企

業

情

報

サービス業

農業、林業

ホテル

青島リゾート株式会社 ANAホリデイ・インリゾート宮崎

建設業

■ 所在地／宮崎市青島1-16-1
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／1989年8月

話／0985-65-2929

■ 従業員／111名

□ ウェブサイト／https://www.anahirmiyazaki.com/

□ メール／michihiko.ikeda@anahirmiyazaki.xom インターンシップ制度／有り

製造業
電気・ガス・
熱供給
情報通信業
運輸業
卸売業、小売業
金融業、保険業

宮崎「青島」に位置するリゾートホテル

不動産業
飲食業

宮崎を代表する観光スポット「青島」に位置す
るANAホリデイ・インリゾート宮崎は、国内・
外のお客様を、とびきりの笑顔と明るさで、元
気にお迎えするリゾートホテルです。初めて日
本を訪れる海外のお客様、初めて宮崎を訪れる
県外のお客様をはじめ、当ホテルをご利用くだ

さる全お客様をおもてなしいたします。すべて
のお出迎え、フロントでのお手続き、お部屋へ
のご案内、お食事など快適に過ごしていただけ
るよう接客をしています。また青島の方々と一
緒になり、青島を盛り上げる取り組みにも積極
的に参加しています。

わが社の自慢
医療・福祉
教育、学習支援

サービス業
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やりたいことに挑戦し
自分を磨ける職場

私は昨年、技能五輪全国大会「レストラン
サービス」部門に出場しました。県予選を
勝ち抜き全国大会へ出場、日本一を競う技
能競技大会で実力を発揮できました。出場
するにあたり、上司や同僚が
練習に付き合ってくれ、とて
も助けてもらいました。ここ
はやりたいことに挑戦できる
チャンスがもらえる職場です。
日々の仕事では多くのお客様
と触れ合えています。

目の前に太平洋が広がる最高のロケーション
緑豊かな自然にも恵まれた国
定公園内にあり、開放感あふ
れる館内にはオーシャンビ
ューの客室・天然温泉・海の
見えるチャペルと多数のアク
ティビティを展開するほか、
プロスポーツキャンプの宿舎
としても多くの実績がありま
す。ホテルのスタッフはチームワークが大事！ということで、ANA
ホリデイ・インリゾート宮崎では、ランニング部やゴルフ部、釣り部、
軽音部など、同じ趣味を持つ仲間との部活動（「BUKATU」）を通し
て、他部署のスタッフとの交流を深めながら日々の業務に取り組ん
でいます。

農業、林業

産業廃棄物、公共下水道清掃、遺品整理など

有限会社旭ケミカル
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／1978年4月

話／0982-32-1935

■ 従業員／23名

建設業

■ 所在地／延岡市平原町2-1454

□ ウェブサイト／http://www.asahi-chemical.jp/

□ メール／kai.y@asahi-chemical.jp インターンシップ制度／無し

製造業
電気・ガス・
熱供給
情報通信業
運輸業
卸売業、小売業
金融業、保険業

優良産廃処理業者として認定「環境づくりのプロ集団」
マス燃料供給事業のほか遺品整理士の免許を持
つ社員による遺品整理、防災・環境安全関連商
品販売などの事業も行っています。どの事業も
会社の理念のもと、社会に信頼され、貢献し、
環境にやさしい会社として、生活の安全を守る
お手伝いをしています。

不動産業
飲食業

「困っている皆様のお役に立ちたい」と昭和53
年に設立。設立当時は、産業廃棄物の問題提起
さえありませんでしたが、「有効利用」＝ 今で
言うリサイクルを積極的に行い、次第に廃棄物
業にも取り組むことに。現在はプラントクリー
ニングをはじめ、公共下水道清掃工事、バイオ

わが社の自慢

こそやるべき仕事に誇り

常に目標を持ち、挑戦する社員を全面協力

サービス業

多くの資格取得を目標に社員
全員で取り組んでおり、保有
資格は50。どの資格も事業
をするうえで必要な資格です
が、会社の信頼と信用をこの
保有数が底上げしてくれてい
ます。取得までの全面的なバ
ックアップはもちろんです
が、
「目標を持ち、何かに挑戦する」ことを大事にしています。定期
的に行う面談では、一人ひとりときちんと向き合って適性に応じた
資格取得とその手当てについても説明しています。近年は地域防災
へも積極的に参加。多種多様な資格を持つので多方面での活躍が期
待されています。

教育、学習支援

年間約150件もの特殊清掃作業を行ってお
り、いざという時の備えの重要性啓発も兼
ねた防災関事業に取り組んでいます。災害
にも自然災害、人為災害とありますが、危
険な要因を知りその対処法を
知ることが重要です。それが
お客様の安心につながり、顧
客満足度を高めると考えてい
ます。「困っている皆様のお役
に立ちたい」の精神に誇りを
もっています。

医療・福祉

意識が高まっている今だから
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農業、林業

警備、介護、指定管理、農業生産、ワイナリー

株式会社NPK

建設業

■ 所在地／宮崎市柳丸町10
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／1977年3月

話／0985-25-5330

■ 従業員／500名
□ ウェブサイト／https://www.np-k.co.jp/

□ メール／info@np-k.co.jp インターンシップ制度／有り

製造業
電気・ガス・
熱供給
情報通信業
運輸業
卸売業、小売業
金融業、保険業

地元の優れたキーワードとなる企業に！

不動産業
飲食業

株式会社NPKは、地元に暮らす人の「ゆとりあ
る暮らし」のために何ができるか、様々なニー
ズにどう応えられるかを追い求め、総合サービ
ス業として警備業、介護事業、指定管理事業、
農業生産法人、ワイナリー事業など幅広く事業
を展開しています。警備事業本部、事業サポー

