企

業

情

報

金 融 業 、保 険 業

農業、林業

保険代理店

有限会社ウィズ

建設業

■ 所在地／日向市原町2-7-62
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／2004年6月

話／0982-54-7077

■ 従業員／12名
□ ウェブサイト／3月開設予定

□ メール／with46573446@gmail.com 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

人生のさまざまなリスクに備えるベストな保険を提案

不動産業
飲食業

保険代理店とは特定の保険会社から委託を受
け、保険の締結を代理で行うことができます。
当社では東京海上日動火災・東京海上日動あん
しん生命・メットライフ生命の3社の保険を扱
います。お客様に合わせた保険の紹介や将来に
備えたライフプランの提案を行っています。あ

らゆるリスクに対し、お客様に寄り添える強く
やさしい存在であることをモットーに、いつで
も力になれる真のパートナーでありたいと思っ
ています。またご来店されたお客様に再度足を
運びたいと思っていただけるような、地域に根
ざした保険代理店を目指しています。

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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保険のプロとしての人材育成も
サポート万全です

誰にでも起こり得る思いもよらない病気や、
事故のリスク回避のために保険があること
を知ってほしい。若い世代へこの思いを伝
えたいと入社。入社後は研修で保険の知識
やビジネスマナーに至るま
で丁寧に指導してくれます。
タブレットを使用して、保
険の提案や保険証券の内容
を確認できるなどスピード
をもった対応をしています。

迅速対応できるよう業務スキル向上の勉強会が充実
保険の紹介やアドバイスのほ
か、保険の契約締結、保障内
容の変更などの手続き、事故
や病気・ケガなどの受付、保
険金請求のサポートなど専門
知識が必要となる場面は多く
あります。お客様の状況に合
わせ適切な対応ができるよ
う、保険募集に関する法令や保険契約に関する知識向上のための研
修や勉強会などに積極的に参加しています。損害保険に関連する法
律・税務等の知識をもとに、コンサルティングに関する知識や業務
スキルを修得した保険募集のプロフェッショナル ｢損害保険トータ
ルプランナー｣ も在職しています。

農業、林業

銀行業務他

株式会社宮崎銀行
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／1932年8月2日

話／0985-32-8208

■ 従業員／1436名

建設業

■ 所在地／宮崎市橘通東4-3-5

□ ウェブサイト／http://www.miyagin.co.jp/

□ メール／jinji@miyagin.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
飲食業

崎駅前の再開発や大手企業の工場新設などの明
るいニュースも増えています。この追い風とと
もに地方創生の波に乗るため農業や海外研修な
ど、様々な新しい挑戦を始めています。地方創
生の苗木を根付かせるため、チャレンジングな
銀行であり続けます。

不動産業

株式会社宮崎銀行は、80余年にわたり「地域
との共存共栄」を経営理念としています。地元
に寄り添い共に歩み、地域の未来創造に挑戦す
ることが使命です。地方は、人口減少、少子高
齢化、地域経済の縮小という問題に直面してお
り宮崎県も例外ではありません。一方では、宮

金融業、保険業

郷土と共にある地方銀行。地元に寄り添い歩んでいく

わが社の自慢

1つでも多く経験して

社会も会社も生き物、地元の成長あっての会社の成長！
社会も職場も人で成り立つ
「生き物」です。そのため私
たちは社員一人ひとりの能力
を最大限に伸ばす研修制度と
人財育成プログラム、さらな
るキャリアアップを支援する
環境を整えて「人」を育てま
す。よい会社にはよい社員が
いる、会社の理念「郷土と共に」と同じく、地元の成長あってこそ
会社の成長があるという思いに繋がります。業務は多岐に渡り、フ
ィールドは県内、県外、海外まで、常に多業種の方々とのレベルの
高い取引があります。大変なこともありますが、お客様に感謝の言
葉をいただいたときの喜びはかけがえのないものです。

教育、学習支援
サービス業

とにかくアクションを起こしてみる。勇気
を持って直接企業と対話をすることで会社
の良し悪しが理解でき、自分を売り込むチ
ャンスにもなります。学生時代は自由な時
間が多くあります。今まで自
分がやれなかった挑戦を経験
することで、新しい自分に出
会い、魅力的な社会人へ一歩
近づけるのではないでしょう
か。

医療・福祉

学生時代だからできる挑戦を
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農業、林業

金融、保険業務

株式会社宮崎信販

建設業

■ 所在地／宮崎市高千穂通1-3-30
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／1963年8月

話／0985-28-0055

■ 従業員／67名

□ ウェブサイト／https://www.miyazaki-shinpan.co.jp/

□ メール／soumu@miyazaki-shinpan.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

キャッシュレス時代の到来でもっと身近な存在に

不動産業
飲食業

いまや現金を持たずに買い物ができる時代で
す。携帯電話やクレジットカードで支払えるお
店も増えています。この「クレジットカードで
の支払い」を支えているのが、宮崎信販です。
当社は宮崎県を拠点とする唯一の信販会社。ク
レジットカードを発行したり、カードが使える

お店を増やしたりする業務を展開しています。
宮崎県出身者が多い職場ですが、出身校は商業
系だけでなく工業系などさまざま。アットホー
ムで、先輩にも相談しやすい雰囲気です。キャ
ッシュレス化が加速するこれからの時代、社会
的ニーズの高まりも期待できそうです。

