ブンリは、国内唯一のクーラント濾過・
切粉処理システムの専門メーカーです。社員
150名程の企業ながら、製品の開発、製造、販
売、アフターサービスまでを一貫して行ってい
ます。お客様は、自動車、飛行機、スマートフォ
ン、家電製品と多種多様。高品質を追求し、妥協
を許さないものづくりの現場にこそ、私たちの
製品が選ばれています。
それは国内だけに留まらず、海外までも。世界各
国の企業から、技術力の高さを認めていただい
ています。製品は産業廃棄物の削減にダイレク
トに貢献。人にも環境にも優しいものづくりを
行っています。

電気・電子系 物理系 情報系機械系

株式会社ブンリ

企業情報
①設計技術職 ②研究開発職職種
基本給）189,000円+諸手当（理系大学卒）

191,000円+諸手当（理系大学院修士修了）
※諸手当…通勤手当（1ｋｍ以上10km未満4,200円・10km以上7,100円）・
　住宅手当（世帯主の場合、15,000円）・時間外手当・職能給・役職手当・家族手当等

給与

8：00～17：10（休憩70分）勤務時間
週休2日制（2021年度121日）※年4回土曜出勤あり
土・日・祝日・夏季・年末年始

休日

社会保険完備／昇給（年１回）／賞与（年2回）／有給休暇（4月入社は入社時10日付与）／
入社1年目は独身寮（借り上げ社宅）に1年間入寮可能／産休・育休・慶弔休暇／
退職金制度／通信教育補助制度／資格取得補助制度／各種研修等

都城市高城町穂満坊708
0986-58-5678
1960年5月
148名（男性：115名／女性：33名）
recruit@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

https://www.bunri.com/HP

こちらも
チェック!

S・Wさん（機械システム工学科／1997年卒業）

前向きな意欲を引き出す社風で
やる気もアップします

土曜日は休みのことが多く、年
間休日は121日あります。有給
休暇の取得は全体平均で9日
です。育児休業は男性も取得
しており、会 社として取 得
100%を目指しています。各種
制度が整っており、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。私は休日には子供と
一緒に運動して汗を流しています。プライベートが充実することで仕事
のやる気にも繋がっています。

N・Kさん（機械システム工学科／1997年卒業）

充実感とやりがいを感じられる
職場です

私は技術本部に所属し、機械設
計を行っております。技術本部
の仕事以外に会社のIT化に向
けたプロジェクトチームのサブ
マネージャーを担っています。IT
プロジェクトチームでは、会社
のすべ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、日々充実感を持って仕事をしています。様々な面で
やりがいを感じられる職場です。ぜひ一緒にがんばりましょう。

先輩からのメッセージMESSAGE

情報サービス業（ソフトウェア業）

土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

企業情報

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、OBの面談も可能ですので
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

システムの企画から保守まで
一貫したサービスを
行っています

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）216,000円+諸手当（大学卒）
234,000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

31名（男性：22名／女性：9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

渡邊 悠雅担当者

https://www.perte.co.jpHP

こちらも
チェック!

賞与（年2回）／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

株式会社ペルテ

やりがいを感じられます！

私は現在アプリケーションの設計を行う業務に従事し
ています。大学での専攻は情報系ではありませんでした
が、新人研修で基礎知識を習得した上で配属されたの
で不安はありませんでした。
また、わからないことがあっても質問しやすい環境です。
入社2年目ですが、アプリケーション設計を行う中で自
分のアイディアが製品に取り入れられることもあり、や
りがいを感じています。

N・Hさん
（機械設計システム工学科／2020年卒業）
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先輩からのメッセージMESSAGE

 自動車部分品・附属品製造業（自動車部品の開発・製造業）

男性も女性も輝ける
職場です！
O・Mさん
（環境応用化学科／2020年卒業）

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

人事担当者からのメッセージ■当社の求める人物像
・成長しながらスキルを磨き続けられる人
・失敗を恐れずチャレンジできる人 「モノづくり」を通して私たちと一緒に宮崎を盛り上げていきませんか？

お待ちしております！

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59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。ぜひ私たちの仕事を見学し
に来て下さい。いつでも歓迎致します。

企業情報
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）
※諸手当…通勤手当（最大10万円）、住宅手当・家族手当（支給要件を満たした場合支給）、時間外勤務手当（時間に応じて支給）

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
1,021名（男性：840名／女性：181名）
saiyo@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・労務課）坂本・押川担当者

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

こちらも
チェック!

私は大学で学んだ知識を生かせる仕事がした
いという理由で入社しました。今は高分子化学
分野の知識を生かし、樹脂材料が用いられる
製品・部品の市場環境を想定したテスト評価
を行っています。職場環境は、自分の意見や考
えも伝えやすく、コミュニケーションが取りやす
い雰囲気で女性でも気負いせず仕事ができま
す。自分が携わった製品が、実際に車やバイク
で使われているのを見ることができるので、と
てもやりがいを感じられます。

休みも取りやすく、
休日は友人と楽しく
過ごしています♪

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
・問題がおき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、地道に取りくめる人        

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。

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。会
社独自の奨学金返還支援制度(最大120万円支
給)も実施しております。

①総合職 ②施工管理職 ③品質管理職 ④機械管理職職種

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）
jinji@maedaroad.co.jp

待遇

所在地

電話

設立 193億5,000万円資本金

従業員数

E-mail

島野・新山・太田・二瓶担当者

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／
奨学金支援制度 等

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
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先輩からのメッセージMESSAGE

製造業（輸送用機械器具製造業）

人事担当者からのメッセージ
“都城市に松尾宮崎あり”と言われるような会社を真剣に目指しています。
その思いに共感できる方は是非！

土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

働きやすい環境とやりがいのある職場

当社は自動車部品を製造している
会社で私は品質保証部に所属し
主に完成品の検査業務をおこなっ
ています。毎日数多くの製品を検
査しているので大変ですし、不良
品をお客様へ流さない為に検査を
おこなうので大きな責任も伴いま
すが、人々の車生活に貢献していることを考えるととてもやりがいを感じ
ます。また、工場は一昨年設立されたばかりなのでとても綺麗で毎日気
持ちよく仕事ができています。

S・Iさん
（機械システム工学科／2013年卒業） 仕事以外も

充実!