ト部、事業統括本部に20代から70代までの幅
広い人材が活躍し、社内研修はもちろん実際の
業務の中で多様な経験をしながら自己成長して
いきます。2017年に創立40周年を迎え「美し
い仕事ができる会社を目指して」をテーマに、
さらに努力しています。

わが社の自慢
医療・福祉
教育、学習支援

サービス業

224

視野を大きく持って、
頭の中も柔軟に

2017年に入社し、セキュリティ商品の営
業を担当しています。当社は警備だけでな
く介護、農業、ワイナリーなどの事業があ
ります。様々な業務を経験することで、自
分の可能性が広がると感じて
います。「自分の強みは何だろ
う？」と視野を広く持ち、自
分の考えを信じて挑戦してほ
しいと思います。

風通しがよく、一人ひとりの声が反映される
弊社では、社員各人が部署内
外を問わず、様々な業務に携
わります。そして、部署外の
仕事に関わることで見えてく
る「気づき」を社内の改善や
商品開発に生かしています。
これまでも若手社員を中心と
して会社の業務改善を話し合
い、トップに直接届けてきました。弊社は事業の多様性に惹かれて
入社した社員が多く、温かな雰囲気の職場です。今後も若手社員の
声を積極的に取り入れ、一人ひとりの声が反映される職場づくりに
努めてまいります。

農業、林業

建造物設計

キャデック株式会社
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／1989年4月

話／0985-58-1211

■ 従業員／50名

建設業

■ 所在地／宮崎市学園木花台西2-1-2

□ ウェブサイト／http://www.caddec.com/

□ メール／somu@caddec.com インターンシップ制度／有り

製造業
電気・ガス・
熱供給
情報通信業
運輸業
卸売業、小売業
金融業、保険業

社会のインフラ整備を支え、暮らしを支える企業です
した災害復旧対応などの応急的な対応実績も数
多くあります。県内だけにとどまらず、国内外
へ向けての仕事もしています。「プロに頼られ
るプロであり続ける」をモットーに、社会に貢
献できる魅力ある仕事に、社員皆がやりがいを
感じ協力し合い励んでいます。

不動産業
飲食業

私たちは、建設工事の中の一つである仮設工事
の設計を専門に行っています。社会インフラ基
盤の整備において、建設工事の安全な作業空間
確保のためには、不可欠な工事です。公共工事
や民間工事問わず、大規模な建設プロジェクト
に関わることも多く、仮設構造物の特性を生か

わが社の自慢

やりがいのある仕事

働きやすいフレックスタイム制を導入

サービス業

働きやすい職場づくりに力を
入れています。勤務形態では
フレックスタイム制を導入。
11時～14時のコアタイムの
勤務は必須ですが、それ以外
であれば、自分の都合に合わ
せて就業時間を調整すること
ができ、ライフイベントには
休みを取ることもできます。男女を問わず育児・介護休業が取れ、
条件が合えば在宅勤務も可能。また、資格取得を支援する制度も設
けています。さらにランニングやテニス、魚釣りなどの同好会もあ
り、仕事だけでなくプライベートも楽しみながら充実した生活が送
れるよう、ワークライフバランスの推進に力を入れています。

教育、学習支援

私たちの仕事はライフラインを支える仕事
です。災害があったとき、できるだけ早く
被災した方々が生活できる状態にしていく
のも仕事です。仕事内容は複雑ですが感謝
の言葉を頂いたときは頑張って
よかったと思えます。主にCAD
による作図をしますが、経験が
なくても大丈夫です。CADの操
作や設計について学べる研修制
度も充実しています。

医療・福祉

経験しながら覚えていける
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農業、林業

構造物点検・調査

株式会社九州建設サポート

建設業

■ 所在地／宮崎市大字大瀬町359
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／2011年6月

話／0985-30-3138

■ 従業員／31名

□ ウェブサイト／http://www.kksupport.co.jp/

□ メール／info@kksupport.co.jp インターンシップ制度／無し

製造業
電気・ガス・
熱供給
情報通信業
運輸業
卸売業、小売業
金融業、保険業

道路や橋、トンネルの安全を守り、インフラを支えます

不動産業
飲食業

毎日使っている道路や橋、トンネルが安全か、
崩れる危険性はないかを調査している専門家が
九州建設サポートです。道路やトンネルなどの
各種構造物の点検や調査、診断、補修設計など
をしています。点検にはドローンを活用するな
ど、いち早く新技術のノウハウを取り入れ、専

門の人材と高い技術力を誇っています。また、
点検車や交通指導員の手配などコンサル様のサ
ポートもしています。インフラの多くがこれか
ら寿命を迎えるため、メンテナンスが大切にな
ります。県民の命と安全を守るために今後のイ
ンフラを支える重要な仕事をしています。

わが社の自慢
医療・福祉
教育、学習支援

サービス業
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最先端の技術で人の命を
守るのがやりがい

道路や橋などのインフラのメンテナンスは、
これからの時代とても大切になることです。
専門性は入社してから身につけていくこと
ができ、やる気があればいい仕事ができる
会社です。通行者が安全に通れ
るように維持管理をし、自分た
ちの手で多くの人の命を守って
いく、とてもやりがいのある仕
事です。ドローンなど最先端の
技術を学べるのも魅力です。

