農業、林業

建設業

製造業

電気・ガス・
熱供給
情報通信業

業
造
製

報
情
業
企

運輸業

卸売業、小売業

金融業、保険業

不動産業

飲食業

医療・福祉

教育、学習支援

サービス業
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農業、林業

鋼材の1次・2次加工製造販売

赤江機械工業株式会社

建設業

■ 所在地／東諸県郡綾町大字入野4897-1
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／1970年4月

話／0985-77-3000

■ 従業員／65名

□ ウェブサイト／http://akaekikai.com/

□ メール／kyy01266@nifty.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

宮崎発のオンリーワン・ナンバーワン企業！

不動産業
飲食業

赤江機械工業は、日本全国の生コン工場に自社
製排水処理プラント（生コンが含まれる水を処
理する設備）を半世紀にわたり供給しています。
コンクリートがら再利用のための低騒音型コン
クリート粉砕機の販売など、環境機械の開発・
製造・販売・据付・保守まで一貫体制を持つ生

コンプラント向け排水処理装置の機械メーカー
として、業界No.1の地位を確立しています。
特に生コン業界において不可能と言われていた
排水処理の完全自動化にも成功しています。宮
崎から全国へ。関東・関西・福岡の営業拠点か
らオンリーワンの製品を全国へ届けています。

わが社の自慢
医療・福祉
教育、学習支援
サービス業
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自分のライフスタイルに合った
仕事を探して

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。

働かされているのではなく、働いていると実感
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。「見える化会議」という
現場の声を上に伝える仕組み
もあり、現場の変更点や希望
を常に互いに情報交換し合い
反映させています。現場の声をしっかりと検討している姿勢が見え、
「働かされている」のではなく「働いている」と実感できる職場です。
宮崎県の「ひなた創生のための奨学金返還支援企業」で学生が働き
やすい職場でもあります。会社としては、取得している特許の数が
100以上という開発実績も自慢です。

農業、林業

健康食品、美容品製造

アダプトゲン製薬九州株式会社
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／2013年12月

話／0985-55-7111

■ 従業員／19名

建設業

■ 所在地／宮崎市田野町乙1730-2

□ ウェブサイト／https://adaptgen-kyushu.com/company/

□ メール／info@adaptgen-kyusyu.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

天然の力を大切に健康や美容に優れた製品を製造
日本へ送り、独自の技術で安全性と有効性を極
限まで追求していきます。健康維持や美容にい
い原料を研究・開発・製造していくのが弊社で
す。これまで多くの健康食品や美容品を製造し
てきました。研究したものが製品にできるやり
がいのある仕事です。

不動産業
飲食業

アダプトゲン製薬九州株式会社は、アダプトゲ
ン製薬グループの一社です。健康食品や美容品
を、薬草など機能性天然物からつくるための研
究、実験、開発をしています。薬草など人体に
いいものは世界各地に何百年、何千年と伝承さ
れています。それを世界各国の社員が探索し、

わが社の自慢

持てる仕事です

将来を考え、社会奉仕のできる会社
私たちは天然の力を大切にし
ています。宮崎は日照時間が
長いので、人間の身体にいい
天然物が残っています。世界
中から集まる天然物と一緒に
それらを研究し、人体にいい
素材を開発しています。天然
のものを生かして身体に優し
い健康食品や美容品を生み出しているのは当社の強みです。
「人類は
祖先から伝承された機能性天然物によって救われる」を理念にして
います。原料素材の手配（栽培）から開発、抽出、加工、パッケー
ジまで一貫して製造しているため、お客様の要望に応じたオンリー
ワンの商品の提案ができるのも特長です。

教育、学習支援
サービス業

商品化をサポートする仕事をしています。
完成した商品にシールを貼ったり、販売ま
での前段階の作業をしたり、しっかりと完
璧に仕上げていきます。自分たちが仕上げ
たものがお客様の手元に届く
ので、品質のいいものに仕上
げ る こ と を 心 が け て い ま す。
きちんと作れたときは、とて
もやりがいを感じます。経験
を重ねるたび、自分の成長が
分かる仕事です。

医療・福祉

“人のお役に立てる”夢を
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農業、林業

畜産、食肉加工

有限会社有田牧畜産業

建設業

■ 所在地／西都市大字茶臼原1003
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／1976年4月

話／0983-42-1129

■ 従業員／80名

□ ウェブサイト／https://aritabokujyo.jp/

□ メール／arita.emo.beef@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

“大地に薬はゼロ”を合言葉に黒毛和牛を育成

不動産業
飲食業

EMO牛って聞いたことはありますか？ 黒毛
和牛の生産・肥育から加工、販売までを手が
けている弊社は、“大地に薬はゼロ”（=Earth
Medicine 0）を目指しています。日光と新鮮
な空気に包まれたストレスフリーな牛舎で、水
は地元尾鈴山の山水を、エサは厳選した穀物と

牧草を与え、安心・安全なEMO牛を育ててい
ます。仕事は畜産業、食肉加工、営業があり、
有田米増社長は「動物が好きな人に来ていただ
きたい」と語ります。牛を大切に健康に育て、
お客様が笑顔で食べてくれることをやりがいに
している企業です。

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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「美味しい」の輪が広がって
いくのがうれしい！

入社3年目になります。入社当時はEMO牛
どころか、牛の部位すら知らなかったので
すが、今はEMO牛の大ファンです。現在は
ハンバーグを加工する現場にいます。一つ
ひとつの作業を丁寧に行い、大
切に育てた牛のわずかなところ
も無駄にしないように心がけて
仕事をしています。お客様が「美
味しい」と言ってくださること
が何よりもうれしいです。

自社で一括管理した安心安全な牛肉をお届け
弊社の強みは、繁殖、肥育か
ら加工・販売まで一括して自
社で管理できることです。西
都市には加工センターの敷地
内に直売所を設けています。
ここでは、新鮮な牛肉の様々
な部位のほか、EMO牛の美
味しさが楽しめる牛丼やハン
バーガー、コロッケ、サンドイッチなどの総菜も販売しています。
「命
あるものを大切に、心を込めて育て、みなさまに食べていただきた
い」というプロフェッショナルな意識を持って従業員一同、牛と向
き合っています。

農業、林業

電子部品の製造、工業クリー二ング

株式会社イーテック
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／2003年9月

話／0985-74-3895

■ 従業員／40名

建設業

■ 所在地／宮崎市佐土原町東上那珂11954-3

□ ウェブサイト／http://www.m-etec.co.jp

□ メール／s-tsumagari@m-etec.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

働きがいはもちろん、働きやすさも目指して
の注文を受けています。そのためクリーニング
のクライアントは沖縄から北海道まで約100社
にのぼります。出産や子育て、介護の世代にも
優しい「助け合いの職場」を目標に、急用や急
病の際に、誰でもすぐに休めるように、職場全
体で助け合える組織体制を目指しています。

不動産業
飲食業

センサー用の電子部品製造やクリーンルームで
使う無塵服のクリーニング・レンタルを行う会
社です。電子部品の製造は、機械を使っての加
工や組み立て、メッキ、検査などを行います。
工業クリーニングは、メールなどで受発注を行
い、宅急便を利用することで日本全国1着から

わが社の自慢

フォロー体制は万全です

製造業で数少ないユースエール認定を取得
ユースエール認定は、若者の
採用・育成に積極的で、雇用
管理の状況などが優良な中小
企業を厚生労働大臣が認定す
る制度。この認定を宮崎市の
製造業で取得しているのはわ
が社だけ。毎年春に行うお花
見は、共働きや家族イベント
を優先させて、時季をずらした4月末頃、芝桜が咲く頃に子ども参
加OKのバーベキューで行うようにしました。また、職場全体で助
け合う環境づくりを行い、有給取得を推進。社員の健康や家庭を第
一にしています。残業が少なく離職率も低いので、派遣社員から正
社員になる人も多くいます。

教育、学習支援
サービス業

小さな子どもがいても働ける環境が整って
います。入社時は派遣社員でしたが、現在
は正社員になりリーダーも務めています。
働く時間などが違う部下たちの働き方と工
程を見て、配置を考えるなど
責任ある仕事を任されてい
ます。未経験者でも、技術取
得のための練習はもちろん、
チェックやフォロー体制も
整い、社員同士助け合って長
期で働けます。

医療・福祉

ミスを恐れず挑戦を。
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農業、林業

精密板金、製缶

株式会社井崎製作所

建設業

■ 所在地／児湯郡新富町大字上富田3215
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／1970年5月

話／0983-33-2792

■ 従業員／42名

□ ウェブサイト／https://www.kk-izaki.co.jp

□ メール／hitomi-i@kk-izaki.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

部品から消防車まで、あらゆる
“ものづくり”に挑む

不動産業
飲食業

アイデアと技術で、どんなものもつくる。そん
なものづくりの醍醐味を体現しているのが、井
崎製作所の仕事です。鉄やステンレス、アルミ
ニウムを素材とする部品の製作からコンベアー
や消防車づくりまで、様々な依頼に応えていま
す。1点ものの製作も手がけられるその訳は、

設計から精密切断、加工、溶接、塗装、組み立
てまで、全ての工程を自社で担っているから。
手をかけ、思いを込めて、製品を生み出してい
ます。ものづくりへの情熱とチャレンジ精神が
あれば未経験者でも大丈夫。若い社員が多く、
向上心を持って仕事に臨んでいます。

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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失敗を恐れずチャレンジした
だけ技術は身につきます

ものづくりは、体験なくして上達しません。
失敗を恐れてはダメ。何ごとも経験してみ
ることが大切です。全ての工程を覚えるこ
とは大変ですが、それができれば一人で製
品を完成させることができま
す。苦労した分だけ、技術は
身につきます。私は元々、溶
接が専門でしたが、現在は他
の工程も勉強中。お客様に喜
んでもらえたときの感動を胸
に頑張っています。

仕事の喜びを次の世代にも伝えたい
ものづくりの楽しさを若い世
代へ伝えるために、工場見学
やインターンシップを積極的
に受け入れています。どんな
材料から、どのようにして製
品がつくられるのか。仕事を
オープンにすることで、製造
業を分かりやすく解説してい
ます。こうした試みの背景には、社員同士の関係の良さがあります。
月に1回行われる「カレーの日」には社員一同で食卓を囲んだり、
節分には年男年女が軽トラの上から豆まきをしたりと、とにかくア
ットホーム。協力しながら仕事を進める仲間との信頼関係が、社内
の雰囲気の良さにつながっています。

農業、林業

焼酎製造販売

株式会社岩倉酒造
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／1958年

■ 従業員／5名

建設業

■ 所在地／西都市大字下三財945

話／0983-44-5017

□ メール／なし 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

創業から約160年続く酒蔵を担いませんか?
皮むきをするのも手作業。一つひとつの工程を
丁寧に、創業時からの味を守りつつ大切に仕込
んでいます。私たちは、「これまで守り継いで
きた焼酎を途絶えさせたくない」と考えていま
す。未経験の人大歓迎。思いを持って焼酎造り
をやってみたいという人を求めています。

不動産業
飲食業

欲しくてもなかなか手に入らない、という声も
いただく焼酎「月の中」を造っている酒造場で
す。約160年前に創業し、家族経営で焼酎造り
を切り盛りしてきました。県産米で麹を造り、
地元の信頼する農家から芋を仕入れ、麹造りや
焼酎の仕込みをしています。芋を洗い、選別し

わが社の自慢

造る奥深さが魅力

販売まで心を込めて焼酎を届けています
私たちは販売までを自分たち
で手がけています。問屋を入
れずに直接販売店へ卸してい
ます。これまでに蔵がつぶれ
るかと思うほど焼酎が売れな
い時期があり、その時期を支
えてくれた酒屋さんたちがい
たから、今の私たちがありま
す。だからこそ恩返しの気持ちを込めて卸しております。県外から
買い求めに来られたり、問い合わせがあった際には、そうした酒屋
さんを紹介するようにしています。お世話になった方たちへの感謝
の気持ちを忘れずに、心を込めて焼酎造りをしています。

教育、学習支援
サービス業

全ての工程で全部手を抜かずに造っていま
す。家族でできる範囲のものを手作業で造
っているので大量生産はしません。その分、
「一人でもおいしいと思ってもらえるものを
造りたい」との思いで、一つひ
とつ丁寧に造っています。繁忙
期は大変ですが、自分たちの手
づくりで焼酎ができあがってい
く過程はとても魅力がありま
す。それを多くの人が手にして
くれるのもうれしいです。

医療・福祉

焼酎づくりは自然の力で
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農業、林業

木製品加工、木造建築用部材、発電

ウッドエナジー協同組合

建設業

■ 所在地／日南市南郷町榎原甲2091
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／2001年3月

話／0987-68-1038

■ 従業員／69名

□ ウェブサイト／http://www.woodenergy.or.jp/info.htm

□ メール／info@woodenergy.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

飫肥杉でつくる集成材や乾燥材は徹底した品質管理で

不動産業
飲食業

宮崎県のブランド杉である「飫肥杉」を使い、
住宅などの建築で利用される集成材・乾燥材を
製造しています。飫肥杉は腐れにくく弾力性が
あって強靭、さらにシロアリに侵されにくいな
どの特長を有する杉。その良さを最大限に引き
出し、さらに長持ちするように品質管理を徹底、

JAS認定工場であるため、JAS基準に基づいた
商品を産出しています。大型乾燥施設や集成材
加工施設を備え、ここで使用される電気は自社
のバイオマス発電および太陽光発電から優先的
に利用し、自分たちで使う電気は自分たちで賄
えるよう努力しています。

わが社の自慢
医療・福祉
教育、学習支援
サービス業
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商談で得られる充実感

居心地のいい職場環境
営業アシスタントとして上司とともに九州
をはじめ、関東・関西営業に行くこともあ
ります。住宅メーカーの営業の方とやり取
りをすることが多く、伝えることの難しさ
などを実感することも度々あり
ますが、商談がまとまったとき
には喜びを感じます。弊社は男
性が多い職場ですが、上下関係
も良好で環境に恵まれていると
実感しています。

飫肥杉の需要を伸ばすために良い商品づくりを
宮崎は木材資源の宝庫。弊社
もそんな森林に囲まれた豊か
な場所に位置しています。森
に支えられ育ってきた私たち
にとって、森林資源はとても
大切。だからこそ無駄のない
循環型社会の実現を目指し、
バイオマス発電や太陽光発電
を取り入れています。また、木材の乾燥JAS認定、集成JAS認定も
取得し、品質管理にも力を注ぎ安心安全な製品提供をしています。
宮崎の特産品である飫肥杉の需要が伸びるよう、良い商品を作って
いくことが我々の使命と考えています。

農業、林業

省力化機器・ソフトウェア開発、電子部品・自動車部品製造

えびの電子工業株式会社
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／1975年11月

話／0984-33-5060

■ 従業員／699名

建設業

■ 所在地／えびの市大字上江670

□ ウェブサイト／http://www.ebinodensi.co.jp

□ メール／s-tsumagari@ebinodensi.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

人生のステージごとに、働きがいと喜びを
中心とした6工場でスマートフォン向けの電子
部品や自動車部品を製造。また、省力化機器や
ソフトウェア開発を行うシステム開発部は「こ
んな機械やソフトがあったらいいのに」という
お客様の要望に高いクオリティで応える部門。
女性技術者も活躍しています。

不動産業
飲食業

創業当初から先進的に取り組んできた「助け合
い」の職場づくりにより、柔軟で働きやすい体
制と社風を築いてきました。従業員の3分の2
が女性。子育て世代や介護世代も多く、子ども
の参観日から田植えや稲刈りまで、急な休みに
も社員同士で臨機応変に対応します。県西部を

わが社の自慢

しっかり勉強しておこう

男性の育児休業取得者も増加中
独身・結婚・子育て・介護・
継続雇用―。あなたの人生
のステージに合う勤務時間
で、それぞれの状況に応じて
働き続けられます。6工場は
近隣に位置しており、近くの
工場同士で助け合えます。さ
らに、転居を伴う転勤がない
のも安定した働き方ができるポイントです。女性の育児休業取得率
は100%。定期健康診断ではがん検診を実施するなど、社員の健康
管理にも力を入れており、2016年には優秀健康長寿推進企業とし
て宮崎県知事表彰を受けました。社員の健康と家庭を第一に、元気
に長く働き続けられる会社を目指していきます。