地元・宮崎から世界へ
人々の豊かな生活と未来を
支える会社です
当社は愛知県にあります㈱松尾製作所のグループ
会社です。主に精密プレス品・精密樹脂製品を生産
しており自動車部品として用いられています。製品
の一つ一つは小さいですが、身近なところでみなさ
んの暮らしを支えている重要な製品ばかりです。
「量より質だ、質は量を呼ぶ」をモットーに日々従業
員一丸となって仕事に取り組んでいます。
また当社の特徴としては、役職や部署間の垣根がと
ても低くいので従業員間の風通しがよく働きやす
い環境です。2019年に設立されてまだまだこれか
らの会社ではありますが、数年後には本社同様、プ
レス金型を設計の段階から手掛け、製品の量産まで
実現できる技術集団となれるよう成長を続けてい
きます。

■当社の求める人物像
自ら挑戦するとともに広い視野を持ち柔軟に
物事を考え、またよいチームワークで
成果を上げ貢献できる方。

株式会社松尾宮崎

企業情報
①総合職 ②設計・技術職 ③製造職 ④検査・検品職職種

基本給）185,500円+諸手当（大学卒）
191,500円+諸手当（大学院修士修了）

給与

8：30～17：30（休憩60分）勤務時間

年間休日121日※詳しくは弊社カレンダーによる

各種保険完備／昇給（年１回）／賞与（年2回）／
定期健康診断／その他

休日

都城市高城町穂満坊518番地12
0986-53-2271
2019年4月

25名（男性：21名／女性：4名）

y-furuya@matsuo-miyazaki.co.jp

待遇

所在地

電話

設立 1億円資本金

従業員数

E-mail

古谷 祐介担当者

http://www.kk-matsuo-ss.co.jpHP

こちらも
チェック!

先輩からのメッセージMESSAGE

土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

建設業（総合工事業）

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。

様々なものをつくる
やりがいある仕事

仕事の内容は、工事の計画や工事現場
の安全等の管理を行い、何年も残る
様々なものをつくるとてもやりがいのあ
る仕事です。松本建設では、ドローンに
よる写真測量や、図面の3D化、ICTの
導入等の最新技術を率先して取り入れ
ています。入社して数か月ですが、様々
な最新技術に触れさせていただいてい
ます。松本建設のことが少しでも気になった学生さんは、いつでも話を聞きに
来てください。

A・Mさん
（社会環境システム工学科／2021年卒業）

和気あいあい
とした

職場です!

■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83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。
　主な取引先として国土交通省、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。

企業情報
①営業職 ②事務職 ③現場管理職職種

基本給）【現場管理職】220,000円+諸手当（大学卒）
【現場管理職】240,000円+諸手当（大学院修士修了）
【営業兼総務職】180,000円+諸手当

※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
32名（男性：26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!
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先輩からのメッセージMESSAGE

製造業（自動車部品製造業）

モノづくりのエキスパートを目指して
Y・Sさん（電子物理工学科／2021年卒業）

新入社員同士で
食事会

（保養施設にて）

企業情報

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２８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。お気軽にお問合せください。

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・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
257名（男性：204名／女性：53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!

機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

私は、設備の開発・改善を行っています。現在
は、環境配慮をテーマにロスエネルギーを活用
する調査や研究などに取り組んでいます。私の
部署では、冷間鍛造・切削の金属加工技術を
学びますが、部署によってはプログラム・装置製
作なども学べるので加工のエキスパートにも装
置のプロにもなれます。職場の雰囲気は全体的
に年齢層が若く、報告や相談がしやすいです。
また、様々な改善が行われており働きやすさが
向上している会社です。

先輩からのメッセージMESSAGE

広告業（インターネット広告業）

人事担当者からのメッセージ
「何をするか」と同じくらい「誰と働くか」も大切に。
仲間とともに、挑戦も失敗もおおいに楽しみませんか？

土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

変化していく成長産業で、市場価値を磨く

Goog leやYahoo !など、大手メ
ディアに掲載される広告の運用・
データ分析に従事しています。
デジタル広告は「サービス・モノの
販売促進」だけでなく、「企業の社
会的価値アピール」としても活用
されるようになりました。一方で、
私たちが目指す「顧客ビジネスの成長」というゴールは変わりません。
そのために出来ることを模索し、知識とスキルを磨いています。
仲間と切磋琢磨でき、誇りとやりがいを感じられる仕事です。

K・Nさん
（電子物理工学科／2017年卒業） コロナ禍でも

安心して働ける
環境です

企業のデジタル
マーケティングを支援し、
ビジネス成長に貢献する
MANGO株式会社は、デジタルマーケティング事
業を中心に手掛けるセプテーニグループのグ
ループ企業です。
Yahoo!・Google・Facebook・Instagram・
Twitter・LINEなどの大手メディアで配信する広
告の運用や配信管理、データ集計業務などをおこ
なっています。日本のデジタル広告の市場規模は、
2020年には約2.2兆円まで成長し、マス媒体にほ
ぼ匹敵するシェアとなりました。コア・バリュー（働く
上で大切にしたい価値観）に「チームワーク・責任
感・挑戦・笑顔」を掲げる当社は、デジタル広告市場
の中でもシェアの高いメディアの知識を身につけ、
市場価値の高い人材を育むことを目指しています。

■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。

MANGO株式会社

企業情報
デジタル広告運用コンサルタント職種
基本給）200,000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（土曜・日曜）、祝日、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※月上限100,000円／
車通勤可（駐車場は自己契約）／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／
生活応援手当（駐車場補助または保育補助として月5,000円を支給）

休日

宮崎市広島2-5-16 興亜宮崎ビル1F・6F
0985-35-6166
2009年10月
126名（男性：27名／女性：99名）
※うち正社員56名（男性：23名／女性：33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!

※諸手当…待遇に記載
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土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

建設業（設備工事業〈電気工事業〉）

MESSAGE 先輩からのメッセージ

■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！

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！

サンマリンスタジアムスコアボード
（宮崎市）

サンマリンスタジアムスコアボード
（宮崎市）

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。

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。

実業団
陸上や男子新体操の
活動も行っています。

企業情報

①総合職 ②現場管理職職種

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

当社カレンダーによる（年間休日105日、有休平均取得日数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：8.6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
319名（男性：299名／女性：20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です
Y・Iさん（電気システム工学科／2019年卒業
工学研究科工学専攻エネルギー系コース／2021年修了）

私は、人々の生活に欠かせない電気
を九州の人に届けるため送電線建
設を行っており、工事の施工管理や
工程管理等の業務に携わっていま
す。責任が大きい仕事ですが、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、仕事への誇りや自信に繋がります。何気なく使っている
電気を守るため、皆さんも一緒に働いてみませんか？

私は環境ソリューション本部に所
属し、現在の業務としては、畜産関
係の排水処理施設やバイオガスプ
ラントの維持管理、分析を行ってい
ます。同施設は微生物を用いている
ため維持管理が難しく、初めてのこ
とばかりで大変です。しかし、先輩
方が丁寧に指導して下さるため日々楽しく業務を行っています。また、
業務を通して、農家の皆様方のためになっていることを直接感じるこ
とができ、やりがいをもって仕事に励んでいます。

環境保護に貢献できる仕事です
K・Tさん（環境応用化学科／2021年卒業）

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

機械系 電気・電子系 物理系化学系

人事担当者からのメッセージ
■当社の求める人物像
・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。

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。

企業情報

①総合職 ②研究開発職職種

基本給）188,000円+諸手当（大学卒）
203,000円+諸手当（大学院修士修了）

※諸手当…住宅手当、資格手当、家族手当、時間外手等

給与

8：05～17：10（休憩73分）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!