ドローンなど新技術を駆使した仕事力
当社はドローンを活用した点
検業務など、新技術をいち早
く取り入れた業務を展開して
います。点検業務だけでなく、
県内を空撮し、そのデータを
収集し、管理しています。万
が一、地震や水害などの災害
で地形が崩れたとき、その空
撮データをもとに、災害前の地形に修復するのに役立てます。また、
こうした技術を業務に生かすだけでなくドローンの講習会を開催し
たり、ドローンの販売を行っています。住まいの健康診断や耐震診
断、空き家管理など、これからの時代に求められることにいち早く
取り組んでいます。

農業、林業

ビルメンテナンス、不動産

株式会社グローバル・クリーン
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／2000年5月

話／0982-55-0360

■ 従業員／65名

建設業

■ 所在地／日向市亀崎1-28

□ ウェブサイト／http://globalclean.co.jp

□ メール／info@globalclean.co.jp インターンシップ制度／有り

製造業
電気・ガス・
熱供給
情報通信業
運輸業
卸売業、小売業
金融業、保険業

整った社内環境。すべては「きれい」のために
どに関して細やかな提案も好評です。社員は
70代も活躍する幅広い年齢層で、子育て・介
護を抱えながらという社員も多くいます。しか
し、時間を有効に無理なく使えるように整理し、
突発的なことがあっても社員同士が助け合える
働きやすい環境が整っています。

不動産業
飲食業

ビルメンテナンスから、他社の清掃技術や清掃
員の教育などを行うクリーンコンサル事業、生
活を「きれい」で守る製品開発から販売までを
行うグローバルソリューション事業、暮らしに
寄りそうクリーン事業等を展開しています。最
近は時代のニーズに合わせたウイルスや除菌な

わが社の自慢

が仕事の基本

チーム力は抜群。
社内イベントで結束も固く！

サービス業

仕事の基本は感謝の心。仕事
をさせていただいているとい
う気持ちで取り組んでいま
す。時代によってクリーンの
定義は変化、それに合わせて
挑戦を続け、お客様に喜んで
いただけるサービスや商品を
提供しています。社員は皆元
気でチーム力は抜群。70代の人もいますが、ベテランの技術を学び
自分の仕事に生かす、という良い循環もできています。年3回開催
するミニバレーなどのスポーツイベントや年1回の旅行などが、さ
らに結束を固くしている明るい職場になっています。

教育、学習支援

管理部に所属し総務や業務管理をしていま
す。息子が高校野球をしていたので、試合
や遠征などで休みを随分もらいましたが、
皆協力的で気持ちよく休ませてもらいまし
た。だからやるべきことはし
っかりやる、という仕事の基
本を大切にしています。いつ、
誰が休むことになっても、フ
ォロー体制はバッチリできて
いると思います。

医療・福祉

「やるべきことはしっかりやる」
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農業、林業

警備・サービス

株式会社セキュリティロード

建設業

■ 所在地／宮崎市祇園3-179
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／1987年11月

話／0985-23-7171

■ 従業員／550名
□ ウェブサイト／http://www.1987ser.co.jp/

□ メール／wada@1987ser.co.jp インターンシップ制度／有り

製造業
電気・ガス・
熱供給
情報通信業
運輸業
卸売業、小売業
金融業、保険業

お客様の期待に最大限応え、感動される安全を提供

不動産業
飲食業

祭りやイベントは安全だからこそ楽しめるも
の。安全が確保されていなければ、心から楽し
むことはできません。皆様の笑顔を守っていく
ことがセキュリティロードの業務管理の仕事で
す。例えば、青島太平洋マラソンでは、交通整
備や誘導などに多くの警備員を配置します。ど

の場所に何人くらいずつ警備員が必要か。こう
したことを主催者側と打ち合わせしながらマネ
ジメントをしていくのが仕事内容です。自分が
マネジメントしたイベントが円滑に進んで終了
したときは、とても大きな達成感を得ることが
でき、やりがいを感じられる瞬間です。

わが社の自慢
医療・福祉
教育、学習支援

サービス業
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失敗を恐れず！ 失敗から学ぶ
チャレンジ精神が成長へ

入社からまだ7カ月ですが、与えられた仕事
にどんどんチャレンジしていきたいと思っ
ています。失敗をしてもそこから悩み、考
え、成長していける社風があります。教育
制度も整っているので、仕事を
しながら国家資格取得もできま
す。やる気次第でキャリアアッ
プしていけるので、成長ととも
に夢を持って働ける職場だと思
います。

働きやすい環境を社員たちでつくっています。
当社では、社員が自らの手で
より良い職場環境づくりをし
ています。それは、「安全衛
生委員会」というものです。
スタッフ全員が安心して、健
康に、そして、快適に仕事が
できることを目標に、毎月1
回、各営業所の担当者が出席
します。例えば、熱中症の危険が高くなる暑い夏は、どう対処して
いけばよいかを話し合ったり、労働災害を防ぐために産業医を招い
て対策方法を聞いたり、健康診断を定期的に受診するように促した
りしています。健康で仕事がしやすい環境があるからこそ、いい仕
事ができるのです。