教育、学習支援
サービス業

お客様のオーダーに合わせた、省力化装置
の組み立てが主な仕事です。イメージが形
になり、稼働した時の達成感は何ともいえ
ません。イメージどおりにならないことも
ありますが、そんな時はしらみ
つぶしに見直します。学生時代
には分からないかもしれません
が、学校の勉強は本当に大切。
私は高専出身ですが、学校で学
んだ知識はやはり基本になって
います。

医療・福祉

将来にそなえ、学生時代に
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農業、林業

ポンプ・ロボットオーバーホール、請け負い派遣

株式会社エフオーテクニカ MOVE-Fab

建設業

■ 所在地／宮崎市清武町今泉丙1864-10
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／2003年9月

話／0120-606-656

インターンシップ制度／無し

■ 従業員／1100名

□ ウェブサイト／http://www.fo-technica.com

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

業界トップクラスの品質を全国のクライアントに届ける

不動産業
飲食業

MOVE-Fabは、エフオーテクニカが運営する
真空機器のオーバーホール工場です。ドライポ
ンプのオーバーホールを主に、改良、改造の業
務を行っています。クライアントは九州一円に
あり、現在では近畿、関東、東北からの受注も
増加しています。オーバーホールは、組み立て

ながら調整を行い新品時の性能状態に戻す作業
です。私たちは、その作業においては数ミクロ
ンの隙間を調整する技術を持つプロ集団であ
り、基盤等の修理を行う技術力もあります。品
質、納期、コストはどこにも負けません。新品
に近づける思いで全社員が取り組んでいます。

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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1人で分解から試験まで

トータルで担えるのが喜び
1人で分解から組み立て、試験まで行うため、
入社当初は、出荷までこぎつけた達成感が
すごくありました。最近は、達成感よりも、
いかに早くきれいにできるかなど、自分で
目標を立てて達成することを目
指しています。仕事をしながら
自分で探究でき、機械によって
毎日やるべきことが違うため、
飽きることなく仕事を楽しんで
います。

多様な働き方を提案し、キャリア開発を支援
製造業務のプロ集団が、組織
的に人づくり、利益の創出を
サポートするマニュファクチ
ュアリングサービスや、業務
委託、自社工場でのメンテナ
ンスオーバーホール事業など
様々なサービスを揃えます。
特に、人材派遣サービスがよ
く知られていますが、どの分野においても、一人ひとりの個性を尊
重し、多様な働き方を提案することで、キャリア開発を支援してい
ます。教育に力を入れており、社員の能力を伸ばすための教育や、
社員自らが勉強する仕組みを構築。総合的マネージメントが実践で
きる人材の育成を目指しています。

農業、林業

うなぎの養殖、活鰻流通、蒲焼製造、レストランなど

株式会社大森淡水
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／1973年1月

話／0985-65-3000

■ 従業員／210名

建設業

■ 所在地／宮崎市塩路2300

□ ウェブサイト／www.manraku.net

□ メール／omori-jinji@omori-tansui.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

うなぎの専門商社として、日本の食文化を支える
道から沖縄に至る日本各地に及びます。2018年
3月には対米HACCP認定取得を視野にいれ製
造工場を改修し、今後は海外に向けても商品展
開をしていく予定です。また、日本の食文化であ
るうなぎを守るために、生態調査や放流事業な
ど資源保護に向けた取り組みも行っています。

不動産業
飲食業

九州南部の温暖な気候はうなぎの生育に適して
いるといわれ、宮崎県はうなぎの生産量全国第
3位を誇ります。当社グループは、うなぎの養
殖から活うなぎの流通販売、うなぎ加工食品の
製造販売ならびに蒲焼店の運営までを手がける
言わば『うなぎの専門商社』で、取引先は北海

わが社の自慢

厳しさの中にやりがいが

生産者との顔の見える付き合いで品質を保つ
宮崎県、鹿児島県の提携生産
者の育てるうなぎを取り扱
い、生産者と日々連携を取り
ながら、より品質の良いうな
ぎを探求し続けています！食
の安全性にもこだわり、シラ
スうなぎからお客様にお届け
するまで、一貫した生産管理
体制（トレーサビリティシステム）を取り入れています。また、食
育にも力をいれており、日本の食文化を、うなぎを通して伝える活
動として、会社見学の受け入れ、2009年からは「土用の丑の日」
に宮崎県内の保育園、幼稚園、小学校などへうなぎ蒲焼の贈呈活動
を行っています。

教育、学習支援
サービス業

社員ははじめに各部での研修を経験するこ
とで会社全体の仕事の流れを把握します。
自分の仕事が会社にとってどのようなポジ
ションであるかを考えながら、日々責任感
をもって勤務しています。社
長と従業員の距離が近いので、
直接意見を聞かれることもあ
ります。社員間では年齢関係
なく意見を交わすことも多く、
コミュニケーション能力も自
然と身につきますよ。

医療・福祉

生き物を扱うからこそ、
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農業、林業

学生服の製造

菅公学生服株式会社 都城工場

建設業

■ 所在地／都城市年見町28-10
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／1970年4月

話／0986-23-7111

■ 従業員／309名

□ ウェブサイト／http://kanko-gakuseifuku.co.jp

□ メール／chiharu.haruta@kanko-gakuseifuku.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

制服づくりで子どもたちの学校生活と夢をサポート

不動産業
飲食業

中高生にとって身近な制服。全国の学校のブレ
ザー、スーツ、コートを裁断から縫製、仕上げ
まで一貫して行っています。制服づくりで真骨
頂を発揮するのが入学式。晴れの舞台で誰一人、
制服を着れないことがないように、一着一着を
確実に仕上げます。多彩なデザイン、動きやす

さ、ストレスフリーなど、求められる機能も多
様化している制服には、時代に合わせたものづ
くりの面白さがあります。江戸末期の1854年
創業という老舗で、社名の「菅公」は学問の神
様である菅原道真公が由来。制服を通して子ど
もたちの夢と学びを全力で応援し続けます。

わが社の自慢
医療・福祉
教育、学習支援
サービス業
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慣れるほどに気を引き締めて、
ミスをなくします

母校である都城農業高校の制服も作ってお
り、制服姿の後輩を見るとうれしくなりま
す。特殊なミシンを使って縫い目やボタン
ホールを美しく仕上げる、特殊工程を担当。
縫い直しはできず、失敗は許さ
れません。仕事は慣れるほどに
単純なミスをしがちです。だか
ら、いつも気を引き締めるよう
にしています。繁忙期の冬が忙
しい分、夏期には休みが充実し
ています。

人材育成。熟練の先輩やマイスターを目標に
高品質の製品づくりのため、
技術の継承・人材育成に力を
入れています。国家資格であ
る紳士服製造技能士には若手
社員もどんどん挑戦します。
また、技術力、人間性、マネ
ジメント力いずれも優れた指
導者を育てる会社独自のマイ
スター制度があります。審査は厳しく全国19工場合わせても数少な
いマイスターですが、その一人が都城工場にいます。さらに、鳥取
県米子工場には「現代の名工」表彰、
「黄綬褒章」叙勲を受けた熟練
の社員もいます。目標となる先輩たちがたくさんおり、技術を高め
ていける会社です。

農業、林業

キャラクターデザイン、着ぐるみ製作

KIGURUMI.BIZ株式会社
採用に関する
お問い合わせ

□電

話／0985-34-9983

■ 設立／2012年5月

■ 従業員／33名

建設業

■ 所在地／宮崎市高千穂通1-3-22エースランドビル2F

□ ウェブサイト／http://www.kigurumi.biz/

□ メール／info@kigurumi.biz 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

キャラクターデザインから着ぐるみまで
多く、宮崎にいながら世界と仕事ができます。
また大幅な働き方改革を行い、残業時間削減や
有給休暇取得の徹底、副業の解禁などを実現し
ました。これにより「正しい商品は正しい場所
から生まれる」という社の信念を体現しながら、
製品づくりに励んでいます。

不動産業
飲食業

キャラクターを使って物や人、地域をプロデ
ュースしているKIGURUMI.BIZ。キャラクター
デザインや着ぐるみの製作を手がけ、着ぐる
みは年間出荷数約200体、これまでに2,000体
以上を作っています。海外に向けてもキャラク
ター文化を発信してきたため海外からの注文も

わが社の自慢

活躍が励みに

海外にも広がるKIGURUMI.BIZブランド
弊社は宮崎にありながら、世
界中からオーダーを受けてい
る会社です。お客様の希望す
るキャラクターや着ぐるみを
製作し、たくさんの方々に愛
されている姿を見るととても
うれしくなります。製品のク
オリティーには絶対の自信を
持って送り出していますが、海外でもその実力が認められてきたの
を実感しています。弊社は女性が多く、その半分はママさん。それ
ぞれに合わせた勤務体系にしているので、みんないきいきと仕事を
しています。またアフター5が充実できるように残業削減に取り組
み、会社外でも充実した時間を過ごしてほしいと考えています。

教育、学習支援
サービス業

造形チームに所属し、着ぐるみの頭部彫刻
を担当しています。平面を立体化する難し
さはありますが、「かわいくなった」と言わ
れるとうれしいですね。さらに出来上がっ
たキャラクターが活躍する姿は
とても感動的です。私はこの仕
事は未経験でしたが、不安なこ
とは上司に相談・報告すること
が一番大切なことだと実感して
います。

医療・福祉

自分が手がけたキャラクターの
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農業、林業

バーナー、ボイラなどの製造

九州オリンピア工業株式会社/オリンピア工業株式会社 宮崎工場

建設業

■ 所在地／東諸県郡国富町森永2964-5
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／1984年2月

話／0985-75-8281

■ 従業員／236名

□ ウェブサイト／http://www.olympia-burner.co.jp/

□ メール／mitsuharu_domori@olympia-burner.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

省エネと環境にやさしいものづくりで社会に貢献

不動産業
飲食業

オリンピア工業グループは創業以来、燃焼機器
メーカーとして多様なニーズに応えてきまし
た。品質第一の精神で技術開発、製造販売まで
一貫して行い、ユーザーのニーズと市場と環境
の変化を的確に把握しながら業務にあたってい
ます。限りある資源を大切に利用していくため

に、エネルギーの効率的利用を促進。省エネル
ギーや環境保護に取り組むことが燃焼機器メー
カーの使命と捉え、これからも熱エネルギーの
未来を創造し続けます。宮崎県内では国富町と
西都市の2カ所に工場を持ち、「ものづくり」に
情熱を燃やす仲間が働いています。

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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日本中で自分が作った

製品を使っていただけます
専門学校から会社見学に来て、興味を持っ
たことがきっかけです。ものづくりが大好
きだったので、学校で学んだ溶接技術を用
いて何か作りたかった。当社は先輩に何か
を尋ねたら必ず応えてくれま
す。まだ何をすればよいか分か
らなくても、何かに挑戦するし
かありません。それが力になっ
ていきます。

やろうと思っていることを、実行できる環境
小型バーナーからゴミ焼却場
などの超大型の燃焼機器ま
で、 燃 焼 機 器 の 開 発 製 造 を
50年以上行っています。中
国、インドネシアにも海外拠
点を有し、グループ総売上は
約80億 円。 産 業 用 バ ー ナ ー
では業界トップシェアを占め
ています。内部では社員の「やりたい」気持ちをくみ取り、現場第
一で作るものに対しての準備や希望への対応を怠りません。納入し
た製品が実際に使われている姿を見たときの感動は何ものにも代え
がたく、ますます「ものづくり」にはまってしまいます。

農業、林業

空気圧機器の製造

株式会社九州コガネイ
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／1991年2月

■ 従業員／101名

建設業

■ 所在地／都城市高木町7111-4

話／0986-38-6111 □ ウェブサイト／http://www.koganei.co.jp（株式会社コガネイ）

□ メール／tajima-tm@koganei.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

世界中のものづくりを支える空気圧機器の総合メーカー
彩な分野に供給。生産性の向上に貢献していま
す。自然界に存在する空気を利用しているため
環境に優しく、安全であることが特長で、医療
や宇宙開発分野への取り組みも進めています。
製造現場では女性が多く活躍。全従業員が主役
となり、誇りを持って業務に取り組んでいます。

不動産業
飲食業

ものづくりの現場で必要な機械設備。機械の多
様な動きを可能にするため、空気をエネルギー
に変えて利用する、それが空気圧です。例えば
産業用ロボットの細かい動き、地下鉄ドアの開
閉にも空気圧が使われています。主力の空気圧
バルブの部品加工から組み立てまでを行い、多

わが社の自慢

仕事を任されて感じるやりがい

まとまりのある社員一丸で社会貢献活動
クリーンテクノロジーのメー
カーとして地域の環境づくり
にも力を入れています。その
一つが、年2回のクリーンキ
ャンペーン活動。会社周辺の
ゴミ拾いや清掃活動を社員一
丸で行っています。また、仕
事に困難は付き物ですが、そ
んな時こそ、成長のチャンス。個人で悩むのではなく、チーム、部門、
会社全体で乗り越えようとする、コミュニケーションのとりやすい
職場の雰囲気も自慢です。品質保持やスキルアップのため、弊社指
定の通信教育の受講料の補助をしています。

教育、学習支援
サービス業

細かいホコリが入っても不良品となってし
まう、繊細な仕事です。業務の目的を理解し、
行動に移すことが確実な仕事につながりま
す。10代から60代まで幅広い世代が働く楽
しい職場。若くても責任ある
職務を任され、やりがいのあ
る日々を過ごしています。土・
日・祝日が休みなので、仕事
とプライベートをしっかり両
立。福利厚生が充実しており、
長く働けます。

医療・福祉

年齢に関係なく、
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農業、林業

ダンボールシート・箱の製造など

協同紙工株式会社

建設業

■ 所在地／東諸県郡国富町大字塚原500
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／1965年4月

話／0985-75-2311

■ 従業員／140名

□ ウェブサイト／http://www.kyodoshiko.co.jp/

□ メール／kds@kyodoshiko.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

暮らしに身近なダンボール。まごころで包みたい

不動産業
飲食業

顧客第一に、お客様のニーズに即答する細やか
な営業活動と独自の生産システムの開発を行っ
ています。弊社で製造・販売している製品は、
一つひとつがお客様のオーダーメード。寸法や
デザインなど用途別に様々な規格があり、要望
に応えられるように日々努力しています。開け

る楽しさを手から手へ伝えていきたい。その思
いを胸に、全社員一丸となって暮らしに身近な
ダンボールをお届けしています。また、弊社は
王子製紙グループに所属し、北海道から九州ま
でグループ会社があり、研修で1～2カ月間ほ
ど、全国の会社で働く経験もできます。

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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テレビなどで自分が関わった
製品を見ると感慨深い

上司や先輩との隔たりがなく、話しやすい
人間関係の良さが抜群です。仕事もコミュ
ニケーションが取りやすく、時には笑いも
出るぐらいです。相談しやすいので何かあ
っても不安がありません。誰
もが知っている大手の会社に
も関われることも、自分が仕
事をする上での誇りになって
います。テレビなどで、自社
の製品が映ったりすることも
あって、感慨深いですよ。

県内でも数少ない貼合機
（コルゲートマシン）
コルゲートマシンを導入して
いる会社は県内に2社しかな
く、その内の1社が弊社です。
コ ル ゲ ー ト マ シ ン は、 ダ ン
ボールを製造する要である、
ダンボールシートを造る機械
です。最新の製函機も導入し
ており、様々な用途に対応で
きるダンボール箱を製造しています。福利厚生の良さも自慢です。
勤続年数による表彰制度があり、入社5年、10年、20年、30年そ
れぞれに表彰されます。また法律で義務付けられる数年前から、月
平均20日の労働日に、年次有給休暇年間5日以上の取得を全社員に
促し、休暇を取得しやすい環境です。

農業、林業

配電盤・LED製造、販売

株式会社共立電機製作所
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／1967年5月

話／0985-72-7880

■ 従業員／283名

建設業

■ 所在地／宮崎市高岡町高浜1495-55

□ ウェブサイト／http://www.kyouritsu-denki.com

□ メール／kyouritu@nag.bbiq.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

宮崎から全国へ技術発信を続ける、縁の下の力持ち
ど、販売先は国内全域に広がり、宮崎にいなが
ら日本全国の仕事に関わることができます。配
電盤は、私たちの生活には欠かすことのできな
い重要な設備。「100年企業」に向かい、さら
に宮崎を盛り上げ、宮崎から日本全国へ技術発
信していきます。