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。

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）
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映像制作業（番組・プロモーションビデオ制作、イベントの撮影、ＬＩＶＥ配信）

MESSAGE 先輩からのメッセージ

土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

株式会社ミチプロ
情報を伝え、感動を共有する
動画づくり
弊社は、番組・ＣＭ、各種プロモーションビデ
オ、ＣＧ、アニメーションの制作、各種イベント
の撮影、ＬＩＶＥ配信、ビデオ制作、写真撮影を
行っております総合映像制作会社です。
ますます進化する映像制作の分野において、
40有余年にわたるノウハウと様々な個性を持
つスタッフ、そして最新の機材で時代のニーズ
を先取りしたコンテンツの制作に取り組んでい
ます。
特に大切にしていることは、スタッフ同士のコ
ミュニケーション。得意分野をフルに生かせる
よう、誰もがも気軽に意見を言える環境づくり
に取り組んでいます。好きなことに一生懸命打
ち込むことができる、そんな職場を目指してい
ます。

人事担当者からのメッセージ■当社の求める人物像
好きなこと、興味のあることに一生懸命に
なれる方。

既成概念にとらわれず、若い感性、想像力を生かし新しい時代に挑戦して
いきたいと思っております。

企業情報
①総合職 ②営業職 ③事務職 ④システムエンジニア
⑤設計・技術職 ⑥ディレクター ⑦カメラマン

職種

基本給）150,000円+諸手当（大学卒・大学院修士修了）
※諸手当…時間外手当、技術手当 他

給与

9：00～19：00（休憩120分）※時間外あり勤務時間

年間休日110日程度休日

各種保険完備／昇給（年1回）／賞与（年2回）／定期健康診断

宮崎市花ヶ島町屋形町1209-2
0985-27-9685
1980年5月
15名（男性：11名／女性：4名）
michipro@michi-pro.co.jp

待遇

所在地

電話

設立 1,250万円資本金

従業員数

E-mail

島田 謙二郎担当者

http://www.michi-pro.co.jpHP

こちらも
チェック!

好きなことがそのまま仕事に
なっています！
K・Sさん（農学部動物生産学科／1994年卒業
農学研究科動物生産学専攻／1996年修了）

子育てと仕事を両立しています！
A・Sさん
（教育文化学部中学校保健体育科舞踊教育学／
 2011年卒業）

先輩に誘われ在学中にアルバイ
トとして始めました。大学院卒業
後、入社。技術・編集部に所属し、
主に各種イベントの撮影・編集を
担当しています。オペラやミュージ
カル、バレエ、ダンス、スポーツな
ど様々なジャンルのイベントを経
験する中で、芸術に対する関心も高まりました。
イベントは、マルチカメラで収録するためチームワークが重要です。
気の合う仲間と一緒に楽しみながら仕事に取り組んでいます。

在学中に舞台芸術をカメラで切
り取る魅力を知り、ゼミと関係の
深いこの会社でアルバイトを始
め、卒業後に入社しました。何でも
チャレンジできる職場環境が魅力
です。入社して10年、アシスタント
から始まった業務も舞台やTV番
組カメラマン、ディレクターや営業・企画、テレビ局に出向し生放送番組
を担当したこともあります。現在は産休後に、テレワーク制度を利用し子
育てをしながら仕事を続けています。

先輩からのメッセージMESSAGE

業務用機械器具製造業（精密測定機器）

電気・電子系 物理系 情報系機械系

■当社の求める人物像
社訓「誠実　深慮　敢闘」を実践し、
自主性を持って挑戦できる人

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。
ものづくりの発展に一緒に貢献していきましょう！

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

企業情報
①営業職 ②システムエンジニア ③設計・技術職
④製造職 ⑤研究開発職

職種

2021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】8：30～17：15（休憩60分）
【工場】8：00～16：30（休憩45分）

勤務時間

完全週休２日制（土・日・祝）、年間休日127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
2,874名（男性：2,330名／女性：544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!

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。
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計測と制御で、
南九州のモノづくりの基盤を
支えて行きましょう。
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56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124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。

人事担当者からのメッセージ
弊社は宮崎・鹿児島で設立56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

卸売業、小売業（機械器具卸売業）

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

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、通勤手当

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124日（2021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
90名（男性：77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♪

企業情報

■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

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～
南日本ハム株式会社㈱本社工場は、1960(昭和
35)年に創業し、今年で設立61年目の食品製造
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製造職 ④研究開発職 
⑤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

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
５62名（男性：328名／女性：234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.jpHP

こちらも
チェック!

先輩からのメッセージMESSAGE

食料品製造業（畜産食料品、調味料等）

土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

日曜日・その他、年間休日表による、年間休日１１7日

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MESSAGE

製造業（電子部品・デバイス製造業）

人事担当者からのメッセージ
常に創造し挑戦していくことを実感したい方、大歓迎です。
是非、一度当社までお越しください。

■当社の求める人物像
・前向きで元気よく明るい方
・仲間を思いやり、コミュニケーション能力が
 高い方

きらめく水晶デバイス製品を
宮崎から世界へ

当社は1984年、清武町に設立以来、水晶デバイス
を製造しています。水晶は、地球が何万年もの年月
をかけて結晶化した神秘的かつきらびやかな形状
を持つ鉱石です。水晶が持つ圧電現象と言う物理
的性質を利用し、周波数基準信号や周波数を選択
するデバイスを製造しています。音叉型水晶振動
子は、クオーツウオッチと共に進化し、スマートフォ
ンなどの携帯機器の発展と共に小型化が進みまし
た。近年では、センサーに用途が広がり、電子機器
の発達と共にその機能も大幅に進歩しています。
また、世界最大級となるオートクレーブと呼ばれる
人工水晶育成炉を備え、4～6カ月かけて高純度な
水晶原石を育成しています。

企業情報

①総合職 ②システムエンジニア ③設計・技術職職種

基本給）205,000円＋諸手当（大学卒）
※諸手当…子ども手当、通勤手当

給与

8：15～17：00（休憩45分）※時間外勤務有り勤務時間

年間休日127日程度（土日祝祭日、年末年始、盆休み）
※会社カレンダーによる

休日

宮崎市清武町今泉丙1860
0985-85-5800
1984年6月

250名（男性：204名／女性：46名）
Sone.Hideki@exc.epson.co.jp

待遇

所在地

電話

設立 1億円資本金

従業員数

E-mail

曽根 秀樹担当者

https://www.epson.jp/company/
miyazakiepson/

HP

こちらも
チェック!