農業、林業

アウトソーシング

センコービジネスサポート株式会社
採用に関する
お問い合わせ

□電

話／0982-23-5780

■ 設立／2006年7月

■ 従業員／380名

建設業

■ 所在地／延岡市天下町1176-13クレアパーク延岡工業団地第一工区

□ ウェブサイト／https://www.sbs.senko.jp/

□ メール／sbs-saiyou@sknet.senko.co.jp インターンシップ制度／有り

製造業
電気・ガス・
熱供給
情報通信業
運輸業
卸売業、小売業
金融業、保険業

信頼をつむぎ、真心をこめて企業活動の発展に貢献
様企業の経営課題をトータルでサポートしてい
ます。第57回電話対応コンクール全国大会で
の優勝など、お客様の要望に柔軟にお応えした
サービスで信頼をいただいています。「お客様
に喜んでいただく」という簡単な言葉ですが、
この言葉が当社の基本です。

不動産業
飲食業

2006年に設立された当社は、宮崎県と延岡市
の誘致企業として認定を受け、12年になりま
す。事務代行、コンタクトセンター、データプ
リントサービス等幅広いアウトソーシング事業
を行っています。高いスキルを持ったスタッフ
が一丸となって効率化や生産性向上など、お客

わが社の自慢

活力あふれる職場です

福利厚生の充実で女性が活躍できる会社づくりを目指す

サービス業

アウトソーシング業を行って
いることもあり、責任感が強
く、女性の管理職や幹部など
が多いのも特徴の一つです。
有給休暇を最高60日まで積
み立てることができ、寮貸与
制度もあります。スキルアッ
プをバックアップする資格取
得支援制度もあり、年1回行われる評価制度にも反映されるので資
格取得へチャレンジする意識向上に繋がっています。また、女性の
多い職場のため、育児休業や育児短時間勤務など働く女性を全面的
にバックアップする制度も整っています。清潔感あふれるオフィス
や広々とした屋外庭園、明るい職場環境も女性に好評です。

教育、学習支援

社会人としての基本的な行動・マナーから
はじまり、専門的な業務知識・スキルや組
織のマネジメントまで、独自の研修や実際
の仕事を通してキャリアアップの制度が充
実しています。専門知識は
もちろん、独自の研修によ
って得たスキルはお客様に
大変喜んでいただいていま
す。新しいことへチャレン
ジする社風が活力にもなっ
ている元気な職場です。

医療・福祉

積極的にチャレンジする
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農業、林業

就活サイトの運営

株式会社ディスコ（キャリタスサービスセンター）

建設業

■ 所在地／宮崎市橘通東4-7-28TOKIWA30ビル5F
採用に関する
お問い合わせ

□電

話／0985-69-3231

■ 設立／2016年6月

■ 従業員／70名

□ ウェブサイト／https://www.disc.co.jp

□ メール／miyazaki-soumu@disc.co.jp インターンシップ制度／無し

製造業
電気・ガス・
熱供給
情報通信業
運輸業
卸売業、小売業
金融業、保険業

サイトを通して、企業と働く人をつなぐ

不動産業
飲食業

就職活動で「キャリタス就活」というサイトを
利用したことはありませんか？ 株式会社ディ
スコは、「キャリタス」というブランドで就活
や進学などの情報を提供する企業。そのサービ
スセンターが宮崎市にあります。ここでは全国
の企業とやりとりをしながら就職情報を整理

し、サイトの運営を行っています。“働く”と
は単にお金を稼ぐ手段ではなく、自分を成長さ
せ、人生を充実させるための行為。だからこそ
自分にマッチした企業を選び、良い環境で働い
てほしい。働くことを突き詰めたディスコの想
いが、充実した職場環境につながっています。

わが社の自慢
医療・福祉
教育、学習支援

サービス業
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オンとオフの区切りをつけて、
いい仕事をしてほしい

基本的に残業はなく、カレンダーどおりに
休みが取れる勤務体系も働きやすさの一つ。
女性が多い職場だけに産休制度も万全です。
仕事では、全国の人事担当者と話をするこ
とで刺激をもらい、休日は趣味
の時間を満喫する。そんなメリ
ハリが毎日の充実感につながっ
ています。素直に話が聞けて、
学ぶ姿勢がある人は伸びます。
一緒にいい仕事をしましょう。

出会いが学びになり、自分磨きができる職場
宮崎にいながら全国の企業と
やりとりをする。そんな貴重
な経験ができる仕事です。仕
事を通して様々な業界情報に
ふれ、視野が広がることも働
く上でのメリット。企業の人
事担当者との対話から学ぶこ
とも多く、自身のスキルアッ
プにつながります。しかも仕事がかたちになってサイトに掲載され
るので達成感があり、サイト利用者にも有意義な情報提供ができた
と実感できます。休憩時間には社内のカフェスペースでリフレッシ
ュ。冷蔵庫やレンジが利用でき、お菓子の無人販売もあります。白
を基調としたおしゃれな空間も好評です。

農業、林業

コールセンター

デジタルゲイト株式会社 日南支店
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／2000年12月

話／0987-32-1007

■ 従業員／16名

建設業

■ 所在地／日南市岩崎3-6-5

□ ウェブサイト／http://digitalgate.net

□ メール／nichi-saiyou@digitalgate.net インターンシップ制度／無し
製造業
電気・ガス・
熱供給
情報通信業
運輸業
卸売業、小売業
金融業、保険業

企業とユーザーの橋渡し役。伝える技術と知識を磨く
日南支店ではインターネット回線の申し込みに
関する案内が主な業務。お客様の顔が見えない
だけに、分かりやすく説明するのが難しい面も
あり、インターネットの知識と話法も必要。お
客様の要望を聞き取り、問い合わせ内容にぴっ
たりと合うサービスを提案していきます。