不動産業
飲食業

昭和42年に創業し、配電盤製造を主体に成長
してきた共立電機製作所。現在ではキュービク
ル式受電設備や分電盤、LED照明などの設計・
製作・販売・施工を手がけています。東京・大
阪・福岡にも拠点を構え、新歌舞伎座やスカイ
ツリーイーストタワー全体の電気部分を担うな

わが社の自慢

コミュニケーション力をつけよう

独自の福利厚生が充実、働く皆に優しい企業
当社では時代のニーズに合わ
せた様々な福利厚生を整えて
おり、男性も女性も安心して
長く働ける環境を整えていま
す。平成29年4月に内閣府企
業主導型保育事業による社内
保育所「さんこうこどもえん」
が開園しました。また、社員
が通勤しやすいようにガソリンスタンドが設置されており、通常価
格よりも安価でガソリンを入れることができます。毎週水・木曜日
には社内にプロのマッサージ師が常駐して、希望する社員に30分間
施術してくれます。そのほかにも当社独自の福利厚生がわが社の自
慢です。

教育、学習支援
サービス業

宮崎県内にも面白い企業がたくさんありま
すから、いろいろな会社を知ってほしいで
す。当社も名前だけからは堅そうな印象で
すが、実際に見てみるとイメージが変わる
と思います。また、社会に出る
と自己アピールする機会も多い
ので、コミュニケーション能力
は必要です。

医療・福祉

自己アピールが大事！
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農業、林業

一般機械器具製造業、メンテナンス業、鋳鋼製品製造業

清本鐵工株式会社

建設業

■ 所在地／延岡市土々呂町6-1633
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／1948年5月

話／0982-24-1111

■ 従業員／474名

□ ウェブサイト／http://www.kiyomoto.co.jp/

□ メール／saiyou@kiyomoto.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

ソフトキャンディー製造機械の全国シェア約80％

不動産業
飲食業

宮崎県北部に本社を構え、九州・関東などに
13の事業拠点と中国の大連に工場があります。
機械や橋梁などの製作事業、メンテナンス事業、
鋳鋼事業など様々な事業を行っています。「鉄
で作れるものなら何でも作る！」とのプライド
が81年の歴史をつくってきました。「知恵と技

術で明日をもっと良くする」ために、日々進化
し続けています。これまで培ってきた技術をし
っかりと継承すること、そして新しい技術を学
び取り入れること。向上心を持ってこの二つに
取り組むことで、技術力を保ち、お客様からの
信頼を獲得しています。

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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事業規模が拡大し、

人材の多様化が進んでいます
採用で大事なことは「資格」でも「経験」
でも「知識」でもありません。「好き」って
気持ちが大事だと考えています。事業が拡
大し、様々な分野で活躍していける「人間力」
のある人を求めています。人
の意見を素直に受け入れる力、
学び続ける力、目標に向かい
粘り強く突き進む力、あきら
めずに挑戦する力。創業100
年をともに迎える仲間を募集
しています。

自身の技術向上のため、様々な資格を取得
社員の約95％が仕事に関わ
る資格を取得しています。多
い人では10以上の国家資格
を持つ人もいます。自発的に
資格を取得することも多く、
交通費、受験料、テキスト購
入費、セミナー受講など資格
取得の補助制度でサポートし
ています。平均有給取得日数は14日、全国平均よりも多く、平均勤
続年数も16.1年。女性も12.5年となっており、産休・育休体制もし
っかりとできており、長く安定して働ける環境を整えています。祖
父、父、自分と3代にわたり働いている社員もおり、皆が仕事に「誇
り」を持って取り組んでいます。

農業、林業

出版・印刷

有限会社鉱脈社
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／1973年3月

話／0985-25-1758

■ 従業員／35名

建設業

■ 所在地／宮崎市田代町263

□ ウェブサイト／http://komyakusha.jp

□ メール／info@komyakusha.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

1
［いち］から始まる 1［いち］から始める
っと宮崎には隠れた魅力がある。それを掘り出
して光をあて新しい宮崎をつくっていこう。そ
のために、
《頭は柔軟に心は熱く》を合言葉にし
ています。それぞれの人々が、
それぞれの地域が、
豊かで多様に自らを表現することが、幸せな社
会づくりには欠かせないと思うからです。

不動産業
飲食業

斬新なデザインと丁寧な編集で宮崎の印刷と
出版文化の可能性を広げ、
「タウンみやざき」
「jupia」の刊行で宮崎の情報誌文化を切り開い
てきました。現在では、ネット事業も始めてい
ます。そんな私たちの挑戦を支えてきたのが、
経営理念《発掘・継承・創造》です。もっとも

わが社の自慢

向き合って指導しています

一人ひとりが仕事に誇りと責任を持って取り組む
単行本やシリーズ書籍の出
版。自費出版のお手伝い。月
刊情報タウンみやざき、宮崎
を楽しむ大人の情報誌jupia
と別冊の発刊。そして高校、
病院、介護施設など生活情報
誌の分野にも力を入れていま
す。広報誌や会社案内パンフ
レット、チラシ等の編集制作、印刷までの企画開発。さらにメディ
アとのタイアップ企画やプロデュース事業の展開も手がけ、情報発
信基地としてのコンテンツ制作やウェブ発信事業にも取り組んでい
ます。また、中・高校生の職場体験学習の受け入れにも積極的に対
応し、印刷・出版に関わる経験を提供しています。

教育、学習支援
サービス業

制作部の仕事は、著者の思いを読者に伝え
やすくするために、文字や文章の組み立て
を整えます。印刷部は、その思いを墨の色
で表現します。販売部はさらに書店で拡散
す る よ うPRし ま す。 新 し く
Web分野にも挑戦していま
す。 紙 とWebの 垣 根 を 越 え
て、“誰か”から“誰か”へ
伝える、その力添えになりた
いです。

医療・福祉

マンツーマンで丁寧に
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農業、林業

鶏肉処理加工販売、種鶏飼育

株式会社児湯食鳥

建設業

■ 所在地／児湯郡川南町21622-1
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／1966年4月

話／0983-27-1165

■ 従業員／1106名

□ ウェブサイト／http://www.koyushokucho.co.jp

□ メール／mail@koyushokucho.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

「ありがとうのこころ」をあなたに

不動産業
飲食業

児湯食鳥グループは日本最大規模の畜産インテ
グレーターとして、全国の食卓へ安心・安全な
商品をお届けし、食文化の一翼を担ってきまし
た。畜産の命を預かる感謝のこころを忘れず、
関わる全ての方への感謝を込めて、私たちは「あ
りがとうのこころ」を情熱と熱意をもって大切

に発信し続けたいと考えます。徹底した衛生管
理や品質管理を行い、生産から製造、加工、販
売、流通まで一貫した体制を誇り、現在グルー
プ全体10社、総従業員は3,000名となりまし
た。従業員が一丸となり、感謝の気持ちを忘れ
ることなく未来に向けて歩んでいきます。

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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仕事の基本である

「感謝のこころ」を忘れずに
｢会社は人を幸せにするために存在する｣ と
いう、会社存在意義が原点です。お客様、
従業員、巡り合う全ての人に私たちが生き
ていく上で最も大切にしたい言葉「ありが
とうございます」という感
謝のこころを、常に忘れる
ことなく仕事に取り組むこ
とが大切だと思います。そ
れは、どのような仕事でも
基本になることです。

宮崎から全国・アジアの食卓へおいしさを届ける
弊社では、宮崎県内に本社工
場、都城工場、高崎工場の3
つを持ち、熊本県八代市に八
代工場を持っています。それ
ぞれが恵まれた自然環境のも
と、社員一人ひとりが「自ら
が自信を持てる鶏づくり」に
情熱を注ぎ、高品質なチキン
を生産しております。現在は成長著しいアジア市場の拡大を見据え、
ベトナムにて業界初の海外事業をスタートしました。平成31年には
最新の製造設備を導入し八代工場も建て替えました。入社後は本社
での研修や配属先での実習を経て、仕事の流れを覚えていただくの
で、安心して仕事に取り組めます。

農業、林業

パン製造、飲食

株式会社サクラドリームゲート
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／2008年11月

話／0986-51-4939

■ 従業員／58名

建設業

■ 所在地／都城市年見町1-18

□ ウェブサイト／https://sakura-bk.com/

□ メール／mitsuhikomatsubara19761008@yahoo.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

食べる人の喜ぶ笑顔を想像し、幸せを届けるパンづくり
から、どんな努力も惜しみません」。従業員は
喜ばれる商品を作るという同じ目標を持った仲
間。パンが大好きで、美味しいものを食べても
らいたいという思いを持った人ばかり。地域密
着のパンづくりを大切にしながら、独自の商品
づくりで皆が仕事を楽しんでいます。

不動産業
飲食業

看板商品の食パンやクロワッサンなど手づくり
パンが人気の「ベーカリーキッチンSAKURA」。
都城市と宮崎市で3店舗を展開しています。セ
ントラル工場では深夜0時から、パン職人がパ
ンを作っています。「お客様が寝ている間に幸
せを包んでいます。待っている人たちがいる

わが社の自慢

乗り越えることが面白い

食を通じて地域とコミュニケーション
食を通じて地域に貢献するこ
とが私たちの役割だと思って
います。バターや卵、牛乳、
野菜などパンやレストランの
料理には地元の食材をふんだ
んに使っています。また、こ
ちらから出向いて地域の様々
な要望に応えています。例え
ば、地域でのパン教室。また、都城市内では移動販売を行っており、
お店に買いに来ることのできない介護施設や保育園などにも伺いま
す。販売の曜日やパンの名前を覚えていただき、楽しみに待っても
らっていると、本当にうれしいですね。これからも、地域に根差し
たパンづくりを行っていきます。

教育、学習支援
サービス業

様々な分野の調理の仕事を経験しましたが、
パンづくりが一番面白いです。毎日が研究
で新しい発見があります。商品開発では、
お客様がどこでどのように食べるかを想像
して作り、食べ方の提案も行い
ます。例えば、園児が食べるパ
ンは持ちやすさや食べやすさを
考えています。試行錯誤して大
変なことを乗り越えると引き出
しが増え、自分の成長につなが
ります。

医療・福祉

パンは生き物。困難を
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農業、林業

特殊印刷

株式会社サニー・シーリング

建設業

■ 所在地／都城市志比田町3744-1
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／1982年9月

話／0986-23-9364

■ 従業員／114名

□ ウェブサイト／http://www.sunnys.co.jp

□ メール／sunny@sunnys.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

世界が認める高性能な独自の特殊加工技術

不動産業
飲食業

製品に貼られているラベルは、大切な情報を教
えてくれる、無くてはならないものです。例え
ば食品や文房具などの身近なものから、検査・
研究や警察で使われる専門的なものまで、様々
なシール・ラベルの製造を行っています。他に
も、スマートフォンやタブレットのディスプ

レイフィルムの加工や貼り合わせを行う部門な
ど、得意とする抜き加工・裁断加工を駆使した
事業を展開しています。高度な機械とシステム。
そこに高い「ものづくりマインド」と研ぎ澄ま
された人の目と手が加わり、世界が認める製品
を生み出しています。

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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確実な仕事を行う社会人
の自覚を持って

印刷時の色・抜き加工時の寸法調整などは
0.1ミリ単位。細かい作業が多く、集中力と
根気が必要です。また、不良品を作ってし
まうとお客様にはもちろん会社にまで迷惑
をかけてしまうので、社会人
としての自覚を持ってやって
います。新人教育、社内外の
研修が充実しており、先輩方
は何でも教えてくれます。福
利厚生も充実しており働きや
すい職場です。

各専門分野で活躍する特殊加工ラベル
最も得意とする分野が、耐熱・
耐冷・耐候・耐薬品などの性
能を持つ、特殊加工ラベルで
す。研究、化学、医療、機械
分野において、薬品や溶剤に
強いラベル開発に取り組んで
います。素材や粘着剤、加工
方法、印刷技術により性質を
変えたラベルを製造し、厳しい品質管理体制を設けています。例え
ば医療の現場では、ラベルが剥がれたり文字が消えたりすると医療
事故につながる危険もあります。したがって、仕事には緊張感が伴
います。これらの技術と高い品質が評価され、世界ラベルコンテス
トで最優秀賞を5回、受賞しました。

農業、林業

食肉加工・製造

サンキョーミート株式会社 霧島ミートプラント
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／1981年9月

話／099-474-1118

■ 従業員／160名

建設業

■ 所在地／小林市細野2516

□ ウェブサイト／http://sankyomeat.co.jp

□ メール／info@sankyomeat.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

世界レベルの衛生管理で、安全で良質な肉を届けます
ントシステムISO22000の認証を受け、一人
ひとりがレベルアップを意識しながら業務を行
っています。さらに環境マネジメントシステム
ISO14001も取得。命を頂いているからこそ自
然に恩返しをしたいという思いで、環境に優し
い企業活動も行っています。

不動産業
飲食業

伊藤ハム株式会社のグループ会社として、南九
州産の豚と牛を食肉に加工し全国のスーパーや
海外へ提供しています。一日に加工する豚は約
1000頭、牛は約30頭。納品先に応じたカット
を、早く的確に行っていきます。食に対する安
全と安心を確実にするため、食品安全マネジメ

わが社の自慢

責任を持って丁寧な仕事を

徹底した生産管理で食生活に貢献し続けます
消費者の食品の安全性に対す
る関心は、国際的に高まって
います。食品の安全性と品質、
事業活動が及ぼす環境への影
響をシステムとして管理する
必要性から、各種国際規格お
よび国内規格を積極的に取得
してきました。また、従業員
が成長し長く働けるように外部講師による研修、コンプライアンス
講習、メンタルヘルスへ配慮する取り組みを実施し、従業員を大切
にする制度を整えています。休憩所には「FA制度申請ボックス」を
設置。他の工程や職種に挑戦したい人は会社に要望を伝えることが
できます。従業員の意欲を後押ししています。

教育、学習支援
サービス業

仕事は連携プレー。次の工程のことを考え
て仕事を行います。技術を高める努力、自
分のものにするための努力を続けています。
命を扱う、重みのある仕事だからこそ責任
があり、やりがいがあります。
そして、命を大切に頂きたい
と思うようになりました。従
業員の年齢層が幅広く、いろ
んな話をすることができ、向
上心を持って仕事をすること
ができます。

医療・福祉

命を扱うからこそ、
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農業、林業

カードリーダーライター・カードタイマー製造

三和ニューテック株式会社

建設業

■ 所在地／宮崎市清武町正手1-11
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／1970年4月

話／0985-85-1234

■ 従業員／120名

□ ウェブサイト／http://www.sanwa-newtec.co.jp/index.html

□ メール／m_sugio@sanwa-newtec.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

大学との共同開発など、ゼロから生み出す力で半世紀

不動産業
飲食業

『下町ロケット』のようなものづくりをしてい
る会社です。ポイントカードにポイントを入れ
込むカードリーダーライターや、病院でテレビ
を見るときのテレビカードの残数が分かるカー
ドタイマーなどを作っています。一番の強みは、
自社で工場を持ちマーケティングから企画、設

計、完成まで一貫して行えることです。新しい
例では、宮崎大学との共同開発で、歩くだけで
ロコモティブシンドロームの度合いが分かる歩
行計測器や転倒リスクチェック器を生み出しま
した。工業系出身の学生が学んできたことを生
かせる仕事です。

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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働く楽しさ、働きがい、
働きやすさがあります

自分のアイデアを製品に提案できる楽しさ
があります。マーケティングをして、設計
し、カタチをデザインした後、メカ部門で
は機構や回路、ソフトを作り出していきま
す。どの工程もものづくりの醍
醐味が詰まっています。社内に
はそれぞれのスペシャリストが
いるので、学びながら自分の知
識もスキルもレベルアップでき、
最先端の技術の中で仕事ができ
ます。