昇給（年1回）／賞与（年3回）／通勤手当／
定期健康診断／有給休暇／健やか休暇／慶弔休暇／
パワーアップ休暇／社会保険完備

誰でも活躍できる職場です
K・Yさん（機械システム工学科／1999年卒業
工学研究科機械システム工学専攻／2001年修了）

休日は
趣味を満喫
しています!

機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

水晶デバイスは、世の中に必要不可
欠なもので、常に国内外の様々な人
たちと連携しながら業務にあたってい
ます。私は生産技術に所属しています
が、入社以来、製品設計、保全、マシ
ン設計など様々な経験をさせてもら
いました。配属先ではその道のプロと
なる先輩方が丁寧に仕事を教えてく
れますので、大学の専攻分野は工学
部系に限らず、向上心があればだれでも活躍できる職場です。

水晶ウエハ

金属膜形成

水晶形成エッチング

電極形成

金属膜で音叉パターンを形成
　⇒　露出水晶をエッチング

※音叉型水晶振動子　概略図
　（フォトリソグラフィー工程）

水晶（SiO2）

水晶エッチング

人事担当者からのメッセージ■当社の求める人物像
・宮崎が好きな人
・前向きな気持ちを持って挑戦し続ける人

人財を大切にする温かな社風の下、やりがいをもって働くことができる
会社です。お気軽にご連絡ください！

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。近年では、コア事業である都市ガス事業を積
極的に展開するとともに、事業の多角化や課題
にも挑戦しながら、宮崎ガスグループとして、宮
崎の地域に貢献する地域総合産業を目指してい
ます。また、当社は入社10年以内の離職率はゼ
ロ。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。

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

土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

宮崎ガス株式会社

企業情報

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）
※諸手当…家族手当、住宅手当、通勤手当など

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128日（2020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
正社員数127名（男性：103名／女性：24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／
青焔クラブ活動／退職金制度

地域に根差した会社です
K・Kさん（農学部地域農業システム学科／2013年卒業）

A・Aさん（教育学部社会システム学科／2019年卒業）

幅広い分野の人が活躍できる
職場です

宮崎のインフラを支えている県
内唯一の都市ガス事業者であ
り、自分もその一員として宮崎
に貢献したいと思い入社を決め
ました。入社した当初は、都市
ガスについての知識はほとんど
無かったため不安もありましたが、社内教育や研修が充実しており、
上司や先輩にも相談しやすい雰囲気なので安心して働けます。休暇
も取得しやすいため、仕事だけでなくプライベートも充実させたいとい
う方にぴったりの会社です。

ガス事業というと専門的な知識がないと携
わることが難しいというイメージがあると思
いますが、私も文系の学科から入社して、専
門知識ゼロからスタートしました。今では、新
築住宅へのガス設備採用に向けた営業、ガ
ス配管の設計・施工管理を行っています。部
署によって、「道路に埋設されたガス管」から
「一般のお客様向けのイベント開催」等多岐
にわたる業務に携わるので、他分野の幅広
い知識を活かせる会社だと思います。
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土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

金融業（銀行業）

MESSAGE 先輩からのメッセージ

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」の活動や地域
商社「Withみやざき」の設立など、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。

株式会社宮崎銀行

■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。

企業情報
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1時間）勤務時間

完全週休二日制・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
1,388名（男性：776名／女性：612名）
jinji@miyagin.co.jp

待遇

所在地

電話

設立 146億円資本金

従業員数

E-mail

西・児玉担当者

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

こちらも
チェック!

多くのお客さまにかかわることで
地域貢献を
Y・Kさん（社会環境システム工学科／2020年卒業）

宮崎で暮らす中で出来た“人との繋
がり”を大事にしたく宮崎での就職
を決めました。また、工学部でした
が、多くの方にかかわる銀行だから
こそできる地域貢献があると思い宮
崎銀行を選びました。現在は、資産
形成や個人融資などの業務を担当
しています。お客さま対応後に、わざわざお礼のご連絡をいただく時な
どはとてもやりがいを感じます。今後も幅広い業務知識を身に着けて、
より多くのお客さまの人生にかかわっていきたいです。

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。

仕事もプライベートも充実できる
職場です
S・Oさん（教育文化学部生活文化課程／2011年卒業）

人事担当者からの
メッセージ
マイナビ2023、
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。

放送・通信業（多チャンネル・インターネット・固定電話）

MESSAGE 先輩からのメッセージ

土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

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、2021年9月に開局
25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年春から開始したＦＴＴＨ（家庭向け
光ファイバー）化は2021年春に完了し、すべての
エリアで大容量の高速通信が可能になりました。
当社は、自社の光サービス網を活用して多様な
サービスに対応し、地域にとって欠かせない情報・
通信インフラを担う会社を目指します。
私たちと一緒に、最新の放送・通信技術で宮崎
を笑顔にしましょう！

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

当社では多くの卒業生が活躍しています。
「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！

企業情報
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（休憩60分）勤務時間

週休2日制（シフト制）、年間休日122日（2021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
87名（男性：51名／女性：36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

様々な経験を通して
スキルアップできる会社

現在技術局にて、お客様に
サービスを提供するためのイ
ンフラ（光ファイバー網）の整
備や放送・通信設備の構築、
その設備の保守などを行って
います。技術の仕事は覚えるこ
とが多くありますが、自分が努
力をした分だけ成長し、仕事の
やりがいを肌で感じることができます。また、相談に乗ってくれる先輩
方がいますのでいろんなことにチャレンジできる環境が整っています。

現在制作局にて、さまざまなイ
ベントの中継（地域のイベント
やスポーツ中継など）や、自社
の光ファイバー網の設備を貸
し出す業務などに携わっていま
す。2013年に入社後、営業・
技術・制作の部署を経験して
いますが、部署異動を重ねるごとに今までの経験がとても役に立って
いると実感しています。情報インフラの整備からそれを活用したコン
テンツづくりまで、一貫して経験できるのはMCNならではです。