不動産業
飲食業

デジタル情報化社会が急速に進むなかで、より
良い商品やサービスを届ける仕組みを提供して
います。コールセンター事業では商品やサービ
スの営業代行、販売促進を担うと同時に、構築
されたデータやお客様の声をもとに、求められ
ているサービスをクライアントに提案します。

わが社の自慢

挑戦し続けることを忘れずに

休憩室はまるでカフェ。おしゃれなオフィス

サービス業

休憩室のデザインは、現場の
社員の意見を取り入れて作り
ました。仕事はずっとオフィ
ス内なので、明るくて開放的
な空間づくりがコンセプト。
様々なタイプの椅子やソフ
ァ、ハンギングチェア、カウ
ンターがあり、とても過ごし
やすい環境です。無料のティーサーバーでお茶やコーヒーは飲み放
題。とにかくリラックス、リフレッシュできる休憩室になっていま
す。横になれるスペースもあるので、お昼寝もできますよ。

教育、学習支援

日々新しい情報が入ってくるこの世界では、
次々に新しいことを吸収し、挑戦すること
が求められます。弊社は年功序列ではない
ため、若いうちから様々なことに取り組む
ことができ、自分自身の成長を
実感しやすい職場です。社員同
士の風通しがいいので、業務を
良くするために意見交換も頻繁
に行います。社内研修も充実し
ているので、知識を補うことが
できます。

医療・福祉

進化の早い世界。
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農業、林業

テレマーケティング（インバウンド）

株式会社テレネット 日向コンタクトセンター

建設業

■ 所在地／日向市幸脇831
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／2018年5月

話／0982-66-7222

■ 従業員／27名
□ ウェブサイト／https://www.tele-net.co.jp/

□ メール／k-utatsu@tele-net.co.jp インターンシップ制度／有り

製造業
電気・ガス・
熱供給
情報通信業
運輸業
卸売業、小売業
金融業、保険業

むすびます、心と心

不動産業
飲食業

株式会社テレネットは1994年に創業し、現在、 「おもてなし」のサービスを全世界に展開しま
国内では7地域11拠点、海外には5拠点を展開
す。人と人、心と心をむすぶテレネットだから
しています。2018年5月に日向市にコンタク
こそ、親しみやすく時に笑いが生まれる会話を
トセンターを開所しました。企業理念は「おも
大切にしています。自他ともに「品質のテレネ
てなし」。お客様との信頼関係を豊かに構築し、 ット」と認められるよう、最高のサービスを最
笑声（えごえ）でお客様の気持ちに寄り添った
高の品質にのせて積極的に提供し続けます。

わが社の自慢
医療・福祉
教育、学習支援

サービス業

232

変わることを恐れず、
変わり続けること！

どのような職種でも仕事を始める前に準備
をしておくことは特にないと思います。た
だ、今後いろいろな人と出会うので、第一
印象を決める身だしなみだけは大事です。
また社会に出る心構えとしては
「変化」を恐れず、「変わり続け
る」人であること。挑戦する気
持ち、その心構えがあればやっ
ていけます。

一人ひとりに合った働き方、出会いが人生を変える
私たちの社屋は、日向市美々
津にある旧幸脇小学校。風光
明媚な高台にあり窓からは日
向灘を見下ろし、温かな環境
の中で仕事をしています。私
たちが大切にしているのは
「おもてなし」の心。顔の見
えないお客様に対し「笑声（え
ごえ）」での対応を心がけています。一人ひとりの生活に合った勤務
体系の充実も働きやすさの特徴。毎日新しいお客様との出会いから
学ぶこともたくさんあります。自分の世界を広げることができます。

農業、林業

専門サービス（税務）

中村眞税理士事務所
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／2004年1月

話／0982-53-8080

■ 従業員／10名

建設業

■ 所在地／日向市原町3-10-1

□ ウェブサイト／http://www.tax-nakamura.jp

□ メール／makototax@tkcnf.or.jp インターンシップ制度／有り

製造業
電気・ガス・
熱供給
情報通信業
運輸業
卸売業、小売業
金融業、保険業

知的な刺激に満ちた職場で、専門性と人間性を磨く
3級程度の取得が望ましいですが、そのほかの
資格は入社後に取ることができます。平均年齢
34歳という若い職場のなか、実務を通して社
会を学び、コミュニケーション力を磨きながら、
お客様に信頼される知識を身につけます。人間
的にも大きく成長できる職場です。

不動産業
飲食業

税理士事務所の役割は、お客様の事業を税務的
な立場からサポートすること。決算業務や事業
計画のアドバイス、相続相談など幅広いニーズ
に対応しています。専門性が求められる仕事で
すが、必要とされているのは、やる気と知的好
奇心が旺盛な人材。実務を進める上で日商簿記

わが社の自慢

なるため成長したい

実務の中で学び、
資格取得につなげる

サービス業

資格が実務にどのように役立
つのか。仕事を生きた教材と
しながら、自分の知識を深め
られることが、税理士事務所
で働く大きなメリットです。
国家資格である税理士だけで
なく、資格は一生、身を助け
てくれます。弊社では、業務
に必要となる資格の取得をバックアップ。資格手当の支給に加え、
実務の処理力を数値化して、努力に応じた報酬が支払えるような仕
組みづくりを進めています。新しい知識を得ることが楽しいと思え
る人、お客様に喜ばれることが自身の喜びになる人にとっては、最
適な環境が整っています。