企画から完成まで自社で一貫してものづくり
40年以上にわたって築き上
げてきた「ゼロからモノを生
み出せる力」は他社に負けな
い弊社の強みです。企画から
完成まですべてを自社ででき
る企業は多くありません。自
社で一貫してものづくりをし
ているので、お客様のニーズ
に柔軟に対応でき、スピーディーに製品化できます。製品のほとん
どは県外へ出荷していますが、工場は宮崎にあるので転勤もほぼあ
りません。宮崎にいながら国内外を相手に仕事ができます。また働
きやすさにも力を入れており、開発部ではフレックスタイムを取り
入れています。各々ライフスタイルに合わせた働き方ができます。

農業、林業

冷凍野菜製造加工

株式会社ジェイエイフーズみやざき
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／2010年4月

話／0983-43-5351

■ 従業員／160名

建設業

■ 所在地／西都市大字南方3398-2

□ ウェブサイト／http://www.jafoods-miyazaki.jp/

□ メール／nagatomo_fum@kei.mz-ja.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

宮崎の農作物で世界最高峰の加工品を提供

不動産業

ジェイエイフーズみやざきはJA宮崎経済連の
ろと取引しています。冷凍野菜のメインである
グループ会社です。九州最大級の冷凍加工施設 「みやざき育ちのほうれんそう」は、世界最高
を活用し、安心安全な冷凍野菜の製造・販売、 峰の「グローバルGAP」国際認証を取得。製造
カット野菜の製造・販売、農作物の生産など
工程では、安全・安心な食品製造工場として世
をしています。国内最大手の量販店グループの
界最高基準「FSSC22000」の認証も取得する
PB商品を作っているほか、国内の様々なとこ
など、世界レベルの仕事をしています。

飲食業

わが社の自慢

人間的にも成長

やりたいことにチャレンジできる会社
社員の平均年齢は33歳と若
く、会社設立から8年目の新
しい会社です。国産野菜加工
食品のマーケットをつかむた
め、若者の視点で情報収集・
分析を重ね日々挑戦を続けて
います。当社では自分のライ
フスタイルに合わせた働き方
を会社と相談しながら取り組めます。有給休暇の計画的な取得が可
能で、育児・介護休業制度も完備しており、業務によってはテレワー
ク（在宅勤務制度）も活用できます。「働きやすい職場環境づくり」
を目指し、四半期に一度従業員アンケートをとり、意見・要望を聞
き従業員の満足度向上に取り組んでいます。

教育、学習支援
サービス業

食を担う仕事なので安全・安心に徹底的に
気 を つ け て い ま す。 当 社 は「 グ ロ ー バ ル
GAP」や「 FSSC22000」を取得するなど国
際的に認められています。そうした環境の
なかで仕事ができるのは誇りで
もあるとともに、それだけ強い
責任感を持って仕事をしていま
す。また、とても雰囲気のいい
働きやすい環境で、人間的にも
成長できる魅力ある会社です。

医療・福祉

社内の雰囲気もよく、
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農業、林業

製造・検査設備などの開発・製作

株式会社システム技研

建設業

■ 所在地／都城市吉尾町1989-1
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／1985年12月

話／0986-27-5300

■ 従業員／43名

□ ウェブサイト／http://www.sys-gi.co.jp

□ メール／soumu@sys-gi.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

都城から世界へ。最先端技術で便利と快適を届ける

不動産業
飲食業

自動車やスマートフォンなどを製造するための
生産設備を、環境に配慮しながら独自のアイデ
アと精密金属加工技術、ロボット技術を駆使し
て開発。創業以来、一貫してものづくりに関わ
ってきました。商品づくりに重要不可欠な設備
だからこそ求められる、高度な技術。それによ

り開発した設備から生産された商品は世界中の
人の手に渡り、人生を豊かにする愛用品として
使われています。
「思い描いたアイデアがイメー
ジどおり動き出す喜びはそれまでの苦労から一
転、やり遂げた達成感と満足感でいっぱいにな
ります」と開発部の松崎洋一さんは語ります。

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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技術だけでなく

人間性も高めよう
誰もが知っている商品づくりに携わる、誇
り高い仕事です。私たちは自社の技術をア
ピールし、お客様のニーズを聞き出してか
たちにします。だから、技術者であっても
営業力が必要。そのため人間性
の大切さも指導されます。山が
好きな社員が集まり、休日は山
歩きを楽しんでいます。趣味を
楽しんで人としての幅を広げ、
自分自身を高めることも大切だ
と感じます。

我々の技術を載せた車が世界を走っています
弊社が開発し提案した生産技
術が大手自動車メーカーに認
められ、ハイブリッドカーを
動かす心臓部で活躍し、皆様
の日々の暮らしを支えていま
す。これらを生み出す高度な
技術をしっかり継承するた
め、指導はマンツーマンで行
います。年2回は、上司との面談で半年間を振り返り一緒に成長を
確認します。未経験者であっても、専門外であっても、技術者を目
指す志のある人は時間をかけて育てていきます。先端分野の仕事に
携わりながら、成長できる会社です。

農業、林業

木材加工全般

株式会社シモヤマ 宮崎営業所
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／1958年8月

話／0987-23-5305

■ 従業員／21名

建設業

■ 所在地／日南市平山2134

□ ウェブサイト／http://www.simo-wood.com

□ メール／reiwood@basil.ocn.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

使う人に思いを寄せて。木材加工のプロフェッショナル
ます。「生活の中で『これ、いいね』といわれ
る商品を作っていきたい」と和田善也工場長。
木材利用技術は世界一ともいわれる日本で、創
業以来100年の経験と知恵を生かしながら、意
欲溢れる思いを充分に発揮できるような会社づ
くりを目指します。

不動産業
飲食業

例えば、段差解消のための踏み台やスロープな
どの介護用品。利用者の住まいは一つひとつ異
なります。シモヤマはその場所に合わせてミリ
単位で製作します。他にも空調機器の外枠（リ
ニュアルパネル）をはじめとした木材加工品を
オーダーサイズで製作し、全国に送り出してい

わが社の自慢

商品作りに生きてきます

想像をカタチに。若手が継承する加工技術
弊社の柱は20代を中心とし
た若手世代。若いアイデアに
はいつも驚かされています。
例えば、作業工程については
コストや効率を考えながら、
新しい視点で改革。また、廃
材を使った製品づくりも面白
い取り組みです。“もったい
ない精神”で何か作れないか想像し、技術を生かして様々な小物を
製作。かたちになる喜びを楽しみ、製品開発につなげています。ア
ウトドア用品メーカーのロゴアートも作りました。これも、長年で
培ってきた技術が、若い社員にもしっかりと受け継がれている成果
だと実感しています。

教育、学習支援
サービス業

入社4年目。介護用品事業のチームリーダー
をしています。すべてオーダーメイドなの
で作るものは毎日違います。つまり、同じ
仕事は通用しない。だから、毎日新鮮な気
持ちで仕事に取り組み、一つ
完成するごとにうれしさがあ
ります。仕事は基礎からの応
用なので、基礎をしっかり学
ぶことは大切です。分からな
いことは先輩に遠慮なく聞い
た方がいいですよ。

医療・福祉

基礎が大切。応用の幅が
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農業、林業

電子部品・自動車部品製造

昭南ハイテックス株式会社

建設業

■ 所在地／えびの市岡松445-2
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／1983年4月

■ 従業員／421名

話／0984-37-2159

□ メール／shimomura@shonan-ht.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

女性が活躍。最先端のものづくりの現場

不動産業
飲食業

白衣を着た社員が顕微鏡や液晶画面に向き合う
光景には緊張感が漂います。昭南ハイテックス
は自動車部品、半導体部品の製造、検査を行う
会社です。全ての工程の技術を結集し、製品を
作り上げていきます。例えば薄膜製造工程では、
製造環境のクリーン度が要求されるなか、加久

藤第2工場で作られる高性能で高品質な製品は
ユーザーからの高い信頼を得ています。また、
鹿児島県湧水町に湧水工場を増築し、2019年
度より稼働予定です。女性の社員が多く、管理
職や指導職に女性を積極的に登用している「ポ
ジティブアクション推進企業」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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教えてくれる先輩たちに感謝。
仕事のオンオフにメリハリを

たくさんの人が使用する大手メーカーの部
品を作っているので、「不良品を出さない」
という緊張感を持って仕事をしています。
自動車のヒーター部品の溶接が主な仕事で、
高い集中力が必要。休日にリ
フレッシュして自分なりの切
り替えを心がけています。先
輩たちの丁寧な指導を受けな
がら、一人でできる仕事が増
えていくことが自信につなが
っています。

就職支度金制度あり。全世代が働ける職場
社内の雰囲気は和やかで、明
るく楽しい職場です。社員同
士のコミュニケーションが普
段からとれており、仕事も助
け合いながら行う社風が浸透
しています。就職支度金制度
を導入し、積極的な採用を行
っています。女性が働きやす
い職場づくりに力を入れており、社内の各委員会にも女性メンバー
が多く、会社をより良くするための意見は活発です。また、障がい
のある人の採用も積極的に行っており、障がい者雇用率も高い水準
を維持しています。子育て世代から高齢者まで、地元に貢献できる
会社づくりに努めています。

農業、林業

ダイキャスト
（アルミ・亜鉛）、樹脂成形製造

株式会社シンコー精機
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／1981年1月

話／0983-33-3033

■ 従業員／58名

建設業

■ 所在地／児湯郡新富町大字日置2032-15

□ ウェブサイト／http://shinkoseiki.co.jp

□ メール／k-saito@shinkoseiki.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

医療機器から自動車まで、部品づくりで信頼に応える
工透析用や輸血用などのカテーテル用注射器と
して、医療現場の最前線で使われています。も
う一つは、亜鉛やアルミで部品をつくるダイキ
ャスト（鋳造）部門です。ここでも製造は機械
が、加工や品質の管理は人が担い、高品質な製
品を生み出しています。

不動産業
飲食業

大きく分けて二つの製造部門があります。一つ
は、カテーテル用注射器のパーツとなるプラス
チック部品をつくる樹脂成形部門です。材料を
溶かして形をつくるまでの工程は機械が担い、
プログラミングや製品の検査は人が行います。
月に2,000万個のパーツを製造し、完成品は人

わが社の自慢

国家資格への挑戦もできる

高品質を支える人の眼が信頼につながる
部門によって扱う材料は異な
りますが、どちらも材料を溶
かして形をつくるという仕組
みは同じ。技術を生かして、
低コストで品質の高い製品を
生み出し、大きな信頼を築い
ています。機械化が進んでい
る業界ですが、品質管理は人
の眼が頼り。検査を2段階で行い、徹底した管理で精密部品を製造
しています。加えて鋳造部門のアルミダイキャストは宮崎で唯一、
亜鉛ダイキャストは九州でわが社だけが手がける技術。グループ企
業が設備や金型をつくっているため、様々なニーズに対応すること
ができることがわが社の強みになっています。

教育、学習支援
サービス業

中途採用の社員が多く、経験を業務に生か
しながら新しいチャレンジを続けています。
「プラスチック成形技能士」という国家資格
を目指す若手もいて、熱心に勉強する姿が
先輩たちの刺激にもなって
います。ここでつくられる
製品は、医療現場に欠かせ
ないもの。その自覚を持ち、
自分の意識を高めて、スキ
ルアップにつなげることが
大切だと思います。

医療・福祉

スキルアップを目指し、
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農業、林業

冷凍食品製造

新サンフード工業株式会社

建設業

■ 所在地／宮崎市清武町木原58
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／1978年10月

話／0985-85-1121

■ 従業員／230名

□ ウェブサイト／http://shin-sunfood.co.jp/

□ メール／sunfood@cd.wakwak.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

南九州の優良な農産物を冷凍加工して全国へ届けます

不動産業
飲食業

南九州で栽培したサツマイモやホウレンソウと
いった農産物を主原料に、冷凍野菜や調理加工
した冷凍食品を製造しています。素材本来の美
味しさをお客さまの食卓に届け、安心して手軽
に食べていただけるような商品づくりを目指し
ています。大手食品メーカーの国内生産協力工

場です。ホウレンソウを湯がいて冷凍してある
ので炒め物やお味噌汁に便利な「そのまま使え
る九州産のほうれん草」、お弁当のおかずにも
う一品加えるのに便利な「ほうれん草バター炒
め」、ロングセラーの「スイートポテト」など
の人気商品を多数製造しています。

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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品質保証グループに
所属しています

お客様より「安心して使用しています」や
「美味しい」の声を数多く頂きます。その商
品の品質管理に関われていることに、大き
なやりがいを感じています。弊社は従業員
同士の中が良く、笑顔での挨拶
が飛び交っています。明るい雰
囲気の中で、安心して働いてい
ます。

良い商品づくりのために畑づくりから関わる
原料調達部は、自分たちが使
う原料を仕入れるだけではな
く、畑に直接出向き、生産者
と同じ目線を持ちながら原料
を調達しています。生産者と
直に語り合い、密にコミュニ
ケーションを重ねることで、
安心安全な原料を必要な時期
に必要な数量確保できています。露地栽培のため、生育スピードや
病虫害の発生など気候に大きく左右されますが、気象データを蓄積・
分析することで、自社の生産計画に沿った原料調達を行っておりま
す。良い商品づくりは、良い原料からをモットーに、日々畑を巡回
しています。

農業、林業

乾しいたけ製品製造

株式会社杉本商店
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／1970年7月

話／0982-72-3456

■ 従業員／26名

建設業

■ 所在地／西臼杵郡高千穂町三田井458-28

□ ウェブサイト／http://sugimoto.co/

□ メール／kazuhide@sugimoto.co 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

こだわり高千穂郷産しいたけで市場を開拓、世界に挑戦
くからQCサークル活動を取り入れ、トレーサ
ビリティシステムを導入して徹底した品質管理
を行っています。また、全国の主要都市の価格
動向調査を定期的に独自で実施、その結果を商
品設計に生かしています。地域未来牽引企業に
も選定されています。

不動産業
飲食業

当店は乾燥椎茸の全国生産量70％を占める大
分、宮崎、熊本三県の近隣生産者約650軒から
の直接仕入れなどを行っています。日本生活協
同組合連合会のPB商品を中心に年間約45万ｔ
を販売。生産農家と現金売買での取引による現
金収入など、地域へ貢献しています。創業後早

わが社の自慢

食品に携われるのが誇り

米・英のAmazonで部門別1位に輝く自慢の商品
仕入れ後、さらに独自の遠赤
外線乾燥で仕上げています。
このひと手間により、椎茸の
うまみ成分であるグアニル酸
がより多く生成され、香り成
分を豊富にします。その結果、
高品質な乾燥椎茸ができ、ア
マ ゾ ン の ア メ リ カ・ イ ギ リ
スサイトで部門別1位をとるなど海外でも高評価を得ています。ま
た、動画によるレシピ集など、海外での販路拡大のための対応も進
んでいます。後継者不足解消のため、原木の販売や障がい者の就労
支援を行う施設との協働で原木椎茸の栽培を始めるなど、様々なア
プローチで産業を守る取り組みも行っています。

教育、学習支援
サービス業

Uターン希望の若者や移住者など積極的に
若い人の力を求めている会社だと知り、ぜ
ひ地元で就職したいと入社を決めました。
食品加工に勤めるのは初めてで不安でした
が、先輩が熱心に指導してくだ
さり、今では選別のラインに立
てるようになりました。職場は
女性がほとんどなので和気あい
あいと楽しく働いています。

医療・福祉

海外シェフに信頼される
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農業、林業

タイヤ製造

住友ゴム工業株式会社 宮崎工場

建設業

■ 所在地／都城市都北町3
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／1917年3月

話／0986-38-1311

■ 従業員／1478名
□ ウェブサイト／http://www.srigroup.co.jp/

□ メール／hideyuki-mano.az@srigroup.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

命を預かるタイヤだから、1本1本を作り込む

不動産業
飲食業

1913年、日本で初めて自動車用タイヤを開発。
ダンロップ、ファルケンのブランドでタイヤを
製造する日本を代表するメーカーです。宮崎工
場は、国内の全タイヤメーカーの工場でトップ
クラスの生産量を誇ります。いくつもの工程を
経て、24時間体制でタイヤは作られます。最

新の機械設備にあっても、安全なタイヤを作る
ためには人の手と目による仕事が重要。厳しく
検査された高品質なタイヤが、世界中で使われ
ているのです。高性能やデザイン性を持たせた
タイヤも続々登場。一人ひとり、一つひとつの
仕事が、安全で快適な走り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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何でも質問する。