T・Sさん（電気電子工学科／2013年卒業）

挑戦し自分の成長へつなげる！
T・Cさん（電子物理工学科／2020年卒業）
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人事担当者からのメッセージ■当社の求める人物像
夢を持って新しいことに挑戦する人 安心して働ける職場環境づくりに取り組んでいます。

人と企業とICTを繋ぐ
ICTを活用したさまざまな事業を展開しています！
●大手通信会社との協業による、インフラ設計・施
工業務

●WEBソリューション及び医療系システムの導入
から開発、運用保守業務

●首都圏パートナー企業との協業による、大手企
業向けインフラ機器の運用保守業務

●自治体や民間企業へのデジタル化推進（AI・
IoT・RPA）などのコンサルティング業務

●高度ICT研修事業

■20代～30代が社員の8割を占める活気ある会
社です。

■若手社員の提案で、ノー残業デーを導入してい
ます。

■サークル活動を支援する制度があります。
■子育てサポート企業「くるみん認定」を取得して
います。

情報サービス業（情報処理・提供サービス業、情報ネットワーク・セキュリティ・サービス業）

MESSAGE 先輩からのメッセージ

土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

株式会社宮崎県ソフトウェアセンター

企業情報

①総合職 ②システムエンジニア ③プログラマー 
④ITコンサルタント

職種

基本給）180,000円+諸手当（大学卒・大学院修士修了）
※諸手当…通勤手当（上限：24,400円）、

住宅手当（借家世帯主10,000円～50,000円）、その他

給与

9：00～18：00（休憩60分）勤務時間

完全週休２日制、リフレッシュ休暇（年２日）、年末年始休暇休日

宮崎市佐土原町東上那珂字長谷水16500番地２
0985-30-5050
1994年4月
154名（男性：126名／女性：28名）
msc-recruit@miyazaki-nw.or.jp

待遇

所在地

電話

設立 9億円資本金

従業員数

E-mail

総務部 新卒採用担当担当者

http://www.miyazaki-nw.or.jp/msc/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／通勤手当／
住宅手当／技能給／家族手当／勤務地手当／
資格取得奨励金制度／外部研修受講（年１回以上）

スキルを身につけながら成長できる！
M・Mさん（情報システム工学科／2017年卒業）

S・Nさん（情報システム工学科／2019年卒業）

風通しが良く、主体性をもって
働ける環境

現在、システムエンジニア
として健康管理システムの
導入に携わっています。お
客様の要望を聞き取り、ど
ういう仕様のシステムにす
るか協議しながら進めてい
ます。宮崎県外のお客様に
対しては、長期出張して現地作業を行うこともあります。上司や先輩
方の手厚いサポートのもと、技術やコミュニケーション能力を身につ
けながら業務に励むことができています。

入社して2年が経過し、現在は
ネットワーク構築業務に励んで
おります。受け持った案件の進
め方について上司へよく相談す
るのですが、「もっとこうした方
が良いのではないか」といった
自分の意見も発言しやすいので、主体性をもって仕事に取り組むこと
ができるようになりました。上司や先輩方との距離が近く、気軽に意
見を出し合えるのは当社の魅力だと思います。今後も主体性を持って
動くことを大切にしたいです。

先輩からのメッセージMESSAGE

総合建設コンサルタント（測量･設計・調査等）

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・積極性・協調性・提案力・情熱を
持ち合わせた、明るく元気な方。
宮崎に貢献したい方。

人事担当者からのメッセージ
地元宮崎のために、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！

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。

企業情報

設計・技術職職種

基本給）192,800＋諸手当（大学卒・大学院修士修了）
※諸手当…家族（2,500円～）・住宅（5,000円～）・通勤（4,200円～）・

役付（5,000円～）・資格（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

35名（男性：30名／女性：5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）

社会資本を支える重要な仕事です！！

我々建設コンサルタントの仕事は、
高い専門性を求められる仕事で
あり、地域の方々の生活を支える
社会資本を整備するという重要
な役目をもつ職業だと思います。
設計したものが形となり人々の
生活に役立つことに【使命感】や
【やりがい】を感じます。
共に地元に貢献できる「積極性」や「向上心」のある方と一緒に仕事が
できることを心よりお待ちしております。

J・Hさん（土木環境工学科／1998年卒業）

コミュニケーション
大事にしてます！
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heartful energy
やさしいチカラ。

人と社会に大切なこと。
これからも、ずっと続けていきたい。

私たちは、宮崎酸素です。

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

高圧ガスの製造販売（ガス業、医薬品製造業）

ガスを通じて、産業・医療・
環境保全に貢献しています

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

■当社の求める人物像
明るく元気でチームワーク力のある方

人事担当者からのメッセージ
当社に興味のある方は、随時会社見学を行っております。
ぜひ一度ご連絡下さい。

総合職職種

基本給）155,000円＋諸手当（大学卒）
※諸手当…技能手当35,000円

給与

８：0０～１７：0０（休憩６０分）勤務時間

週休二日制（月1回土曜出勤あり）休日

宮崎市　園2丁目140番地1
0985-27-2161
１９59年4月

60名（男性：44名／女性：16名）
info@m-sanso.jp

待遇

所在地

電話

設立 １,０００万円 資本金

従業員数

E-mail

前村担当者

http://www.m-sanso.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

丁寧な指導で不安なく働けます

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

S・Tさん（材料物理工学科／2014年卒業） 仕事以外も
充実してます♪

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

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

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？

企業情報
①システムエンジニア ②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…交通費等

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
33名（男性：29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

土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

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MESSAGE

小売・卸売業（OA機器販売及び保守メンテナンス）

人事担当者からのメッセージ
一緒にお客様にとって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

働きやすい職場なので、おすすめできます。
Y・Kさん
（情報システム工学科／2020年卒業） 仕事以外も

充実しています

社会から愛され
従業員から愛される会社を
目指しています！
当社はＵＭＫグループの一社として誕生し、全国に
１１社ある富士フイルムビジネスイノベーション
（株）（旧 富士ゼロックス）の県別特約店の一社に
なります。複合機を中心に、パソコンなどのOA機
器の販売や保守サービスの提供、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
展開しています。お客様の抱える業務課題等を解
決するコンサルタントソリューションを展開してお
り、自らが実践して提供するといった言行一致のも
と、お客様にとってのベストパートナーになるべく
活動しています。お客様の期待に応える価値を提
供することにより、お客様の発展とさらなる地域へ
の貢献を持続的に実現していくことを目指してい
きます。

■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

宮崎電子機器株式会社

企業情報
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・大学院修士修了）
※諸手当…職務手当42,500円

給与

9：00～18：00（休憩60分）勤務時間

土日、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
114名（男性：88名／女性：26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）河野担当者

https://www.miyazakidenshikiki.jp/HP

こちらも
チェック!

