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農業、林業

レストラン

株式会社コンフォートダイナー

建設業

■ 所在地／宮崎市橘通西3-1-17 パティオ橘１階
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／2007年11月

話／0985-31-1705

■ 従業員／81名

□ ウェブサイト／https://www.comfort-diner.com/

□ メール／michiyo@mve.biglobe.ne.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

宮崎が誇る食を生産から販売までトータルで発信

不動産業

飲食業

宮崎の食材にこだわった飲食店を宮崎県内と台
湾で8店舗運営し、食材の魅力や料理を発信し
ています。県外や海外のお客様に、宮崎の美味
しいものを楽しんでもらうことはもちろん、県
内の方にも、宮崎にはこんな食材があるという
ことを知ってもらうのも第一に考えています。

社員は16歳から73歳のスタッフがいますが、
現在５カ国からの外国人スタッフも就労。「No
ジェンダー、Noボーダー」を掲げ、みんなで
宮崎の食を良くしていこうという思いで、飲食
店だけなく、商品開発、製造・加工まで食のトー
タルプロデュースをしています。

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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生産者の思いを知る体験で、
食の知識が深まる

契約している農家に行って作業を見せても
らうことや、漁船に乗ってブリなどの漁を
間近で見せてもらう取り組みを行っていま
す。県産食材の平兵衛酢やキュウリの生産
者を招いてのパーティーも企画するため、
作り手の思いを感じる場面が多いです。宮
崎の素晴らしさを発見で
き、食材に対する知識が
深まります。将来店を持
ちたい人にもいい経験が
できます。

食文化をグローバルに発信する海外事業部
台湾にある海外店舗から、宮
崎の料理や食材を台湾に住む
多くの方々に、届ける仕事が
できるのが一番の誇りです。
また、宮崎のことを伝えると
いう一方向だけではなく、台
湾の食文化から学んだことを
宮崎で発信する台湾フェアも
行っています。宮崎の企業でありながら、海外で食という分野を通
して働くことができるのは大きな魅力で、大変意義深いことである
と考えています。スタッフにはネパール人やベトナム人などの外国
人がいるなど、多国籍な視野で食を発信しています。

農業、林業

飲食

有限会社天領うどん本店
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／1977年12月

話／0982-52-2822

■ 従業員／90名

建設業

■ 所在地／日向市新生町2-66-1

□ ウェブサイト／http://www.tenryo.co.jp

□ メール／tenryo@mnet.ne.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

安心・安全な商品を親しみのあるサービスで

飲食業

「天領薄口」を使用したつゆなどを製造。これ
らを独自のシステムにより、常に釜から湯がき
たての状態で各店舗で提供しています。１年中
販売しているおでんや、ソフトクリームなどテ
イクアウト商品も充実。地域に愛され親しまれ
ている味は老若男女問わず人気です。

不動産業

昭和41年、日向警察署前に7坪の釜揚げうどん
の店を開店。「うまい、やすい、早い」をモットー
に県北中心にうどん店８店舗などを展開してい
ます。本部セントラルキッチンでは、細麺で茹
で上がりを早く、また、だしがからめやすいモ
チモチした食感のこだわり麺やオリジナル醤油

わが社の自慢

業務拡大につながる

天領うどん！」の声を求めて

お客様がお知り合いなどにも
自信をもっておすすめできる
ようなお店として、これまで
の味を守りつつ、新しい商品
づくりへの挑戦もしていま
す。お持ち帰り用を1人前か
らに変更するなど家族構成の
変化に対応したり、季節メニ
ューには必ず新メニューを入れるなど、時代に合ったメニューも取
り入れています。接客向上委員会を社内に設け、トータルでお客様
の満足度を高めるサービス向上にも努めています。「食」を通じてお
客様にひとときの安らぎを提供できるよう、社員一丸となって取り
組んでいます。

教育、学習支援
サービス業

本部セントラルキッチンや自社専用のシス
テムによる商品提供で作業効率化が進み、
職場環境改善への取り組みが積極的に行わ
れています。メニューやサービスについて、
社員の意見を取り入れたこと
がヒット作につながってお
り、やる気にもつながってい
ます。
「人材」を掲げる当社
らしく、定職率が高く安定し
た環境で仕事ができ、サービ
ス向上につながっています。

「県北なら

医療・福祉

社員を大事に「人材」が
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農業、林業

総合飲食

虎コーポレーション株式会社（回転寿司 寿司虎）

建設業

■ 所在地／都城市高木町7195-1
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／1987年4月

話／0986-46-7285

■ 従業員／250名

□ ウェブサイト／http://www.tora-corp.com/co/

□ メール／hiroko@tora-corp.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

宮崎から県外や海外へ進出した美味しい寿司店

不動産業

飲食業

弊社は回転寿司の寿司虎を県内に４店舗、県外
に３店舗、さらに海外に寿司などを楽しめるレ
ストラン５店舗を展開しています。寿司虎は
元々海の町で育った老舗寿司店ですが、もっと
たくさんの方に本格的な寿司をリーズナブルに
提供したいと回転寿司店に。シャリは昔のまま、

ネタは定番から季節メニューまで、そこにオリ
ジナリティ溢れる炙りや塩レモンなどのひと手
間を加え寿司虎流で提供。また、「ありがとう
ございます、喜んで！」といった感謝の心を伝
え、元気や居心地の良さを味わっていただける
店づくりに励んでいます。

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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「やりたいからやる」の気持ちで
寿司職人に