伝える力も大事です
タイヤ製造の中でも要になる成型の工程を
担当しています。手作業が多いので、いい
ものを作るという責任の重みを感じます。
安全第一の仕事なので分からないことは何
でも尋ねる、大切なことをし
っかり伝えることが大切。ま
た、気持ち良く仕事をするた
め に は 挨 拶 が 大 事。 高 校 の
頃から意識していたことです
が、社会人になりその大切さ
を実感しています。

レクリエーションに部活動、社外活動が盛ん
1,400人以上の社員がいます
が、交流できる機会はたくさ
んあります。そうした場を提
供するのが、社員で作る「宮
崎地区GENKI-21委員会」が
企画する活動です。果物狩り
やバーベキュー、釣り、ミニ
バレー大会などのイベントや
レクリエーションを行っています。また、草刈りや植樹、会社周辺
の清掃など地域貢献活動も行っており、どれも多くの社員が参加し
ています。また、部活動もあり、野球部、弓道部などが活躍してい
ます。企画提案すれば、新しいことを始められるチャンスもありま
すよ。

農業、林業

CIS薄膜太陽電池の研究開発・生産・販売など

ソーラーフロンティア株式会社 国富工場
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／2006年8月

話／0985-77-7901

■ 従業員／800名

建設業

■ 所在地／東諸県郡国富町田尻1815

□ ウェブサイト／http://www.solar-frontier.com/jpn/

□ メール／kunitomi-jinji@solar-frontier.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

太陽による快適でクリーンな暮らしをすべての人に
生産を開始しました。パネルメーカーとしての
確固たる地位を築くとともに、パネル開発から
製造・販売・発電事業までを行う企業として、
より低価格で優れた発電システムと、「メイド・
イン・ジャパン」の品質を世界中に提供してい
ます。

不動産業
飲食業

ソーラーフロンティアは、経済性に優れ、環境
に優しいCIS薄膜太陽電池の開発・生産・販売
を一貫して手がけるソーラーカンパニーです。
親会社である昭和シェル石油が1970年代に太
陽電池の技術開発を開始。20年以上CIS薄膜太
陽電池の研究開発に特化して2007年には商業

わが社の自慢

見つめ直してみて

若手が中心の世界規模の仕事で成長を実感
当社は、若い人が中心になっ
て国内をはじめ世界に向けた
商品開発、製造、販売を行っ
ています。ベテラン社員は常
に若手に気を配り、チーム内
の若手社員にもチームリー
ダーを任せて積極的に業務に
あたらせたりします。社員の
仕事に対する責任感や業務のレベル向上にもつながり、成長を実感
できます。社内では挨拶が活発に交わされており温かい雰囲気です。
また、夏祭りやミニバレー大会など社員同士の交流を深める機会が
たくさんあります。こうした場を活用することで、仕事の中でもコ
ミュニケーションをスムーズにとることができます。

教育、学習支援
サービス業

会社見学に来たときに聞いた「世界一を目
指している企業」だという言葉に惹かれま
した。自分にどんな仕事が向いているか分
からないときは、自分自身を見つめ直して
みる時間を持つと良いと思い
ます。新しい自分を発見でき
る機会にもなるかもしれませ
ん。一緒に世界一を取れるよ
うに頑張りましょう。

医療・福祉

仕事を選ぶ機会に自分自身を
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農業、林業

紳士服の製造

株式会社ダーバン宮崎ソーイング

建設業

■ 所在地／日南市北郷町郷之原字南上床乙3663
採用に関する
お問い合わせ

□電

話／0987-55-3211

■ 設立／1974年2月

■ 従業員／155名

□ ウェブサイト／http://www.durban-m.com/

□ メール／mayumi.sakamoto@renown.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

受け継がれる技能と思いが最高の一着を仕立てる

不動産業
飲食業

「ダーバン」は日本を代表する高級スーツブラ
ンド。全てのスーツを日南市の工場で作ってい
ます。ダーバンスーツの特長は日本人の体形に
合わせた丸みを帯びたかたち。包み込むような
曲線が最高の着心地をもたらします。素材の性
質、温度や湿度を考慮して布地を生かす高度な

技術。企画、受注管理、裁断から仕上げ、検査、
出荷までを自社工場で行う徹底したものづくり
へのこだわりが、世界に誇る品質を生み出して
います。全ての職人が「どの工程が抜けても一
着は上がらない」と責任を持ち、丹精込めた一
着が、お客様の手に渡っていきます。

わが社の自慢
医療・福祉
教育、学習支援
サービス業

98

ものづくりの醍醐味に
溢れている会社です

スーツの仕上がりはブランドの印象につな
がります。「このスーツは“顔”がいいね」
と褒められると本当にうれしいです。布地
が多様化しており、それぞれの特性を見極
めるのは難しい仕事ですが、各
部門が連携し一枚の布地が立
体的なスーツに仕上がる感動
は大きいものです。マイスター
を取得した今は指導する立場。
継承を担う立場としても気を
引き締めています。

技能を継承するための研修やマイスター制度
入社してすぐ、スラックスを
1本作る研修はダーバンなら
では。また、研修は3年後を
見据えて行います。1年ごと
に段階を踏んだ研修内容で、
会社と仕事について深く知
り、3年後には当社で自分が
何をしたいかをしっかり考え
られるようになっています。技能を身に付けた社員には「マイスター
制度」を設けており、ベテラン職人から学んだ若いマイスターが誕
生しています。こうして自信を持って作った商品を世界へ届けるた
め、自社独自のグローバル化に向けた取り組みも進めています。

農業、林業

製材、建築資材小売

株式会社高嶺木材
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／1943年4月

話／0987-29-1234

■ 従業員／85名

建設業

■ 所在地／日南市大字伊比井173-1

□ ウェブサイト／http://www.taka-moku.co.jp/

□ メール／info@taka-moku.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

高い技術で作る安定感のある商品で信頼も熱く
よく、全国の大手住宅メーカーなどにも信頼さ
れ長い付き合いが続く会社も多く見られます。
また、商品を安定供給するために高原町に新工
場も建設中。若い人材も積極的に採用し、常に
謙虚に挑戦を続ける姿勢で活気に満ちた会社づ
くりを行っています。

不動産業
飲食業

高品質な飫肥杉をメインに、住宅の構造材など
の建築用材を丸太から製造・販売しています。
最近は杉材の需要が伸びてきましたが、出荷す
る製品に一切の妥協をせず、これまで継承して
きた高い技術でブレのない製品づくりを心がけ
ています。杉材の特性を生かした製品は評判が

わが社の自慢

精神は大切です

会社が成長しても社員間のコミニュケーションを大事に
製品づくりには現代の住宅事
情も反映させて商品開発して
います。その基本はブレない
商品づくりです。そんな商品
が認められ、JR九州の観光列
車「海幸山幸」の内装材や宮
崎交通の日南レトロバスの外
側に採用されるなど身近なと
ころでも使われています。今年は新工場もできるので、社員が安心
して働ける環境も強化していきます。社全体での懇親会はもちろん
開催していますが、年に1回は各部署での懇親会も開催するように
して社員同士のコミニュケーション、連係をうまく図れるようにし
ています。

教育、学習支援
サービス業

製材部の主任をしています。木は生き物な
ので切ってみないと分からない、切ってど
のように製材し加工していくかが勝負。そ
れが難しさであり面白さでもありますよ。
仕事ではどこまで自分ででき
るのかチャレンジ精神が大切。
何事にもあきらめずに挑戦し
続け、バランスを取りながら
進んでいくといいと思います。

医療・福祉

仕事の上でチャレンジ
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農業、林業

木材製造

中国木材株式会社 日向工場

建設業

■ 所在地／日向市竹島町1-101
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／2013年10月
（日向工場） ■ 従業員／287名

話／0982-50-2882

□ ウェブサイト／http://www.chugokumokuzai.co.jp

□ メール／jinji@chugokumokuzai.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

人と環境のことを一歩進んで考えています

不動産業
飲食業

全国で1年間に建築される木造在来軸組工法の
住宅約3軒に1軒が当社の製品を使用していま
す。国産材生産拠点である「日向工場」では、
生産工程で出るオガ粉やチップ、樹皮を自社の
バイオマス発電プラントで燃料として使用する
事業にいち早く着手。現在、1.8万kw/ｈ（約2.5

万世帯分の家庭消費電力）もの発電規模となっ
ています。育林から製材、乾燥、集成材、プレ
カット、バイオマス発電の一貫した生産システ
ムと合理的な物流システムにより森林の価値を
最大限に生かし、地球環境にも貢献した会社づ
くりを目指しています。

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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努力はキャリアに反映。

一つでも多くの資格取得を
日向工場の敷地面積は9万坪もあります。国
内最大級の大きさを誇る工場の電力は、自
社のバイオマス発電でまかなっており、そ
の機械の管理をしています。工業系の高校
で学んだことを生かしながら、
さらにレベルアップできる幅
広い職域は、自分にとっても
プラスとなっています。向上
心をもって業務に取り組む姿
勢を評価されるので、資格の
勉強にも力が入ります。

｢知性と感性｣｢知識と技能｣を絶えずレベルアップ
「社会の変化に対応し、お客
様のニーズに応え、未来に向
かって躍進する」を社の品質
方針とし、人材育成および品
質の維持向上に取り組んでい
ます。日進月歩の木材業界、
常に「知識と技術」のスキル
を高める必要があります。そ
のため、人事教育制度を設けています。ジャンル別216コースの通
信教育講座や公的資格取得などでスキルアップを自発的に行う社員
に対して自己啓発支援をしています。レベルアップのために努力し
た成果に対してはポイントを付加累積し、昇進昇格などの目安にも
なっています。

農業、林業

ペットフード製造

ティケイ・エビス株式会社 ペットフード事業部
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／1970年5月

話／0986-39-5312

■ 従業員／140名

建設業

■ 所在地／都城市豊満町996-6

□ ウェブサイト／http://ebisu-g.com/company.html

□ メール／pf-division@tk-ebisu.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

犬や猫の健康を守る、国産素材のペットフード
プのペットフードを製造。鶏肉以外の食材も国
産にこだわります。トレーサビリティが明確な
ため信頼が高く、メーカーとともに商品開発か
ら行います。犬や猫が食べ物を選ぶことはでき
ません。だからこそ、都城産のペットフードを、
今後は世界へ向けても製造していきます。

不動産業
飲食業

ペットは家族。近年、犬や猫にも生活習慣病や
高齢化が増えており、ペットの食に対して飼い
主の意識は高まっています。そのためペット
フードも国産の需要は高く、栄養バランスや安
全性が求められています。弊社では自社グルー
プが生産する鶏肉で作るレトルトウェットタイ

わが社の自慢

試行錯誤して作り上げます

しっかり休める休暇制度で生活にメリハリ
働きやすい職場づくりに力を
入れています。工場の仕事は
忙しいと思われる人もいるか
もしれませんが、弊社の基本
は土日週休2日制。有給休暇
も気兼ねなく取りやすい雰囲
気ができています。女性が多
く、子どもの学校行事などの
休みにも柔軟に対応。8時から23時まで工場は稼働していますが、
シフトは希望に合わせることができます。しっかり休みをとり、リ
フレッシュすることが良い製品づくりにつながると考えています。
職種の垣根を越えて社員同士のコミュニケーションが取れており、
和気あいあいとした和やかな社風も自慢です。

教育、学習支援
サービス業

多様化しているペットフードの世界。ワン
ちゃんや猫ちゃんにどうしたらおいしく食
べてもらえるか、見た目や匂い、塩加減に
細心の注意を払って開発・品質管理をして
います。動物の命に関わる仕事
なので、シビアな意識で仕事に
取り組んでいます。私も猫を飼
っていますが、自信を持って食
べさせられる製品を作っている
ことに誇りを持っています。

医療・福祉

繊細な味づくり。
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農業、林業

羊毛その他の各種繊維による糸の製造

東亜紡織株式会社 宮崎工場

建設業

■ 所在地／都城市高城町大井手2050-1
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／1973年5月

話／0986-58-3300

■ 従業員／60名

□ ウェブサイト／www.toabo.co.jp

□ メール／t.aso@toabo.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

15ミクロンのテクノロジー。未来と真心を紡ぐ

不動産業
飲食業

衣服を選ぶ時、糸やその素材に着目してみまし
ょう。糸の太さや素材によって見た目や着心地
が変わってきます。羊毛を中心とした繊維から
糸を製造。糸は細いほど高品質とされ、高度な
技術が必要。ミクロン単位の繊維から均一の太
さの糸に仕上げるため、社員の「糸を見る目」

を育てていきます。完成した糸がどう織られ、
どのような衣服になるかを想像しながらの、心
を込めた製品づくり。暮らしに身近な糸だから
こそ、トーア紡はどんな時代でも変わらない、
ものづくりへの真心と信頼を大切に、お客様に
喜びを感じてもらう製品づくりを行っています。

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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品質保持・新規開発は

コミュニケーションから
一人ひとりの品質への意識の高さが良い製
品を作ります。そのため、工場全体でのコ
ミュニケーションを大事にしているので、
新入社員もなじみやすい職場です。動きや
すい、軽くて暖かいなど、現代
の糸は機能性も多様化。ちょっ
としたアイデアが製品開発にも
つながるので、思っていること、
疑問に思うことは素直に先輩に
聞いてみるといいと思います。

高性能な分析器で原料分析から徹底します
弊社の基本素材は、天然繊維
であるウール（羊毛）。高品
質の糸を生産するため、原料
の分析から行っています。そ
のために活用しているのが、
高性能な分析器。繊維の径を
測る測定器、長さを測る測定
器、耐洗濯性の分析器です。
これらは、羊毛の原産国であるオーストラリア製で非常に精度の高
いものです。最も細い糸では15.5ミクロンの繊維を使用しています。
1ミクロンは1,000分の1ミリ。極めて繊細な羊毛の品質を見極める
ことから品質にこだわり、高付加価値の製品づくりに取り組んでい
ます。

農業、林業

医療器具開発・製造

東郷メディキット株式会社
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／1973年6月

話／0982-53-8000

■ 従業員／750名

建設業

■ 所在地／日向市大字日知屋字亀川17148-6

□ ウェブサイト／https://www.togomedikit.co.jp/

□ メール／jinji@togomedikit.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

高品質の製品を医療現場に提供する最良のパートナー
静脈留置針は国内において40～50％のシェア
を誇り、着実に売上を伸ばしています。メディ
キットグループは世界40カ国を超える国々へ
製品を輸出しており、現在もニーズは増加して
います。今後も、広く世界の医療現場での貢献
を視野に製品開発を行っていきます。

不動産業
飲食業

国内市場トップクラスのシェアを持つ、継ぎ目
のない人工透析用一体成型カテーテルを世界初
の技術で世に送り出した、医療機器の開発・製
造・販売を手がける会社です。以来、カテーテ
ル専門メーカーとして独創的な製品を開発し、
医療現場に貢献しています。人工透析用留置針、

わが社の自慢

したときの喜びはひとしお

世界初の独創的技術をこの地から発信
弊社は世界初となる継ぎ目の
ない人工透析用一体成型カ
テーテルの技術を生み出しま
した。以来、地域に根付いた
ものづくりの企業として、南
九州から国内外の医療機関に
医療機器を供給しています。
豊かな創造性を発揮し、常に
高品質な製品を作り、広く世界の医療に貢献することを基本理念に
掲げています。信頼性の高い、安全で確実な製品を提供することで、
医療現場における最良、最強のパートナーであり続けることを目指
しています。

教育、学習支援
サービス業

これまでに製品の開発・改良や人工腎を組
み立てる仕事をしてきました。ここで作っ
ているのは、針やカテーテルなど人の体に
直接使うものです。いかに人体にやさしい
製 品 を 作 れ る か が 勝 負 で す。
CADで図面を描き、部品を組
み立て、試作を重ね、最良のも
のを作りあげていきます。医療
現場で、自分たちが作った注射
針を目にしたときは達成感を感
じます。