複合機をメインに、トータルメンテナンスを
行うカスタマーエンジニアをしています。
毎日とても楽しく働かせていただいていま
す。最初はわからないことばかりですが、優
しく丁寧にわかりやすく諸先輩方が根気
強く助けてくださいます。もちろん私自身も
そうなれるよう日々精進しておりますので、
この文章を読んでくださった方々が宮崎電
子機器に来てくださることを楽しみにお待
ちしております。

製造業（精密機械器具製造）

MESSAGE 先輩からのメッセージ

■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

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。その中でも宮崎日機装は
2017年3月に設立し、まずは世界シェア90％以
上のCFRP製航空機用部品工場として、2018年
10月に竣工いたしました。さらに2021年6月には
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
稼働を開始しました。当社は日機装グループの中
で最大・最重要製造拠点を目指していきます。

宮崎日機装株式会社（日機装グループ）

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
大きな夢と熱い情熱を
もって、私たちと一緒に
宮崎日機装の歴史を
創りあげていきましょう！

企業情報

①設計・技術職 ②製造職 ③検査・検品職職種

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（2021年：125日）休日

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

365名（男性：275名／女性：90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

新しい工場で一緒に働きませんか
R・Fさん（機械システム工学科／2013年卒業
工学研究科機械システム工学専攻／2015年修了）

N・Tさん（機械設計システム工学科／2018年卒業）

宮崎日機装を一緒に盛り上げましょう！

現在、宮崎日機装航空宇宙工
場では、日機装が国内で生産し
ていた製品全てが集約され、カ
スケードだけではなく、ファン
ケースや、エルロンといった様々
な航空機部品の生産に携わる
ことができます。また、インダストリアル部門や、医療従事者向け研究研
修施設M.ReT宮崎など航空宇宙部門以外の事業も稼働を開始し、毎
日が新しい発見でいっぱいです。そんな、活気あふれる宮崎日機装を一
緒に作り上げていきませんか？

私は、インダストリアル工場の
生産技術部に所属しておりま
す。今は稼働したばかりの工場
の生産を速やかに安定させ、よ
り良い生産ラインを構築するこ
とが主な仕事です。日々新しい
課題に直面しますが、先輩や上司が親身になって、指導とフォローを
してくれるので、安心して業務に取り組んでいただけます。他にも、治
具設計や設備保全、生産管理など業務は多岐にわたりますので、きっ
と皆さんの力を発揮できる場所があると思います。
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人事担当者からのメッセージ

企業情報

①設計・技術職 ②設備設計職 ③生産技術職
④品質管理職 など

職種

基本給）187,000円＋諸手当（大学卒）
208,000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125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／積立休暇／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）

待遇

先輩からのメッセージMESSAGE

製造業（電気機械器具製造業）

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４8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。

日南市大字東弁分乙1011番地

0987-22-5211
1973年7月
367名（男性：239名／女性：128名）
mfcl-recruit@cs.jp.fujitsu.com

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

https://www.fcl.fujitsu.com/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

人事担当者からのメッセージ

土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

放送業（ラジオ・テレビ放送）

MESSAGE 先輩からのメッセージ

株式会社宮崎放送
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

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？

企業情報
①総合職 ②営業職 ③事務職
④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）※2021年度実績
※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〉（休憩60分）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

宮崎市橘通西4丁目6番7号

0985-25-3111

1954年7月

114名（男性：86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）近藤・川添担当者

https://mrt.jpHP

こちらも
チェック!

宮崎の情報を「自分が」伝える！
S・Tさん（地域資源創成学科／2021年卒業）

学生時代を宮崎で過ごし、宮崎に貢
献したいと考え、MRTに入社しまし
た。現在は、報道部で仕事をしてい
ます。
業務内容は、取材に行き、原稿を書
くなどしています。様々な内容の取
材に行くので、覚えることがたくさん
あり、大変なこともありますが、自分の取材した内容がニュースで流れ
たときにはやりがいを感じられます。就職活動は、思い通りにいかず辛
い時間もあると思いますが、自分の将来のために頑張ってください！

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！

放送局を『技術』で支える仕事！
Y・Nさん（電気システム工学科／2020年卒業）
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人事担当者からのメッセージ
私たちと一緒に宮崎の明るい未来を築いていきましょう

■当社の求める人物像
・インフラ整備を通して社会に貢献したい方
・何事にも前向きにチャレンジする意欲を
 持っている方

人を活かし、人を育てる
人間尊重の企業を目指しています
弊社は2022年8月に創立75周年を迎える歴史
ある会社で、九電工グループの一員として、電気・
空調・管工事を通じて地域社会への貢献を重ねて
参りました。地域社会を支え続けていく企業であ
るためには、人を大切にし育てていくことが不可欠
であるという理念のもと、充実した研修制度や「働
きやすい職場環境づくり」に力を入れています。
今日の社会は凄まじいスピードで変化しています。
その様な環境の中で、明光社は変わらぬ「安心・
信頼」のある技術力に加え、新しい技術や知識も
積極的に取入れながら、時代に即した進化をして
参ります。安心・安全な暮らしを支えるエッセン
シャルワーカーとして、宮崎に明るい光を灯し続
けていきませんか？

先輩からのメッセージMESSAGE

 建設業（総合設備業）

電気・電子系

企業情報

設計・技術職職種

基本給）185,000円+諸手当（大学卒・大学院修士修了）
※諸手当…住宅手当（1,000円～20,000円）

給与

８：00～17：00（休憩60分）※時間外あり勤務時間

土・日・祝日・年末年始・夏季休暇・指定休日（2日）休日

宮崎市江平中町7番地10
0985-23-6261
1947年8月

207名（男性：194名／女性：13名）
ｙ-onitsuka＠meikousha.co.jp

待遇

所在地

電話

設立 2,100万円資本金

従業員数

E-mail

鬼塚 ゆみ担当者

http://www.meikousha.co.jpHP

こちらも
チェック!