私は寿司虎でホールの担当をしていました
が、寿司が握りたい一心でカウンターを希
望。念願がかないその担当となりました。
職人としてお客様の近くで寿司を握ります
が、反応が直接返ってくるの
で充実感を感じられる日々で
す。「やりたいからやる」そ
れくらい自分の意志を尊重
し、前向きに頑張ることが、
仕事をさらに面白くしていく
のではないかと思います。

味にこだわり新しいメニューにも挑戦
弊社では地域のお客様に長く
利用していただける店づくり
をしています。ネタへのこだ
わりはもちろん、炙り寿司の
ように新しい試みでメニュー
を多様にしてきました。さら
に、社員の元気な接客や人間
力は絶対的なものなので、人
材育成も大切にしています。年度末には全店舗の中でチーム力や組
織力、営業力などすべてを総合して店舗賞を決定し表彰する制度を
設けています。各店まとまりが良く、皆で頑張ってこの賞を目指し
ています。カナダのバンクーバーとトロントのお店では、寿司はも
ちろん日本文化発信の役割も担っています。

農業、林業

食事処

株式会社桝元/桝元フードシステムズ
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／2002年3月

話／0982-31-4840

■ 従業員／230名

建設業

■ 所在地／延岡市古城町4-53

□ ウェブサイト／http://www.karamenya-masumoto.com

□ メール／hara@karamenya-masumoto.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

やる気にあふれる若い人材こそが、会社の原動力

飲食業

を生かして調理、経営へと、向上心に応じてキ
ャリアアップできる環境が整っています。これ
から入社する世代がやがて会社を担う存在にな
る。だからこそ、目標に見合う会社となって、
若者のチャレンジ精神を応援したい。「１億人
を笑顔に」。桝元の挑戦は続きます。

不動産業

「辛麺」でおなじみの株式会社桝元は、いまや
宮崎を飛び出して国内各地、さらには海外に向
けても進出を続けています。そのエネルギー源
は人です。「辛麺が好き」
「経営に興味がある」
そんなやる気に満ちた若い人材が店を支えてい
ます。仕事の基本は、笑顔での接客。その経験

わが社の自慢

いるから意欲がわいてくる

活気あふれる現場で、ともに成長しよう
20代の店長が多く活躍する
会社です。その元気が店の活
気となり、楽しい雰囲気を生
み出しています。世代が近い
と相談もしやすく、働きやす
さにもつながっています。
「こ
んな店にしたい」「新商品を
つくりたい」といった若手の
アイデアにも注目し、やる気を大事にしています。アルバイトから
社員になる人も多く、人を育てることにかけてはどこにも負けませ
ん。仕事での経験は、必ず人としての成長につながります。そして
どんな努力も、お客様の「おいしい」笑顔で報われるはず。一緒に、
毎日成長を続けていきましょう。

教育、学習支援
サービス業

入社してすぐの頃は自分の仕事だけで精い
っぱいでしたが、少しずつ全体が見通せる
ようになってきました。誰か困っている人
はいないか、いつも目を配るように心がけ
ています。こうした意識が芽
生えたのも、手本になる先輩
がそばにいたから。尊敬でき
る人と一緒に働くことで、自
分の目標がはっきりしてきま
した。この会社で成長できた
と実感しています。

医療・福祉

目標にしたい先輩が身近に
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農業、林業

飲食、製麺

株式会社屋台骨

建設業

■ 所在地／宮崎市新別府町雀田1185中央卸売市場内
採用に関する
お問い合わせ

□電

話／0985-28-2945

■ 設立／2014年9月

■ 従業員／20名

□ ウェブサイト／https://yataibone.co.jp/meal/

□ メール／info@yataibone.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

社員は仲間で家族！ 女性社員が明るく元気に働く職場

不動産業

飲食業

「すべてはお客様のために」をモットーに「屋
台骨」本店をはじめ、「屋台骨餃子製造直売所」
「屋台骨製麺所」を持ち、直営店と系列店を合
わせて５店舗展開しています。餃子や製麺の製
造部門も備えるため、接客だけでなく食品製造
にも関わることができ、技術を磨くこともでき

ます。また、年齢や性別に関係なく、やる気
さえあれば挑戦できる会社を目指しています。
チームワークが大事なため、社員同士のコミュ
ニケーションは円滑で、女性が明るく元気に接
客しているのが自慢です。女性が長期で働ける
環境を整え、育児休暇も設けています。

わが社の自慢
医療・福祉
教育、学習支援
サービス業

198

どんな状況でも楽しむことで
技術は確実に伸びる

仕事は常に楽しむことが大事。楽しみを持
ってやることで、仕事をする上での技術は
伸びます。不器用でもやり続け、あきらめ
ないことで形になって身につきます。弊社
は、毎日平均3.5時間営業と
いう限られた時間のなかで、
いかにスピーディーに接客
するかを一人ひとりが考え
て仕事をしています。仕事
でのスキルアップがやりが
いにもなります。

社員のチームワークの良さと笑顔が抜群
社員一人ひとりが自分の役割
をしっかりと把握しており、
お互いが信頼しあって働いて
います。限られた時間のなか
で、最大限の力を出せるよう
にそれぞれが考えているから
こそ、お互いの持ち場は任せ
て安心と思えるような抜群の
チームワークが生まれます。子育て中の女性も多い職場だから、仕
事と家庭を両立できるようにシフトやローテーションには気を配っ
ています。学校や子どもの行事で休むときにも、協力しあって休み
やすい雰囲気を作っています。短い時間で充実した時間を過ごせ、
みんなが笑顔で働ける会社です。