教育、学習支援

私たちが第一にすべきことは、常にお客様
の相談相手となって寄り添い、信頼を置い
ていただくこと。そのためにはコミュニケー
ション能力の向上が不可欠です。中でも挨
拶は基本であり、最も重要。そ
の上で専門的な情報を提供する
ため、それぞれが向上心を持っ
て日々学んでいます。何ごとも
自分次第。出会いを大切に、学
びを楽しんでほしいと思います。

医療・福祉

お客様に信頼される自分に
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農業、林業

アミューズメント施設の運営

株式会社西の丸

建設業

■ 所在地／東臼杵郡門川町中須4-29
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／1976年12月

話／0982-63-7727

■ 従業員／280名

□ ウェブサイト／https://nishinomaru.jp/

□ メール／info@nishinomaru.jp インターンシップ制度／有り

製造業
電気・ガス・
熱供給
情報通信業
運輸業
卸売業、小売業
金融業、保険業

アミューズメントを通して地域に生きがいを提供

不動産業
飲食業

「笑顔と花の西の丸」という言葉を耳にしたこ
とありませんか？ 門川町に本社を置き、県内
と久留米市に11店舗を展開しているパチンコ
店「西の丸」のキャッチフレーズです。現在は
飲食店や不動産も手がけています。西の丸が目
指しているのは、地域の方々にささやかな生き

がいを提供すること。「お客様が喜ばれる姿を
見てわが喜びとする」を原点に、手軽に楽しめ
る遊技娯楽を通して楽しく心安らぐ場所を提供
しています。“家族以上の存在”をモットーに、
お客様を笑顔で迎え、寄り添う西の丸ならでは
の接客で前進していきます。

わが社の自慢
医療・福祉
教育、学習支援

サービス業
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お客様に喜ばれる店を
作っていきます

ホールでの接客や新台入れ替えのための業
者とのやり取りなどの仕事をしています。
お客様に寄り添う接客をして、喜んでいた
だけることにやりがいを感じています。ス
タッフ同士は皆仲良くコミュニ
ケーションが取れていて、チェー
ン店間や本部との連携や協力関
係もとてもいいので、気持ちよ
く仕事ができています。

地域貢献を通し人の役に立てる喜び
当社は地域への貢献・奉仕作
業にも力を入れています。月
に3～4回、“ ク リ ー ン デ ー”
と称した河川敷の草刈りや花
植えの作業を実施。また、延
岡・日向地区の小学1年生へ
「交通安全ランドセルカバー」
を寄贈しています。東日本大
震災や熊本地震の際には社を挙げて、現地の災害支援に向かい、撤
去作業などをしました。平成6年に地域の皆様に感謝の心をかたち
にし、その輪を広げるために「一善の会」を作りました。地域の美化・
清掃活動を通して全社員が感謝・報恩の活動に取り組んでいます。

農業、林業

コインランドリー

有限会社日伸洗車機
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／1984年11月

話／0985-39-0233

■ 従業員／49名

建設業

■ 所在地／宮崎市大字芳士字大原3765-5

□ ウェブサイト／http://e-wash.net

□ メール／nissin-m1@e-wash.net インターンシップ制度／有り

製造業
電気・ガス・
熱供給
情報通信業
運輸業
卸売業、小売業
金融業、保険業

夢のある若者を応援する企業でありたい
仕事が主体的で効率的になり、応援してくれる
人の存在が成長につながっていきます。こうし
た取り組みができるのも、店舗の基礎工事から
建設、コインランドリーの設置、運営までをトー
タルで自社展開する仕組みがあるから。幅広い
仕事内容で、若者を支えています。

不動産業
飲食業

仕事を提供することで、目標や夢がある人を応
援したい。それが「コインランドリーどるふぃ
ん」を運営する日伸洗車機のスタンス。だから
当社には、3人制バスケのプロ選手を目指す社
員がいます。釣りで人を喜ばせようとする社員
がいます。自分の夢を叶えるために働くことで、

わが社の自慢

仕事にも夢にも全力で挑める

得意を生かして楽しみながら輝ける職場へ

サービス業

釣り好きな社員のために、福
利厚生の一つとして船を12
艘所有しています。別府など
数カ所に宿泊できる研修所を
建てており、休日には多くの
社員が釣り旅行を楽しんでい
ます。釣りの腕前もプロ級で、
大物を獲得することもしばし
ば。こうしたわが社の得意分野を地域貢献に活用できるよう、新し
い取り組みも考えているところです。地域から頼りにされることで
人間関係が広がり、いまや「コインランドリーどるふぃん」は県内
外に180店舗を構えています。社員一人ひとりが輝ける職場を目指
して、これからも前進していきます。

教育、学習支援

自分は「3×3（スリーバイスリー）」とい
う3人制バスケットボールのプロを目指し
て、働きながら練習にも励んでいます。業
務はメンテナンス部に所属しています。勤
務中は仕事に集中し、アフター
はバスケの練習にあてて、毎日
時間と闘いながら両立させてい
ます。これも職場の理解あって
こそです。感謝の気持ちとして
いい結果が残せるよう、今でき
ることを全力で頑張っています。

医療・福祉

職場の理解があるから
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農業、林業

コールセンター

パーソルテンプスタッフ株式会社 宮崎アウトソーシングセンター

建設業

■ 所在地／宮崎市錦町1-10宮崎グリーンスフィア壱番館6階
採用に関する
お問い合わせ

□電

話／0120-356-102

■ 設立／2011年10月

■ 従業員／74名

□ ウェブサイト／https://www.tempstaff.co.jp/

□ メール／k-westos@tempstaff.co.jp インターンシップ制度／無し

製造業
電気・ガス・
熱供給
情報通信業
運輸業
卸売業、小売業
金融業、保険業

「はたらいて笑おう」働く人を笑顔にし、働く人を支援

不動産業
飲食業

パーソルグループでは、「はたらいて笑おう」
をスローガンに、働く人を笑顔にし、働く人の
支援をしたいという思いを掲げています。宮崎
アウトソーシングセンターは、事務の委託業務
を主に運営しています。クライアントは、東京
など首都圏にある大手企業がメイン。申込書や