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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人間性を認められたときの
達成感は大きい

私たちは目に見えない商品を扱っています。
だからこそ個人の人間性で信頼を得ること
が重要。地元で、人とのつながりを大切に
働く。そこにやり甲斐を感じています。業
務ではほとんど残業がなく、
完全週休二日制なのでプライ
ベートも充実。先輩たちとバ
ドミントンで汗を流すことも
あります。こうしたメリハリ
のある生活が仕事のやる気に
もつながっています。

宮崎県民のための、
ただ一つの信販会社
全国に信販会社はたくさんあ
りますが、宮崎県民のための
サービスを提供しているのは
宮 崎 信 販 だ け。 ク レ ジ ッ ト
カードを使うお客様にとって
も、お店にとっても、県民の
皆様に喜んでいただけるサー
ビ ス を 考 え て い ま す。 そ の
サービス精神は社内でも健在。親身に若い社員を育てる社風があっ
たり、育児休業後の復職をサポートする体制が整っていたり。若手
の意見にも真剣に向き合い、資格取得の支援もしています。個人情
報保護の観点からインターンシップは受け入れていませんが、会社
見学はできますのでお問い合わせください。

農業、林業

銀行業務他

株式会社宮崎太陽銀行
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／1941年8月

話／0985-60-6335

■ 従業員／642名

建設業

■ 所在地／宮崎市広島2-1-31

□ ウェブサイト／https://www.taiyobank.co.jp/

□ メール／jinji@taiyobank.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

給や経営の課題を解決するサポートを行いま
す。地域の方々との出会い、そしてお客様への
熱い想いのつみかさねで私たちの仕事は成り立
っています。「お客さまから選ばれ続ける銀行」
を目指して、一緒に働きませんか。

不動産業
飲食業

地元宮崎に根差した親しみやすい地域密着型の
銀行として県内外52カ店を置き、幅広い金融
サービスを展開しています。銀行の顔である窓
口担当は、口座開設から預金、振込など、お客
様のご要望・ご相談に応じ各種手続きを行いま
す。融資・渉外担当は個人・法人向けの資金供

金融業、保険業

『出会い』と『想い』をつみかさねていく仕事です

わが社の自慢

大人になれる職場です。

従業員満足度を高める取り組みをしています
心と体が元気だからこそいい
仕事ができます。そのために、
通称“笑顔の配達人”が支店
を巡回し、行員一人ひとりの
声に耳を傾け、笑顔で楽しく
仕事ができているか、楽しく
仕事をするためにはどうすれ
ば良いかなど改善策を一緒に
考えています。お客様から「あなたに会いたくて来た！」
「ここに来
ると元気になる！」と思っていただける、笑顔あふれた宮崎太陽銀
行であり続けるよう努めています。

教育、学習支援
サービス業

私は融資を担当しています。銀行員は、多
種多様なお客様と出会うことができます。
様々な思いや考え方に触れ、お一人おひと
りに合ったご提案をしていくため、引き出
しの数が増えていき、自分自
身も成長できます。職場には
自分が理想とするカッコいい
先 輩 が た く さ ん い ま す の で、
負けないように精いっぱい仕
事に取り組んでいます。

医療・福祉

仕事ができるカッコいい
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農業、林業

金融、保険

宮崎都城信用金庫

建設業

■ 所在地／宮崎市橘通東2-4-1
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／1918年6月

話／0985-22-5111

インターンシップ制度／無し

■ 従業員／185名

□ ウェブサイト／http://www.miyasin.co.jp

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

地元産業の発展と社会の繁栄に奉仕と貢献を

不動産業
飲食業

平成30年1月に宮崎信用金庫と都城信用金庫が
合併し、「宮崎都城信用金庫」が誕生しました。
経営体質の強化と地域社会の信頼確保に努める
という経営方針のもと、地元産業の発展と社会
の繁栄に奉仕し、地域社会に貢献する「希望」
「努力」
「感謝」という創業の精神をひたすら守っ

ている会社です。金融機関の仕事は、多様化・
高度化していますが、誠実に真心込めた仕事が
基本です。これからも地元に根差した、親しみ
のある「宮崎の応援団」として、常に共存共栄
を目指して地域に貢献し、地元産業とともに成
長していきたいと考えています。

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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学生時代のアルバイトが
良い経験に

簿記などの資格を持っていると良いと思い
ます。まだ迷っているならば、アルバイト
などは社会に触れるよい機会なので、人と
の会話やふれあう機会をたくさん持つこと。
固定観念にとらわれず、い
ろんな視点を持つ。年上と
接する機会が多くなるので
コミュニケーション力は大
事です。

若手が多く、健やかで元気のよい職場
当庫は20代から30代が活躍
する健やかで元気のよい職場
です。風通しもよく、上司に
話を伝えやすいなど、離職率
はほぼ0パーセントです。仕
事は各部門ごとに分かれます
が、全員が全体の仕事を把握
できるようお互いのフォロー
ができる体制が作られています。職場復帰したあとのサポートがあ
り、女性には特に働きやすい環境だといえます。また社内に、野球部、
サッカー部、バレーホール部などがあり、他の支店の人とも交流で
きます。地元の身近な金融機関として職員同士の仲の良さも仕事に
反映されています。