昇給（年1回）／賞与（年2回）／資格手当／家族手当／
通勤手当／住宅手当／有給休暇／退職金制度／
社会保険／奨学金返済支援認定企業

技術的にも人間的にも
成長できる会社です

私は明光社に入社後、会社の資
格取得支援制度を利用して、1
級電気工事施工管理技士の免
許を取得しました。今では責任の
ある仕事を任せてもらい、現場代
理人を務めています。自分の成長
がお客様の満足度に繋がるやり
がいのある仕事です。
まだまだ学ぶことはたくさんあるので、業務経験を積みながら更なる資格
取得に挑戦し、後輩の育成にも努めていきたいと思います。

D・Aさん
（電気電子工学科／2015年卒業）

業務以外でも
楽しめる会社です

株式会社明光社
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

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
リクルート用動画を作成しました。
QRコードよりホームページをご覧ください。

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

当社カレンダーによる週休２日制（年間105日）休日

昇給（年１回）／賞与（年２回）／社会保険完備／
退職金制度有

東諸県郡国富町大字木脇3952番地3
0985-24-3551
1962年5月
78名（男性：60名／女性：18名）
rockyano@chive.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 宏担当者

https://yanosangyou.co.jp/HP

こちらも
チェック!

宮崎県のインフラ基盤を
支えています！！

社員が成長できる
会社です！
T・Iさん
（機械設計システム工学科／
 2021年卒業）

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）

弊社では、インフラ事業に欠かせない骨材の生
産・販売・運搬を行っております。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。生産工場では、大型重機を使用し１日４，０
００ｔ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ことが
多いので、出かけた先で発見することも楽しみ
になります。

入社１年目で、企画部に所属しています。
採石業に関して何も知らない状態でしたが、
上司や工場の方に質問すれば答えてもらえ
るのでどんどん知識を身に着けることができ
ます。資格獲得もできるので自分の成長を実
感しながら仕事をすることができます。
砕石や砕砂はどこにでも使われているので、
地域を支える仕事に興味がある人はぜひ一
緒に働きましょう。
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先輩からのメッセージMESSAGE

食料品製造業（味噌醤油製造業）

宮崎の風土が育むしょうゆ・みそづくり
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）

ユーモアのある
会社です!

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。

機械系化学系

ヤマエ食品工業株式会社

人事担当者からのメッセージ
創業150年を迎えることできました。
地域に長く愛される商品づくりを一緒に行いませんか？

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、味噌の醸造会社とし
て創業しました。
味ひとすじ150年、消費者の皆様にご満足頂け
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、最新鋭
の機械により、徹底した品質管理と研究開発の
もとで一流の商品づくりに努めてきました。
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したと自負しております。
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令和3年
に創業150年を迎えることができました。

創業明治4年
150年の都城の会社です。

■当社の求める人物像
誠実で常に主観性と客観性を
持ち続けている人物　

企業情報

①総合職 ②製造職 ③研究開発職職種

基本給）171,190円+諸手当（大学卒）
177,310円+諸手当（大学院修士修了）

※諸手当…住宅手当、職務手当、家族手当、通勤手当等

給与

8：00～16：45（休憩65分）勤務時間

日・祝、その他会社カレンダー（年間休日113日）休日

昇給（年1回）／賞与（年2回）／退職金制度／
積立有給休暇制度（最大60日）

都城市西町3646番地
0986-22-4611
1950年12月
117名（男性：66名／女性：51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

黒葛原（ツヅラバラ）担当者

https://yamae-foods.netHP

こちらも
チェック!

建設業（総合工事業）

MESSAGE 先輩からのメッセージ

土木系

企業情報
こちらも
チェック!

夢をカタチにする会社

土木・建築に携わり73年。総合建設業として道
路・トンネル・河川・橋梁・港湾・空港などの土木
工事、マンション・オフィスビル・病院・老人ホー
ム・保育園などの建築工事の施工管理を主体に
営業を展開しています。
お客様やスタッフを大事に、信頼を大切にしてき
たからこそ、嬉しいことにご指名を頂く事も多く
なりました。それは一緒に働くスタッフに対して
も同じで「大和開発で働きたい！」といわれるよう
に労働環境の整備に努めています。
例えば、長く安定して働いてもらうため、各種福
利厚生や職場環境の改善などに力を入れてい
ます。また、企業対抗運動会などの社外行事に
も参加し、部署間の交流なども積極的に行って
います。

■当社の求める人物像
熱意・誠意・忍耐力を発揮し、柔軟な思考と
広い視野で考え実行できる人材

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）

給与

8：00～17：00（休憩90分）
※諸手当…資格手当・通勤手当・携帯代・住宅手当・現場手当等

勤務時間

年間休日数101日、第2.4.5土曜・日曜・祝日休み・盆休み・
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
87名（男性：63名／女性：24名）
yamato-a@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）蛯原 綾夏担当者

http://www.yamato-kaihatsu.co.jp/HP

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行っております。
お気軽にご参加ください。お待ちしております！

スキルアップ間違いなし、
元気な若手多数！
T・Hさん（他大学 理系／2011年卒業）

いまの時代、入社するなら
「うちでしょ」

建設業界で働いて22年目に
なります。大学卒業から20年
間、現場の最前線で施工管
理業務を行ってきました。現
在は本社勤務にて全現場の
安全管理や人材育成を主軸
に、スピーディーかつ高クオ
リティ化にむけたICT施工の推進を行っています。入社時に言われた「や
ることをやれば後は自由」の通り、のびのびした環境だからこそ長く働け
ます。最先端技術を駆使した施工管理を是非一緒にしましょう。

M・Tさん（他大学 理系／1999年卒業）

私は入社して6年目になります。大
学卒業後、県外の建設会社で働い
ておりましたが、地元に貢献したい
と思い宮崎市中心市街地で活躍し
ている当社に転職しました。入社
後、道路・橋梁・港湾工事に従事
し、多岐にわたる経験が自分を成
長させてくれていると感じます。試行錯誤しながら様々な問題をやり
遂げた時の達成感が魅力的な仕事です。若手社員が多く、活気ある
会社で都市開発を是非一緒にしましょう。
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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。

先輩からのメッセージMESSAGE

土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

情報通信機械器具、電子部品・デバイス・電子回路製造業（電子部品・デバイス・電子回路製造）

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。

吉川工業アールエフセミコン株式会社

■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

企業情報

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

給与

８：３０～17：00（8.5時間）
※12：15～12：45、15：00～15：15（休憩45分）

勤務時間

週休2日制（土日祝日）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
350名（男性：272名／女性：78名）
nagatomo.takashi@yrsc.co.jp

待遇

所在地

電話

設立 1億円資本金

従業員数

E-mail

（第一総務人事課）長友担当者

https//www.yrsc.co.jpHP

こちらも
チェック!