契約書の入力やチェックの業務も多く、事務を
経験したい、実力をつけたいという人が活躍で
きる場所です。契約社員からスタートして正社
員を目指すキャリアプランもあります。やる気
があれば、全国で人に関わる仕事ができ、キャ
リアも積める可能性もあります。

わが社の自慢
医療・福祉
教育、学習支援

サービス業
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アウトソーシングの仕事は
楽しくやりがいがあります

東京などの仕事の事務処理を遠隔で行って
います。営業の方が近くにいない不便さが
あるため、それをいかに解消して処理する
かを考えます。また、自社内のアシスタン
トと違うプラスアルファの価値
を示すことも求められます。ク
オリティの高さを、社員が一緒
に遠隔地で作り上げる面白さが
あります。宮崎にいながら、東
京などの業界トップクラスの仕
事を請け負えるのも魅力ですね。

成長し続ける会社でチャレンジを！
人材派遣事業において40年
以上の歴史を持つ弊社が、ア
ウトソーシング事業を始めて
約10年 に な り ま す。 宮 崎 の
センターでの事業も拡大傾向
にあり、ますますアウトソー
シングへの注目は高まってい
ます。業務を通してメンバー
としての活躍があれば、リーダーやスーパーバイザーなどへのキャ
リアアップもでき、自分の実力を試せるチャンスも広がります。経
験やスキルに応じて、個人のライフスタイルを尊重した働き方がで
きる会社です。

農業、林業

インターネット広告オペレーション事業

MANGO株式会社
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／2009年10月

話／0985-35-6166

■ 従業員／84名

建設業

■ 所在地／宮崎市広島2-5-16興亜宮崎ビル6F

□ ウェブサイト／https://www.10005.co.jp/

□ メール／mango_hr@10005.co.jp インターンシップ制度／有り

製造業
電気・ガス・
熱供給
情報通信業
運輸業
卸売業、小売業
金融業、保険業

国内外企業のデジタルマーケティング活動を支える
ナーに、インターネット広告の管理・運用・広
告提案等のコンサルティング業務、出稿管理・
広告データ集計等のオペレーション業務を行っ
ています。インターネットの魅力は、「空間を
越えられること」。当社は、宮崎にいながら日
本全国や世界を相手に働ける環境があります。

不動産業
飲食業

MANGO株式会社は、インターネット広告事
業を中心に展開し企業のデジタルマーケティ
ングを支援する「株式会社セプテーニ」のグ
ループ企業として2009年に宮崎に設立、今年
の7月で丸10年を迎える会社です。Yahoo!・
Google・Facebook・Twitterな ど を パ ー ト

わが社の自慢

≒何でもできる！

企業文化を自分たちの手でデザインする組織

サービス業

当社には「チームワーク・責
任感・挑戦・笑顔」というコア・
バリュー（全社員で言語化し
たMANGOで 働 く 上 で 大 切
にしたい価値観）があり、こ
れに共感してくれる人材が多
く集ってくれています。宮崎
から遠隔で国内外のセプテー
ニグループ企業を支援することは簡単なことではありませんが、こ
の価値観を持つ多くの人材が、距離を越えても成立するチームワー
クを支え、
「宮崎から世界へ“てげすげぇ”笑顔を届ける」というミ
ッションの実現を目指しています。

教育、学習支援

いざ将来について考えたとき、自分に何が
できるのか、自分は何をしたいのかと悩ん
だり迷ったりすると思います。でもそれは
同時に「何でもできる」ということです。
先入観というのは、案外あてに
ならないものなので、視野は広
く持つことをオススメします。
就職活動は、未知の分野に出会
うチャンスでもあるので、自分
の可能性を信じ、思い切りチャ
レンジしてみてください。

医療・福祉

自分に何ができるか分からない
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農業、林業

協同組合

宮崎県森林組合連合会

建設業

■ 所在地／宮崎市橘通東1-11-1
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／1941年

話／0985-25-5133

■ 従業員／152名
□ ウェブサイト／http://www.moritohito.or.jp/

□ メール／y-yuasa@moritohito.or.jp インターンシップ制度／有り

製造業
電気・ガス・
熱供給
情報通信業
運輸業
卸売業、小売業
金融業、保険業

次代へ、森を活かして地域を創る

不動産業
飲食業

宮崎県森林組合連合会は、県下8森林組合の出
資により設立・運営される協同組合です。森林・
林業を中心に森林所有者である組合員や地域住
民と手を取り合い、森林環境の保全、地球温暖
化防止へ貢献するとともに、健康・安心・豊か
な暮らしを支えていくことを使命としていま

す。当会には、地元の大学出身者が多く在籍し
ています。社会人1年生が抱える不安には、身
近に同じ経験をした先輩がいますので、気軽に
何でも相談できる環境があります。宮崎県の森
林・林業を一緒に盛り上げていける仲間を待っ
ています。