医療・福祉

製品開発は大変。しかし完成
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農業、林業

木材製造

外山木材株式会社

建設業

■ 所在地／都城市八幡町18-7
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／1948年3月

話／0986-22-0176

■ 従業員／200名
□ ウェブサイト／http://www.toyama-woodsupport.com/

□ メール／soumu@toyama-woodsupport.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

若手が引っ張る老舗。設備と生産量は全国トップクラス

不動産業
飲食業

大正2年創業。南九州の杉材を最新鋭の工場で
製材し、住宅建築材や全国一の売上を誇る杉足
場板などを全国に卸しています。生産量が多い
からこそ品質にこだわり、顧客が求める木材を
最適の品質と価格で提供。営業担当者にも品質
を見極める目が必要で、工場と連携して製品を

作っていきます。製材業の可能性を探り続ける
姿勢により、2016年日経トップリーダー調査
による「本当に強い地方企業ランキング」で全
国17位に。
「製材業の仕事とイメージは変わっ
てきています。今後も事業拡大に取り組みます」
と外山勝浩常務取締役は話します。

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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努力次第でチャンスが
広がる会社です

若手が多くとても活気があります。先輩方
が丁寧に指導して下さるので、初めは木材
の知識がなくても安心して働けます。新工
場で原木選別機の責任者を任されました。
年齢やキャリアに関係なく、頑
張れば責任ある職務に登用され
るので、やりがいがあります。
また、社員旅行や食事会も多く
社員同士の仲も良いです。いろ
いろな意味で、これから楽しみ
な会社です。

規模もシステムも全国に誇る志布志新工場
平成30年3月、鹿児島県志布
志市に四つ目となる新工場が
完成しました。志布志港が近
くにあり、今後の海外輸出も
見越して作った工場で、敷地
面積は7万坪。ここだけで年
間8万㎥の原木消費量を見込
んでいます。最新式のコンピ
ュータを導入し、規模においてもシステムにおいても、全国トップ
クラスの工場です。全工場の機械の中には、自社で独自に開発した
ものもあります。仕事では、機械やコンピュータの技術力やメンテ
ナンス力も必要ですが、入社してからでも学ぶことができるので初
心者の方でも安心して働けます。

農業、林業

精密プレス金型製作、金属加工部品の製造

株式会社中川機器製作所 九州事業部
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／1990年4月

話／0983-27-4835

■ 従業員／30名

建設業

■ 所在地／児湯郡川南町大字川南21731-27

□ ウェブサイト／http://www.nakagawa-kiki.co.jp/index.htm

□ メール／n.komatsu@nakawawa-kiki.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

ひ

と

「技術が拓く、人 間が拓く」でユーザーに応える
生産体制を確立。少量多品種短納期の依頼や高
付加価値・コスト削減を実現させています。ま
た新技術・新工法・新製品のプレゼンテーショ
ンを積極的に行っています。海外に生産拠点を
持つメリットを最大限に生かし、ユーザーのニー
ズに的確に応えられる体制を作っています。

不動産業
飲食業

中川機器製作所は国内4拠点、海外に3拠点を
置き、自動車用・電気機器用・事務機器用・建
築・土木用などを主な製品とするプレス加工メー
カーです。プレス用金型の設計から加工、各種
治工具製作およびカシメ加工や各種溶接組み立
てなどの2次加工、検査、梱包、納品まで一貫

わが社の自慢

あればチャレンジして！

県内有数の巨大油圧プレス機での仕事は魅力
工業系出身でなくても一から
仕事を教えます。女性が活躍
できる職場でもあり、単発の
プレスや溶接も男性と同じよ
うに行っている姿が見られま
す。休みを取りやすく、男性・
女性問わず、子どもの学校行
事などに活用しています。上
司と社員との垣根が低く、仕事からプライベートなことも話しやす
い風通しの良い雰囲気です。場内では県内でもほとんど見られない
300ｔの巨大油圧プレス機が大活躍しています。精密プレス金型な
どの分野において、適正規模・健全経営の理念「より良い物を、よ
り安く」をモットーにしています。

教育、学習支援
サービス業

この会社は仕事の幅があるので、
「やりたい」
気持ちがあれば何でもできる職場です。女
性が男性同様にプレスの仕事をしていて格
好良い！ まだ仕事を選ぶことができない
人には、いろいろな経験をして
ほしいと思います。やれること
はやってみて、チャンスがあれ
ばチャレンジしてみてください。

医療・福祉

経験が1番！ できるチャンスが
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農業、林業

FPD製造装置、半導体製造装置製造など

株式会社中園工業所

建設業

■ 所在地／延岡市粟野名町1772-1
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／1974年8月

話／0982-33-3943

■ 従業員／119名

□ ウェブサイト／http://naka-zono.co.jp

□ メール／m-tanaka@naka-zono.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

職人は匠に 技術は未来に。世界市場へアプローチ

不動産業
飲食業

FPD（フラットパネルディスプレイ）製造装置、
半導体製造装置など、産業用装置全般の部品加
工から装置組み立てまでを一貫し、受注してい
ます。そのために様々なご要望に応えるための
設備と技術はトップレベルと自負しています。
近年では、三次元測定機を導入し、検査体制を

強化したことで、より高品質な商品を納めるこ
とができるようになりました。毎年開催される
機械要素技術展にも出展。世界市場に向けて、
豊富な経験と高度な技術でつくりあげた、低コ
ストでありながら高品質の商品をアピールして
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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人が育てば会社が育つ。

「育てる」社風が職場に息づく
熟練した機械加工・溶接技術をもつ先輩た
ちの技には、目を見張るものがあります。
先輩たちに追いつくために必要な溶接や機
械加工など、技術講習会のサポートがしっ
かりしています。直接指導も充
実しており、一人ひとりの力が
会社を支えていることを日々
実感しています。会社見学もで
き就職前と就職後とのギャッ
プがなく、安心して仕事に打ち
込むことができます。

やる気が実る、やりがいのある職場づくりがモットー
2010年 か ら17年 ま で の8年
間で、約1.8倍の売上の伸び
を記録しています。技術をお
客様へ紹介・提案する営業職
や縁の下の力持ちである事務
職など、すべての職種が支え
あって仕事をしていること
が、成果に繋がっています。
技術面については「バディ制」を取り入れており、指導係の先輩と
マンツーマンで技術の向上を目指しています。工業系の出身でなく
ても入社後のフォローアップ体制がしっかりしているので、安心し
て仕事ができ、やりがいをもって打ち込める環境がそろっています。

農業、林業

農業資材製造、園芸店

南榮工業株式会社
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／1962年11月

話／0986-38-0111

■ 従業員／118名

建設業

■ 所在地／都城市都北町5025

□ ウェブサイト／www.nan-ei.net

□ メール／yaeko@nan-a.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

原点はものづくり。新たな創造で地域に貢献します
か、平成27年には「ジャパンドローンセンター」
を設立しました。世界的シェアのドローン「DJI」
の代理店として、販売から一般の方でも受ける
ことができるスクールを展開しています。長年
蓄積された技術と経験を強みに、新分野にも積
極的にチャレンジできる会社です。

不動産業
飲食業

ビニールハウスをはじめ、パイプを使った農業
資材を主力に全国へ向けて製造販売していま
す。パイプ車庫の製造は全国トップクラスのシ
ェア。人気のサイクルハウスは洗練されたデ
ザインが幅広い層に好評です。またガーデニン
グと家庭菜園用品店「サンパーク」の運営のほ

わが社の自慢

トータル力を発揮！

宮崎の農林業の未来を切り開くドローンセンター
宮崎の主要産業の一つである
農業。弊社では多角的な目線
で時代を捉え、新たなサービ
スの提供をしています。その
ひ一つがドローン。世界的シ
ェア「DJI」の正規代理店と
して世界有数のドローンを完
備しています。得意とする農
薬散布用ドローンは今後の活用が期待でき、認定資格取得のための
講習会からメンテナンスまでしっかりサポートします。センターに
はDJIの認定資格を取得したスタッフが常駐しているので安心です。

教育、学習支援
サービス業

農業用のビニールハウスやパイプ車庫のほ
か、サイクルハウスを全国のホームセンター
や農協、ネットユーザーへと販売していま
す。魅力は企画から製造までトータルでプ
ロデュースできること。また、
営業から製造、サービスなど、
様々なジャンルの職種がある
ので、自分の特性に適した仕
事をチョイスできます。可能
性を無限に伸ばすことができ
る会社です。

医療・福祉

開発から製造まで
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農業、林業

飼料・肥料の製造、食料品の製造

南国興産株式会社

建設業

■ 所在地／都城市高城町有水1941
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／1973年1月

話／0986-53-1041

■ 従業員／238名

□ ウェブサイト／https://www.nangokunet.co.jp/

□ メール／saiyou@nangokunet.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

命を生かしきる。資源循環型社会を目指して

不動産業
飲食業

牛や豚、鶏、魚などの食肉生産過程では必ず、
脂肪や内臓、骨などの副産物が発生します。南
国興産の仕事はこれらを肥料や飼料、油に再生
するレンダリング事業が中心です。また、平成
14年には国内初の鶏ふん発電ボイラーを設置。
県内の畜糞を24時間体制で処理するとともに、

工 場 で 必 要 な エ ネ ル ギ ー の90 ％ を 自 社 で カ
バーし、燃焼灰も肥料として販売します。資源
循環、環境のために何ができるかを常に考えて
農畜水産分野で様々な事業を展開。「命のすべ
てを生かす」という思いが、利用されることの
なかったものへ付加価値を付けています。

わが社の自慢
医療・福祉
教育、学習支援
サービス業
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何でも聞く姿勢、

挨拶やお礼を大切に
経理の仕事は、現場のことを把握していな
ければ務まりません。だから現場の話を聞
き、理解を深めるように努力しています。
現場外だからこそ見えることもあり、冷静
に正確に仕事を行っていきたい
です。分からないことは何でも
聞く、挨拶をしっかりする、な
ど基本的なことを大切にしてい
ます。そうすると社会人として
成長できると実感しています。

入社後、すべての部門を経験できます
様々な事業を手がける弊社に
は、いくつもの部門がありま
す。 製 品 づ く り に 関 わ る 仕
事、品質管理や総務経理、養
豚、養鰻、機械の修理やメン
テナンスを行う営繕施設もあ
ります。入社後3カ月間の研
修で全ての部門を経験しても
らい、その上で適正を見極め、配属が決まります。他部署との関わ
りで仕事は成り立っており、例えば品質管理の仕事は、担当部署と
付加価値向上の取り組みを一緒に考えることもあります。どの部門
であっても、私たちは、南九州の農畜産業を裏方として支えている、
という自負を持って仕事に取り組んでいます。

農業、林業

自動車用精密部品の製造販売

株式会社ニチワ
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／1973年12月（日南市進出） ■ 従業員／189名

話／0987-27-1311

建設業

■ 所在地／日南市大字上方字大内田1765

□ ウェブサイト／http://www.nichiwa-corp.co.jp

□ メール／r-tsuruta@nichiwa-corp.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

国内全メーカーの車に私たちの部品が使われています
さず、車種やメーカーに合わせた設計・開発が
可能で、高品質な製品を量産できるため、国内
各メーカーの厚い信頼を得ています。「すべて
の人に身近な車だからこそ、良い製品を作る責
任がある」。私たちが作った部品で車が安全に
走ることが、喜びであり願いです。

不動産業
飲食業

ニチワは国内シェア最上位の溶接ナットをは
じめ、ミッション、ブレーキ、エンジンなど
約300種類の自動車用精密部品を製造していま
す。製品づくりでは冷間鍛造技術を駆使し、鍛
造から切削、研削、タッピングなどを一貫して
手がけます。また、自動車業界特有の系列に属

わが社の自慢

人も必ず車好きになる

製品づくりを支える開発部
わが社には鍛造用金型を設
計・開発・製作する開発部が
あり、ニチワの根幹を成して
います。開発者は創る（創造
する）人であり、作業効率、
コスト、耐久性などを一つひ
とつ考慮しながら作業工程を
考えていきます。細かなオー
ダーに対応できるのは、開発の技術と長年の経験があってこそ。い
ずれはこの技術を生かして、航空・医療業界などの異業種分野へも
挑戦したいと考えています。また、家族を交えた球技大会や夏祭り
など全社的なイベントがアットホームな雰囲気をつくり、目に見え
ない部分で部門間のスムーズな連携を支えています。

教育、学習支援
サービス業

お客様と輸送会社の間の調整役が主な仕事。
製品とお客様についてよく知り、コミュニ
ケーション力も必要です。係長として工場
の環境改善にも取り組んでおり、工程の負
担改善について考えています。
自動車づくりは、いつの時代
も魅力のある産業。自分の仕
事が人々の日常生活に生かさ
れていると思うと、仕事への
取り組み方も変わってきます。

医療・福祉

車好きな人はもっと、そうでない
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農業、林業

鶏肉処理加工、種鶏飼育

日本ホワイトファーム株式会社

建設業

■ 所在地／日向市美々津町2277
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／1981年10月

話／0982-58-1111

■ 従業員／490名

□ ウェブサイト／http://www.nhg-seisan4.jp/company/whitefarm.html

□ メール／akihir.watanabe@nipponham.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

生命の恵みを大切に、安心・安全な商品を食卓へお届け

不動産業
飲食業

ニッポンハムグループの養鶏事業として1981
年に設立。青森県、宮崎県、北海道で4事業場
を展開しています。年間6,200万羽の処理を行
い安定的な鶏肉の供給に努めています。そのた
めの種鶏農場から処理工場までの一貫した生産
体制を構築。「安心のための品質」「満足のため

の品質」「感動のための品質」をお客様にお届
けし、食卓にたくさんの笑顔が満ち溢れるよう、
全ての従業員が一丸となり誠実な商品づくりに
取り組んでいます。透明感のある桜色と鶏独特
の臭みが少ない鶏肉『桜姫』のようなオリジナ
ルブランドの開発にも取り組んでいます。

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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福利厚生の充実で

女性が働きやすい職場
入社1年目は、先輩社員がOJTリーダーとし
て付き、マンツーマンで指導してくれます。
また、定期的な面談や階層別研修は、自分
の悩みの解決や能力アップにもつながりま
す。育児休暇制度やリフレッシ
ュ休暇制度、安くておいしい食
堂（工場）など、福利厚生の充
実も自慢です。地元を盛り上げ
ようと日向ひょっとこ夏祭りや
ひょっとこ駅伝にも参加し、団
結力が高まりました。

品質に自信と誇り。真摯な気持ちで向き合っています
宮 崎 食 品 工 場 で は、 契 約 農
場 で 育 て ら れ た 鶏 を1日 に
80,000羽処理・解体してい
ます。農場で大切に育てられ
た一羽一羽に感謝し、「一つ
ひとつ丹念に、ひとつ残さず
チェックする」を信念として
います。解体部門は「衛生的
に、丁寧に、スピーディーに」肉の品質・規格を担う重要な部門の
一つで、各部位のラインには「検品者」を置き、人の眼で一つひと
つチェックしています。安全・ヘルシーで、おいしい鶏肉を求める
消費者の皆様に、安心して食べていただけるように、鶏の生産、鶏
肉の製造体制を今後より一層充実させていこうとしています。

農業、林業

医薬品・医療機器の開発、製造

バクスター株式会社 宮崎工場
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／1969年3月

話／0985-85-7407

■ 従業員／300名

建設業

■ 所在地／宮崎市清武町木原4584-1

□ ウェブサイト／http://www.baxter.co.jp/

□ メール／jinzai_miyazaki@baxter.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

医療の根幹を支える製品で患者さんの命を守る
町の広大な敷地に建つ宮崎工場は、国内唯一の
拠点として人工透析に使われる腹膜透析液を製
造。腹膜透析療法など腎不全治療の領域で世界
トップクラスの医療サービスを提供していま
す。
「患者さんの生命を守る」この使命に導かれ、
あらゆる場所で医療を支え続けています。

不動産業
飲食業

米国バクスターインターナショナルインクは、
世界60カ国に事業所を有し、100カ国以上で
製品を製造販売しているグローバルカンパニー
です。その日本法人企業として、医薬品や医
療機器を中心としたサービスを医療現場に提供
しているのがバクスター株式会社。宮崎市清武