幅広い業務に携われます
K・Aさん（電気システム工学科／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♪

開発というと半導体設計のみのイメージが
ありますが、実際には設計業務だけではな
く、市場調査、お客様と営業部との仲介役、
レイアウト設計された製品を量産するため
の生産技術とのやり取りも任せてもらえま
す。さらに、実際に完成した商品の評価解
析、修正などのアフターサービスまで経験
出来るため豊富なスキルを身につけること
が出来ことに、やりがいを感じています。

先輩からのメッセージMESSAGE

製造業（めっき業）・開発業務

機械系 電気・電子系 物理系化学系

■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方

人事担当者からのメッセージ
会社見学は随時行っています。ご応募お待ちしております。

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。

企業情報
研究開発職職種

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

１１９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）／定期健康診断／
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
105名（男性：６7名／女性：38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!

「世界一頼りがいのあるめっき屋」を目指す
U・Tさん
（他大学 理系／2005年卒業） 社員一丸となって

チャレンジ!

開発を行う部署で働いています。めっきと一
口に言っても、母材（素材）によりその手順や
使用薬品は変わってきます。そのため、工程
検討と繰り返しの実験・試作が不可欠です。
業務としては、これらに加え大学等との共同
研究も行っています。入社当初、めっきの知識
はほぼゼロでしたが、日々の業務等を通じ、
少しずつ蓄積されていると実感しています。ま
た、上下関係を感じさせない人ばかりで働き
やすい会社だと思います。
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土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

建設業（総合工事業）

MESSAGE 先輩からのメッセージ

企業情報

■当社の求める人物像
建設業を通じて地域のランドマークを
つくることに興味のある方

原建設株式会社
南九州ナンバーワンの実績と
仕事と生活の両立を応援する
職場環境
　原建設（株）は1954年創業、宮崎県都城市に
本店を構え、九州全域で様々な建築・土木工事を
手がける総合建設会社です。
2012年以降、南九州三県において売上高No1
を維持しており、2021年５月期の売上高は過去
最高となる194億円を記録するなど、安定した経
営基盤を持っています。
施工実績は多岐に渡り、スタジアム・マンション・
病院といった建築物や、ダムやトンネルなどの土
木構造物、港湾工事や戸建住宅などなど、様々な
場面で人々の生活の根幹を支えています。「建設
業を通じて地域に貢献したい」「安定した会社で
長く働きたい」「九州で、転勤なく働きたい」そう
いった皆様の思いに応えられる会社です。

こちらも
チェック!

人事担当者からのメッセージ
当社は働きやすい職場環境にむけて
各種認定取得済。
仕事と生活の両立応援宣言企業です。

現場管理職職種

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60分）勤務時間

年間106日(会社カレンダーによる週休二日制)
GW・盆・年末年始・誕生日休暇・現場移動休暇 他

※諸手当…資格手当・地域手当・家族手当・車両手当・住宅手当・管理職手当

休日

昇給（年1回）／賞与（年2回）／社会保険完備／独身寮／
三大疾病サポート保険／社員保養所／社員旅行／
財形貯蓄制度／社員持株制度／社内レクリエーション

【都城本店】都城市中原町32街区1号
宮崎本社・日向支店・福岡支店  
0986-25-7000（都城本店）
1954年7月
250名（男性：230名／女性：20名）
s-hashiguchi@yoshihara-const.jp

待遇

所在地

電話

設立 1億円資本金

従業員数

E-mail

橋口 誠司担当者

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

自分の仕事がカタチになる

私は中学時代に見た建設業の特集
番組がきっかけで土木の道に進み
ました。インターンシップは当社で体
験し、法面の現場で測量の練習から
教わったことが懐かしいです。現在
の現場で8ヶ所目。少しずつ私の意
見も取り入れてもらえるようになり
ました。認めてもらえると嬉しいし、もっと頑張ろうと思います。国交省の
仕事は週休二日制ですし、職場環境も働きやすく整っています。
私は形が残るこの仕事にとてもやりがいを感じます。

Y・Iさん（社会環境システム工学科／2017年卒業）

都北地区改良工事都北地区改良工事

仕事を任されてやりがいになる

私はものづくりに興味があり土木の
道に進みました。この仕事が合って
いるか悩む時もありましたが、2年目
の現場が楽しくてターニングポイン
トになりました。路盤改良現場で宮
大出身の先輩が細やかに教えてく
れて、仕事の段取りや職人さんとの
打合せも自分でやって見せてくれました。部分的な仕事を任せてくれた
のも嬉しかったです。私はインターンシップでの雰囲気が入社の決め
手となったので、どんどん参加するといいと思います。   
     

T・Nさん（社会環境システム工学科／2017年卒業）

乙房跨線橋工事乙房跨線橋工事

先輩からのメッセージMESSAGE

製造業（半導体製造）

自身が成長できる会社です！
Y・Nさん
（環境応用化学科／2019年卒業）

仕事以外も
充実!

私は半導体製造会社で、温室効果ガスの排出
削減やISO14001など会社の環境管理業務
に携わり、環境に配慮したもの造りを支えてい
ます。また、社内の環境保全活動だけでなく、
地域の清掃活動や近隣保育園への環境教育
など、地域貢献活動にも積極的に取り組んで
います。男性・女性問わず働きやすい職場環境
や、先輩社員の丁寧な指導と多彩な教育・研
修もあり、自身の成長を感じられる会社です。
是非一度工場見学へ来てみませんか？

機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

企業情報

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

①事務職 ②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※2021年度実績）

休日

宮崎市清武町木原727
0985-85-5111（代表）

352名（男性：316名／女性：36名）
urayama523@lapis-semi.com

待遇

所在地

電話

設立 1980年11月 3億円資本金

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

ラピスセミコンダクタ株式会社 宮崎工場
「日本のひなた宮崎」から
世界のフィールドへ
ラピスセミコンダクタ（株）宮崎工場では、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。また、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。当社では技術を共に伸ばし
ていく技術職及び事務職を募集しています。
「ラピスセミコンダクタ(株)宮崎工場の特長ある技術」
①SOS技術
②MEMS技術
③WL-CSP技術
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。
その他にも、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）
※2021年4月実績
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先輩からのメッセージMESSAGE

建設業（土木技術者）

土木系 機械系 電気・電子系 物理系 情報系化学系

龍南建設株式会社

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

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。

企業情報

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100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
45名（男性：38名／女性：7名）
yanagita@ryunanknesetsu.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!

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。

S・Kさん（土木環境工学科／2004年卒業）

仕事以外でも
絆を深めて
います♪

102