わが社の自慢
医療・福祉
教育、学習支援

サービス業
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たくさんの人との出会いが
成長を促します

原木市場での業務を行っています。これか
ら各地を回りながらたくさんの人との出会
いを通じて川上（生産者側）と川下（消費
者側）との調整役になっていきたいです。
パソコン、簿記は勉強しておく
と役立ちます。どんなときも自
分が好きなこと、興味があるこ
とを発展させていく探求心が大
事だと思います。

27年連続スギ素材生産量日本一！ 林業を支える存在
宮崎県は、先人の努力と温暖
な気候により人工林資源が充
実しています。本格的な利用
期を迎えるいま、林内路網の
整備や高性能林業機械の普及
等を背景に27年連続スギ素
材生産量日本一を達成。全国
有数の国産材供給基地として
発展しています。当会の主力事業である共販事業では、県内の平成
29年素材生産量196万4千㎥のうち、原木市場取扱量132万8千㎥
（細島木材流通センター除く）の45％を占める59万6千㎥を取り扱
っています。協定販売等による安定取引に努め、森林所有者の所得
向上に寄与し、本県林業を支える存在です。

農業、林業

弁護士業務、社会保険労務士業務

宮崎はまゆう法律事務所／社労士法人はまゆう宮崎はまゆう社労士事務所
採用に関する
お問い合わせ

□電

話／0985-27-2220

■ 設立／2012年5月

■ 従業員／7名

建設業

■ 所在地／宮崎市橘通西1-2-25橘パークビル5F

□ ウェブサイト／https://www.miyazaki-hamayuu-law.com

□ メール／不可 インターンシップ制度／有り

製造業
電気・ガス・
熱供給
情報通信業
運輸業
卸売業、小売業
金融業、保険業

法律事務所のバリアフリーを目指しています
た方の相談・解決だけでなく、社労士事務所と
して顧問先の労働社会保険の代行や労働環境の
改善のアドバイス等を行っています。このよう
に、法務及び人事・労務の相談、解決をする総
合事務所です。

不動産業
飲食業

法律というと敷居の高さを感じる方も多いので
はないでしょうか。そのため、「誰でも気軽に
安心して相談できる『法律事務所のバリアフ
リー』」をキャッチフレーズとし、事務所名も
県花である「はまゆう」にしています。日々、
弁護士事務所として法的トラブルに巻き込まれ

わが社の自慢

お手伝いができる仕事です

働く人に嬉しい制度を実現する事務所です

サービス業

当事務所は、「働く人にうれ
しい制度」（パートの方の無
料定期健康診断はその一例で
す）を複数導入しているワー
クライフバランス事業所を目
指 し て い ま す。 ま た、 パ ー
トの方も含め有給休暇消化
率100％を実現していますの
で、勉強時間を確保したり、リフレッシュのための長期休暇の取得
も容易に実現できます。そのぶん、勤務中は皆真剣そのものです。
社会人としてだけではなく、ビジネスパーソンとして一流のマナー
やスキルを働きながら自然と身に付けることができる職場です。

教育、学習支援

法律事務職員は、事務職の立場でありなが
ら、弁護士とともに、依頼者の人生の重大
な局面に関わる機会が多くありますので、
これまで経験したことのない責任感を感じ
ることがあります。その一方で、依頼者か
ら感謝されることも多々あります。感謝の
言葉を頂いたときは達成感
を感じますし、この仕事の
やりがいに繋がっています。

医療・福祉

社会で困っている人の
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農業、林業

イベント遊具レンタル・販売など

株式会社ワン・ステップ

建設業

■ 所在地／宮崎市清武町今泉甲4625-1
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／2002年6月

話／0985-64-5399

■ 従業員／21名

□ ウェブサイト／http://onestep-miyazaki.com/

□ メール／event@onestep-miyazaki.com インターンシップ制度／有り

製造業
電気・ガス・
熱供給
情報通信業
運輸業
卸売業、小売業
金融業、保険業

全国の子どもたちに目いっぱいのワクワクを

不動産業
飲食業

エアー遊具を中心に、公園やイベント会場など
で子どもも大人もワクワクできるアミューズメ
ントを提供している株式会社ワン・ステップ。
現在、取り扱っている遊具などは約400種類で、
創業から16年で全国規模となり、売上5億円の
会社に成長しました。山元洋幸社長は、「遊具

レンタル事業は、他社との競争が少ない業種。
国内シェアナンバーワンは、私たちだと言える
よう今後もお客様に質のよい情報や提案、商品
の提供を行います」と語ります。20代の社員
が多い職場で、仕事も人も伸びしろが見込める
明るい会社です。

わが社の自慢
医療・福祉
教育、学習支援

サービス業

240

積極的に会社の中身に
触れてみましょう

宮崎本社のイベント部門チーフという立場
で九州内の営業を担当しています。ワン・
ステップではアルバイトを経験していたの
で学生の頃から知っていました。入社前に
他社や公務員の試験を受けて
仕事の選択肢はいくつかあり
ましたが、会社の中身を知っ
ていたことが選んだポイント
でした。

若い社員の力で毎年成長を実感！
まず何より「人」。20代の若
者ばかりで人としても社員と
してもまだまだ幅があり、毎
年成長していると実感できて
います。人が育つことで会社
も育ちます。入社間もない社
員に仕事を任せ、働きながら
育てることで「自分に何がで
きるか？ 自分に何が足りないか？」を考えさせます。それができ
る人材を確保することも大切で、
「採用」にも妥協をしません。トッ
プと社員の距離が近く入社後のフォローも万全、風通しの良い職場
だといえます。雰囲気の良さはお客様にも伝わり、お客様からの信
頼を得られていると自負しています。
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