わが社の自慢

チャンスには乗ってみる！

給与、福利厚生が充実。プライベートに余裕が持てます
私たちは人命に関わる「医療」
を支えている、というプライ
ドを持って人材育成を行って
います。世界で初めて腹膜透
析の実用化に成功したパイオ
ニアとして製品開発から疾患
や治療法の啓発活動まで、治
療へのアクセス向上にも取り
組んでいます。「医療」に関わる私たちは、職場環境の健全化にも
取り組んでいます。給与面の待遇はもちろん、有給休暇、看護休暇、
傷病休暇などもあり、福利厚生の基本はグローバルな基準に合わせ
ています。仕事にもプライベートにも充実と余裕が持てる健康な社
員が働く世界規模の企業です。

教育、学習支援
サービス業

当社は、チームワークがよくて働きやすい
職場です。交代制なので私の趣味であるサー
フィンの時間も取りやすく、海に近いこと
も魅力です。これから仕事を探そうとして
いる人には、仕事や職場は入
ってみなければ分からないの
で、機会があればいろいろや
ってみたらいいよ、と伝えた
いです。

医療・福祉

やってみないと分からない。
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農業、林業

建築、鉄骨、橋梁塗装など

株式会社花菱塗装技研工業

建設業

■ 所在地／延岡市大武町39-70（本社・工場）／児湯郡新富町大字上富田字井ノ前2370（新富支店） ■ 設立／1943年1月 ■ 従業員／100名
採用に関する
お問い合わせ

□電

話／0982-34-8228（本社・工場）／0983-33-5515（新富支店）

□ ウェブサイト／http://www.hanabisi.co.jp/

□ メール／hanabi@hanabisi.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

車や建造物は部品の集合体。その一翼をこの手で担う

不動産業
飲食業

自分でつくった部品が、橋や建物の一部や、車
やバイクに欠かせないパーツになるなど、こう
した工業製品に関わるものづくりが、花菱塗装
技研工業での仕事です。延岡市の工場では金属
系を、新富町の工場ではプラスチック系の部品
を主に扱い、塗装技術で耐久性のある美しい製

品を生み出しています。ロボットが工程を担う
作業でも、プログラミングをするのは人。製品
に不具合はないか、検査をするのも人の眼です。
もっと効率的に、良い製品を生み出すためには
どうするべきか。そんな向上心と好奇心が仕事
のやり甲斐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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車好きにはたまらない

新富工場での部品製造
新富工場で、塗装された車のパーツを検査
しています。街中で、自分が検査した部品
の搭載車をみると、喜びがこみあげてきま
す。車には欠かせない部品づくりに貢献し
ていると思うと、うれしいで
すね。この工場には、整備士
の経験者や車製造の工場経験
者もいて、車好きが多い。検
査の工程には女性が多く、資
格取得や育休後の復職もサ
ポートしてもらえます。

車からインフラまで生活を支えるものづくり
どんなに格好良い車でも、部
品が一つ足りなければ製品に
はなりません。どれほど大き
く立派な橋や建物でも、塗装
でメンテナンスをしなければ
傷んでしまいます。このよう
に生活には欠かせない全ての
ものが、多くの仕事の上に成
り立っているのです。その一翼を担う私たちの仕事は地味かもしれ
ません。しかし、そこになくてはならない重要な役割を担っていま
す。そのぶん責任も重い。同時に、知識が広がれば仕事への面白み
も増してきます。こうした技術を学ぶため海外から研修生もやって
きています。ともに成長していきましょう。

農業、林業

フェロニッケル生産

株式会社日向製錬所
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／1956年9月

話／0982-52-8101

■ 従業員／159名

建設業

■ 所在地／日向市船場町5

□ ウェブサイト／http://www.smm.co.jp/corp_info/group_domestic/refining/hyuga/kyoten.html

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

国内第２位のフェロニッケル生産量を誇る
います。社員数は160名程度と決して多くはな
いものの、国内２位のフェロニッケル生産量を
誇ります。社員一人ひとりの力を伸ばし、その
力を十分発揮できる職場環境づくりに取り組ん
でいます。また環境活動として大気汚染、水質
汚濁防止、工場内の緑化にも力を入れています。

不動産業
飲食業

海の玄関口である細島港に面した臨海工業地帯
に、国際的な規模のフェロニッケル製錬設備を
有し、恵まれた立地条件を生かしてステンレス
の原料であるフェロニッケルを生産していま
す。当社は東証一部上場の住友金属鉱山株式会
社の関係会社として、その事業の一翼を担って

わが社の自慢

大切な時間「ブラザー制度」

仕事以外での社員同士の交流
弊社は仕事以外でも社員同士
が交流を深めることができる
よう、社内レクリエーション
の開催や部活動を積極的に推
奨 し て い ま す。 社 内 レ ク リ
エーションは社員が中心とな
っ て 計 画 を 立 て、1年 に3回
ほど開催しています。2018
年はミニバレー大会に始まり、ボウリング大会、餅つき大会と社員
の家族も参加できる催しを企画しました。また部活動ではサッカー
部とソフトボール部が活動しています。中でもソフトボール部は
2018年に九州予選大会を勝ち上がり、全日本実業団大会へ出場す
るなど、近年その実力を着実に高めています。

教育、学習支援
サービス業

弊社には、新社会人としての不安やプライ
ベートなことなど、仕事以外のことでも相
談できる「ブラザー制度」があります。入
社後の資格取得へのサポートも充実してお
り、スキルアップすることで
仕事の幅も広がります。重量
物を扱う作業も多く、安全第
一が求められる仕事だからこ
そ、ブラザー制度で築いた絆
が支えとなり、社員同士の信
頼関係も築けています。

医療・福祉

社会人としての基礎を学ぶ
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農業、林業

産業機械設計・製造

株式会社日向中島鉄工所

建設業

■ 所在地／日向市大字日知屋17148-9
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／1969年4月

話／0982-52-7215

■ 従業員／58名

□ ウェブサイト／http://www.hn-t.co.jp

□ メール／hn@hn-t.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

アイデアと技術で地域の発展につなげるものづくり

不動産業
飲食業

食肉加工工場や醸造工場など製造の現場では、
その工程のためだけにつくられた機械が使われ
ています。こうしたオリジナル性の高い機械を
製造しているのが株式会社日向中島鉄工所で
す。その仕事は設計に始まり、製造、組立、据付、
そしてメンテナンスにまでおよびます。１台の

機械が完成するまでには、常に想像力と創造力
が求められます。試行錯誤しながらベストをつ
くすからこそ、完成したときの達成感は大きい
といえます。アイデアと技術でお客様のニーズ
に応え、生産性や安全性を高めることで、地域
の発展につながる仕事を進めています。

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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文系でも女性でも、やる気が
あればチャレンジできます

“ものづくり”といえば理系分野で、男性中
心の仕事と思われがちですが、そんなこと
はありません。私は文系の出身。企業見学
時に工場で見た働く女性の姿に憧れて就職
しました。最初は失敗ばかりで
したが、やさしく教えてもらえ
たおかげで溶接免許も取得。い
まはレーザー加工機のプログラ
ミングをしています。失敗から
学べる人は技術が身につくと思
います。

社員の手で環境を整え、会社の未来をつくる
仕事の目的とは何か、その本
質はどこにあるのか。広い視
野のなかで自分の役割を確認
し、職務を果たすことが重要
です。こうした視点は業務に
加え、社員が主導するプロジ
ェクトを通しても養われま
す。弊社は間もなく設立50
周年。そこで「未来プロジェクト」と題し、社員の手で会社の未来
をつくろうと奮闘中です。そのほかにも社員が福利厚生を考えたり、
記念誌をつくったり。仕事は生き方とリンクしています。だからこ
そ仕事で自分を成長させ、いきいきと輝いてほしい。人が育つ会社
を目指して、挑戦はこれからも続きます。

農業、林業

加工機械製造

株式会社ヒロセ精工
採用に関する
お問い合わせ

□電

話／0985-30-5806

■ 設立／1988年4月

■ 従業員／24名

建設業

■ 所在地／宮崎市佐土原町東上那珂16079-42

□ ウェブサイト／https://www.hondalock.co.jp/company/hiroseseiko.html

□ メール／nasu@hiroseseiko.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

ものづくりの原点である金型をプロの技術で世界へ

不動産業

株式会社ヒロセ精工は宮崎市佐土原町にあるホ
す。金型とは、同じ形状を作るための金属型の
ンダロックのグループ会社です。ドアミラー、 こと。ヒロセ精工では主に自動車部品の亜鉛、
アウトハンドル、キーセットなどの精密部品か
プラスチック、マグネシウム、アルミニウムの
ら外観部品の製品を造るための金型を、最先端
金型を1,000分の１ミリ単位で造っています。
の加工機械やCAD/CAMを駆使し、設計から 「存在を期待される企業」をモットーに、熱く・
製作・加工・組み立てまで一貫して行っていま
謙虚に日々努力をしている企業です。

飲食業

わが社の自慢

充実できる環境

働きやすい職場環境を整えています
従業員が24人と大きな会社
ではありませんが、技術力の
ある少数精鋭で頑張っていま
す。従業員の個性や意見を尊
重し、チームワークで業務に
取り組んでいます。お客様の
要望に対しても柔軟に対応
し、小回りが利く会社です。
福利厚生面においても、個人の技術向上を図るために、国家技能検
定の資格取得を推奨しており、資格取得までの補助も充実していま
す。休日は基本的に完全週休二日制、5月・8月・12月には７～９
日間の大型連休もあります。

教育、学習支援
サービス業

「技術職の集団」なので、初めのうちはい
ろいろなことを覚えるのが大変でした。し
かし、理解できてくると、図面に書かれた
形が実際に出来上がってくるので、作る楽
しさを感じることができます。
失 敗 す る こ と も あ り ま す が、
先輩のアドバイスやフォロー
をもらいながら真剣に取り組
んでいます。休みも多いので、
自分の趣味にも存分に取り組
める環境です。

医療・福祉
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農業、林業

ビニールハウス製造加工

福栄産業株式会社

建設業

■ 所在地／西都市大字鹿野田11365-2
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／1991年4月

話／0983-43-0121

■ 従業員／63名

□ ウェブサイト／http://www.fukuei-net.co.jp/

□ メール／miyazaki@fukuei-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

ビニールハウスの製造加工で農畜産業を守っています

不動産業
飲食業

「農業は国の宝。国の繁栄は農業から。」を掲げ、
日本の農畜産業をサポートする仕事です。施設
園芸用温室ビニールハウスの設計から製造・加
工・販売、畜舎の施工・販売など農畜産業者が
効率的に生産性高く作業ができるようにハード
面でのサポートをしています。特に施設園芸に

おいては台風や塩害、降雪など、その地域の気
象条件を克服して生産効率を上げることが求め
られています。そのニーズに応えられるような
高品質のハウスを提案・製造・加工・販売し、
生産活動の支援をしています。西都市に本社を
置き、全国を相手に仕事をしています。

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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これからの時代に求められる
未来ある仕事

転職で入社しました。ビニールハウスの製
造・加工・販売はこれからの時代に重要に
なってくると思ったからです。新規就農す
る人、農業を始める民間企業も増えてきて
います。人が生きていくなか
で、農畜産業はなくてはなら
ないものです。その農畜産業
を支えていけるのはとてもや
りがいのある仕事。完成した
ハウスで作物が実ったときは
感動します。

設計から施工まで一貫の生産体制
当社では宮崎の自社工場で、
高品質の資材を生み出してい
ます。設計から施工まで一貫
しているところは数多くあり
ません。お客様の要望をヒア
リ ン グ し、CADシ ス テ ム で
設計立案を提案しながら細か
なニーズに対応しています。
設計完成後は自社工場で製造し、専用のトラックで迅速に運び、施
工します。施工には特に力を入れています。密な測量・基礎工事か
ら組み立て・仕上げ作業まで早く正確な施工が自慢です。全て弊社
で取り行うので、完成後のアフターサービスにも柔軟に対応でき、
お客様から信頼を頂いています。

農業、林業

食品加工製造

株式会社富士製菓
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／1968年12月

話／0985-39-8800

■ 従業員／75名

建設業

■ 所在地／宮崎市芳士境田5-2

□ ウェブサイト／http://www.fujiseika.net/

□ メール／info@fujiseika.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

お客様ニーズに合わせたお菓子づくりは全て一貫製造
ら現在は、大手人気テーマパークのお菓子や、
コンビニで販売されるキャラクター商品のお菓
子なども手がけています。弊社の強みであるレ
シピ・原型・製造機械・道具を全て一貫製造で
行い、お客様のニーズに合わせた商品を作り上
げることで仕事の幅を広げています。

不動産業
飲食業

宮崎生まれの製菓会社ですが、全国へ向けた販
売実績を持っています。弊社は30年以上前か
ら日持ちする業務用のミニ和菓子を作り、出来
立てを急速冷凍処理して発送。各地の割烹やホ
テル、外食チェーン、機内食など幅広い取引先
のメニューに採用されてきました。その技術か

わが社の自慢

作り出すのが魅力

有名テーマパークのキャラクター菓子も手がけて
伝統的な美しい和菓子が弊社
の持ち味ですが、近年はキャ
ラクター事業も需要を伸ばし
ています。有名テーマパーク
のキャラクターをモチーフに
したお菓子製造が可能なの
は、和菓子で鍛えた繊細な技
術があるから。キャラクター
の再現も弊社独自のやり方で忠実に行っています。お客様からの要
望にはしなやかに的確に応え、新しいことにもチャレンジしていく
のが弊社の考えです。現在は、これからの高齢化社会を見据えて、
健康食の製造にも着手。栄養バランスや食欲をそそる作りで喜ばれ
るものを提案していきたいと思っています。

教育、学習支援
サービス業

開発部門に所属し平面図から立体の製造用
のカタを作っています。有名キャラクター
などはイメージを壊さないように気をつか
ったりしますが、世の中にないものを作り
出す仕事は魅力です。実際に
店頭で、私の作ったキャラク
ターのお菓子などが買われる
のを見るとうれしいですね。
お客様の要求に応え、さらな
る挑戦をしていきたいです。

医療・福祉
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農業、林業

チタン酸バリウム製造

富士チタン工業株式会社 日向工場

建設業

■ 所在地／日向市日知屋16863-10
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／1936年3月

話／0982-56-0029

インターンシップ制度／無し

■ 従業員／180名

□ ウェブサイト／http://www.fuji-titan.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

「粉体のスペシャリスト」は産業・社会の発展に貢献

不動産業
飲食業

日向工場ではチタン酸バリウムという白い粉体
を生産しています。チタン酸バリウムは当社
のユーザーである積層セラミックコンデンサ
（Multi-Layer Ceramic Capacitor以下MLCC）
メーカーのもとで成型、焼成されMLCCが生産
されています。MLCCは電気を蓄えたり、放出

したりする電気回路には不可欠なもので、パソ
コンやスマートフォン・テレビなどのあらゆ
る電気製品に搭載されています。独自の技術を
ベースに「粉体のスペシャリスト」として事業
活動を展開し、産業・社会の発展に貢献してい
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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「イキイキ、ハツラツ」と

仕事に集中できる環境です
お客様の要望を叶えるため、今よりもより
良い方法がないかを研究しています。女性
が活躍できる場面も多く、後輩とのコミュ
ニケーションも大事にしています。様々な
仕事に対応できるよう、仕
事の範囲は広く横断的な内
容 に な る こ と も あ り ま す。
重要な仕事を任せられるこ
とも多く、上司へのホウレ
ンソウ（報告・連絡・相談）
は徹底しています。

市場を先取りした高機能、高性能材料の探求に取り組む
チタン酸バリウムも生産拠点
は、日向市のほかに神奈川県
平塚市にもあります。近年の
スマートフォンなど電子機器
の小型化・高機能化や自動車
のハイブリット化、さらに電
気自動車の普及により、チタ
ン酸バリウムの需要が高まっ
ています。このため2019年4月、商業生産を目標に延岡市に延岡工
場を新設します。海外市場に向けても積極的に活動を展開しており、
次世代をにらんで酸化チタン、チタン酸バリウムで培った独自の微
粒子製造技術をもとに、新規機能性材料の研究・開発を加速化させ
ています。

農業、林業

印刷

藤屋印刷株式会社
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／1949年3月

話／0982-52-7171

■ 従業員／37名

建設業

■ 所在地／日向市本町7-15

□ ウェブサイト／http://www.fujiya-p.jp

□ メール／info@fujiya-p.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

「伝えたい、知ってほしい」お客様の思いをかたちに
リーペーパー『Kirei』やお部屋探しの情報誌
『CHINTAI』 な ど も 発 行 し て お り、 印 刷 物 と
Webを使っての新しい情報発信にも取り組ん
でいます。社内で制作できるものであればそれ
をかたちにすべく、老舗の企業ながら印刷物の
枠を超えた新たな挑戦も続けています。

不動産業
飲食業

「伝える力で 人に元気を 街に活気を」をモ
ットーに創業69年。地域に根差した印刷会社
として名刺やパンフレット、オリジナルTシャ
ツ、ラッピングバス、電子ブックなど、数多く
の商品づくりを通してお客様の要望にお応えし
ています。宮崎県北部を中心に配布しているフ

わが社の自慢

合わせて考え、叶えます

地域に密着した企業だからこそできること
自社で企画や取材、そして制
作まで手がける『Kirei』は宮
崎県北部のフリーペーパーと
し て、 今 年 で 創 刊11周 年 を
迎えました。地域に密着した
企業としてできることを、と
の思いで始めた『Kirei』は店
舗情報やイベント情報、求人
情報などを掲載し、常にお客様の声に耳を傾け、スタッフ全員で丁
寧で読みやすい誌面づくりを心がけています。お客様の話をしっか
りと聞くこと、お客様が求めていることを探ること、を日々大切に
し、今後はカタチになっていない商品の企画も行いたいと考えてい
ます。

教育、学習支援
サービス業

数多くの商品を取り扱っていることもあり、
お客様の要望に合わせた提案は無限大です。
そのため、様々な部署と連携し提案するの
でチームワークが必要とされます。毎週月
曜日の朝礼時に３つの目標を
社員全員で読みあげていま
す。声に出して読むことで、
意思疎通が図られチーム力も
高まってきました。お客様の
夢を叶える使命感あふれる職
場です。

医療・福祉
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農業、林業

養鶏業、
鶏卵加工販売

フュージョン株式会社

建設業

■ 所在地／都城市高城町穂満坊1001-1
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／2008年6月

話／0986-58-6300

■ 従業員／150名

□ ウェブサイト／http://www.amusegroup.jp/

□ メール／fusion@amusegroup.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

高品質・低価格を実現する卵の「総合商社」

不動産業
飲食業

食卓に欠かせない卵には、安心・安全はもちろ
効率化、省力化を図りながら、パッキングまで
ん、品質の良さと安定した価格が求められます。 卵に一度も人の手が触れないほどの衛生・品質
フュージョンの鶏卵生産量は九州最大級。良い
管理を徹底し、消費者のニーズに応える製品づ
ものを安く提供することをモットーに、種鶏、 くりを行っています。農畜産業にとどまらず、
ふ化、育成、採卵、パックまで一貫生産。養鶏 「製造業」と名乗る同社。そこに、食に関わる
場やパック工場には最新設備を導入して作業の
会社としての自信と心構えが表れています。

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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新人でも、目標を持って
働ける職場です

全国の大手企業から卵の注文を受け、発送
する仕事をしています。この会社は、業界
全体のことを考えてチャレンジを続ける先
進的な雰囲気が魅力でした。新人の意見で
もしっかり聞いてくれて、挑戦
する機会を与えてくれます。そ
して、行動や結果に見合った評
価をしてくれます｡ 就職活動時
期は一生を決める大事な時期で
す。納得できる会社を選んでく
ださい。

将来設計を考えたステップアップ、研修制度
社員はレベルによって、一般
社員、マネージャー、トップ
マネージャーの３つに分けら
れています。独自のステップ
アップ制度があり、部署によ
って異なりますが早い人は５
年でマネージャーになる人も
います。入社３年目には、結
婚や子育て、社会保障制度を含めた自らの将来設計を行いながら考
える研修を実施します。わが社は、管理職の４割が女性。30代の女
性工場長もいます。性別、年齢、国籍関係なくチャンスがあり、活
躍できる職場環境が整っています。

農業、林業

各種省力化自動機械設計製造,各種治工具製作

プロマ精工株式会社
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／1958年4月

話／0986-27-5170

■ 従業員／40名

建設業

■ 所在地／都城市高木町7072-1

□ ウェブサイト／www.proma.co.jp

□ メール／info@proma.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

期待以上の製品をつくるため、対応力の高い人材を
客の要望に応えること。コストダウン効果、耐
久性の良さなど様々な付加価値が求められるた
め、多様な仕事に対応できる能力が必要。その
ための人材育成に力を入れます。若手社員には
月に一度の面談を行い、困り事を解消。一人ひ
とりの社員と向き合って成長を支えます。

不動産業
飲食業

自動車や航空機の部品、半導体などを生産する
ための自動機械をつくるのがプロマ精工の仕
事。設計・製造から組立、設置まで手がけ、機
械の制御設計、配線、プログラムも行います。
国内だけでなく、海外企業からの仕事も請け
負っています。重要なのは、納期内に確実に顧

わが社の自慢

社会の役に立つ喜び

充実の機械設備とダイナミックな仕事
様々な分野の機械をつくって
いるわが社には、大型機械設
備が充実しています。例えば、
2ｍ×6ｍのものを加工でき
る五面加工機などです。仕事
に合わせて様々な機械が揃っ
ているので、機械好きな人に
は魅力的な職場です。一つの
機械を製作する上では、設計前から出荷や納入先のことを考えて取
り組みます。組み立てたものを解体した後、１カ月かけて納めるほ
どの大型機械もあります。このような、100tクラスの大きな機械を
組み立てられる工場も完備しています。

教育、学習支援
サービス業

機械加工は、気温や気候で変わる機械の状
態を見極める、溶接はひずみを考慮して行
うなど、経験の積み重ねが大事な仕事です。
自分の工程だけでなく、次の工程を考えて
仕事を行います。図面と同じ
ものが、思い描いていた精度
で出来上がった時、人の役に
立つものをつくっているとい
うやりがいを感じます。もの
づ く り が 好 き な 人 に と っ て、
とても面白い仕事です。

医療・福祉

描いたものがかたちに。
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農業、林業

自動車部品製造

丸栄宮崎株式会社

建設業

■ 所在地／宮崎市佐土原町東上那珂17870-17
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／1993年7月

話／0985-30-5215

■ 従業員／259名

□ ウェブサイト／http://www.

marueimiyazaki.jp/

□ メール／marumiya3900@marueimiyazaki.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

技術を磨き、次代に貢献できるものづくりを追求する

不動産業
飲食業

自動車は、最先端の技術を搭載してつくられる
工業製品の一つです。そのため、使用する精密
部品には新しい技術が注ぎ込まれています。そ
んな精密部品を製造しているのが丸栄宮崎で
す。愛知県に拠点を置く大手メーカーとタッグ
を組み、「冷間鍛造」や「CNC旋盤」という丸栄

が誇る技術を駆使して、難しい製品の製造にも
対応しています。加えて、生産性を上げるため
の装置やロボットの開発にも着手。発想をかた
ちにする事業も展開しています。工業系の技術
を学んだ人、ものづくりが好きな人にとっては、
ワクワクする職場環境といえそうです。

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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サークル活動を通して

社員同士の仲も深まります
サークル活動が盛んな会社なので、野球を
続けたいと思う私にとっては最適でした。
目標は県大会優勝！ とはいっても、野球
初心者の仲間もいるので、和気あいあいと
楽しんでいます。フィッシング
や手芸など趣味のサークルも
あって、充実したプライベート
が過ごせますよ。人間関係がい
いから、仕事でのコミュニケー
ションもよく、働きやすい環境
です。

働きやすさナンバーワン企業を目指して
働きやすい環境づくりに力を
入れています。仕事が終われ
ば、トレーニングルームや屋
外コートで汗を流したり、社
員専用バーでの交流会で盛り
上がったり。仕事仲間と自由
にオフの時間を楽しむことが
できます。社員食堂の料理も
好評です。夏祭りなど、家族や友達を連れて楽しめるイベントも充
実。誕生日にはプレゼントが、クリスマスにはケーキが、社員一人
ひとりに贈られます。格安で泊まれる施設もあり、社員もよく利用
しています。また、女性社員の産休・育休取得率は100％。長く安
心して働ける環境が整っています。

農業、林業

金属部品鍍金

ミクロエース株式会社
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／1952年11月

話／0985-25-4698

■ 従業員／100名

建設業

■ 所在地／宮崎市花ヶ島町京出1411-1

□ ウェブサイト／http://www.micro-ace.co.jp/

□ メール／takahara@micro-ace.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

電子部品から航空機関連まで「めっき」の全国屈指企業
ップ部品への高精度表面処理や高耐食性表面処
理の技術を独自に開発。用途に応じて金属の表
面を改質させ、高耐食性、耐摩耗性、抗菌性、
硬度などあらゆる機能を備えた素材へと進化さ
せています。技術と品質の高さは全国屈指で、
業界をリードしている企業です。

不動産業
飲食業

最新のスマートフォンに搭載される電子部品か
ら半導体装置部品、自動車関連部品、航空機部
品など様々な金属部品の表面処理（めっき）を
手がける会社です。「めっき」とは固体表面上
に金属皮膜を成膜させることで新しい機能を持
たせる技術のことです。ミクロエースは電子チ

わが社の自慢

仕事にやりがいを感じて

技術開発力で国内最高レベルの仕事を推進
当社の強みは技術開発力で
す。常に研究開発を進め、業
界をリードする開発提案型の
企業です。生活に欠かせない
重要な部品を扱う仕事です。
当社では、ユニークな発想と
アイデアを生み出すことので
きる人、常に新しいものを求
め続け、最後までやり遂げる強い意志のある人、探究心が旺盛でも
のづくり・研究が好きな人を求めています。一緒に最高レベルの仕
事をしませんか？

教育、学習支援
サービス業

私たちの身の回りにはたくさんのめっきが
あります。スマートフォンの中の電子部品
や自動車、航空機部品など目には見えない
場所ですが、製品を使うためには欠かせな
い技術です。そういうものを当
社で作っています。私は新しく
立ち上がる機械ラインの工程づ
くりや工程の改善をする業務を
しています。自分が造った工程
で部品が出来上がった時の達成
感にやりがいを感じています。

医療・福祉

身の回りのものを造る
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農業、林業

食肉加工、製造

南日本ハム株式会社

建設業

■ 所在地／日向市財光寺1193
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／1960年9月

話／0982-54-4186

■ 従業員／580名
□ ウェブサイト／http://www.minami-nipponham.co.jp

□ メール／soumujinji2.mnh@nipponham.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

確かな品質で
「食べる喜び」を届けています

不動産業
飲食業

枝肉およびカット肉製造を目的とし1960年に
創業。現在では、ハム・ソーセージ、規格肉、
調味料、惣菜など多くの事業を展開。会社を代
表する商品「薫の詩（うた）ウインナー」をは
じめ、独自の炭火焼商品などを全国で販売し
ています。
「OPEN品質～開かれた食品づくり

～」を推進、お客様の声を聞き、商品やサービ
スに生かしています。栄養成分7項目について
ISO17025を取得。近隣企業の商品の各種試験
も行っています。地域密着型の教育支援活動に
も参加、そうした活動が認められ「第8回キャ
リア教育アワード」優秀賞を受賞しました。

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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安全性を求める職場に必要な
コミュニケーション力

工場内で使用する原材料や製造する商品な
どについて検査を行い、安全性を確認して
います。最近は社外からの依頼もあり責任
の重要度がさらに増しています。チーム力
が と て も 大 切 で、 コ ミ ュ ニ
ケーション力を求められる職
場です。社会人としての基礎
は研修でしっかりと学べ、フ
ォローアップ制度で不安や悩
みもすぐに解決できるので業
務に集中して取り組めます。

個々のレベルアップが食の安全と安心につながる
産業界による優れた教育支援
活動を表彰する第８回キャリ
ア教育アワードにて、「大企
業の部 優秀賞」を受賞しま
した。日本ハムグループの研
修にも参加でき、さらなるス
キルアップもできます。定着
支 援 と し て 入 社3年 ま で は、
毎年立てる目標の振り返りや面接、悩みや相談などに応じるフォ
ローアップ制度をとっており、その結果、定着率は80％以上となっ
ています。育児休暇制度の取得は100％、子どもが小学生までは短
時間労働が可能など、労働時間の管理や改善にも積極的に取り組ん
でいます。

農業、林業

食肉加工品製造販売、冷凍野菜の製造

株式会社都城くみあい食品
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／1987年9月

話／0986-64-2145

■ 従業員／155名

建設業

■ 所在地／都城市山田町中霧島3500-7

□ ウェブサイト／http://miyakonojyo.ja-miyazaki.jp（JA都城）

□ メール／kumisyok@cvn.bbiq.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

宮崎県産の安心感を届けるため食品製造を追求
の食肉加工品、ほうれん草や里芋などの冷凍野
菜、野菜ジュース用ピューレなどの農産加工品
を製造しています。食という、命と生活の基本
を支える立場として、消費者が安心して食べら
れる製品を作り、販売まで一貫して行うことで、
地域農業の振興や発信にも貢献しています。

不動産業
飲食業

国産食品のニーズが高まり続けるなか、人気の
高い宮崎県産・九州産の肉や野菜。その理由は、
おいしさはもちろん、安全性への信頼があるか
ら。全国有数の畜産地域である都城で、JA都
城の関連会社として都城産、宮崎県産の原料を
中心とした生ハム、ウインナー、ベーコンなど

わが社の自慢

許されない

工場見学を随時受付。驚きの冷凍技術を間近で
農産加工を行う志和池工場を
メインに、工場見学を随時受
け付けており、学校などの団
体様から依頼を頂いています。
見学では、出来上がったばか
りの生ハムやウインナー、冷
凍ほうれん草などの試食も好
評です。製造の工程を初めて
見るという人は多く、特に野菜を何度も洗浄して選別し、それらが
一瞬にして冷凍される工程に驚かれます。現場担当者が直接対応い
たしますので、ぜひ一度、気軽に製造現場へお越しください。

教育、学習支援
サービス業

冷凍野菜などの品質管理では、細菌の検査
や製造ラインの管理など仕事は多岐にわた
ります。食の安全を確保するため、「食べも
のを作っている」という意識を常に持ち、
安全基準を絶対に守るとい
う強い意志を持って取り組
んでいます。個人の能力を
見極め、大きな仕事も任せ
てもらえるのでやりがいは
大きく、スキルアップがで
きる会社です。

医療・福祉

「これぐらいでいいだろう」
は

125

農業、林業

焼酎製造販売、ホール運営、通信など

建設業

■ 所在地／都城市乙房町2887-1

株式会社都城酒造ホールディングス
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／1956年

話／0985-20-9130

■ 従業員／325名
□ ウェブサイト／http://www.ms-c.co.jp/

□ メール／y-niina@ms-c.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

こだわりのない柔軟思考で焼酎の販路を拡大

不動産業
飲食業

都城酒造は、都城市に本社を置く焼酎メーカー。
昭和31年の創業以来、「良いものをより安く」
をモットーに、看板商品「あなたにひとめぼれ」
など原料の異なる数多くの種類の焼酎を生産し
ています。おいしい焼酎を安価で提供できるよ
うに、低コストで製造する独自の製法を追求。

製造過程の産業廃棄物を地域の畜産業に再利用
するなど、環境にやさしいものづくりにも取り
組んでいます。新規事業展開のため2012年に
会社をホールディング化し、焼酎や食品をはじ
め今後も柔軟に魅力的な商品開発に努めていき
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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前向きに行動して、

やりたいことをやる！
企業合同説明会などでいろいろな情報を仕
入れ、たくさん人に会うことをすすめます。
会社は入ってみなければ分かりません。そ
こでどれだけ頑張れるか、社内での信頼関
係を作れるかを見極めてくだ
さい。最終的に決めるのは自
分です。やりたいことをやっ
てください。

スピード感あり！ 上層部は現場の声をくみ取る
現場と上層部との距離がとて
も近く意思疎通がスムーズ。
現場の声をくみ取ってくれま
す。1年間を通して会社全体
のさまざまなイベントが行わ
れており、他部門との交流が
できるのも魅力。グループ会
社では携帯電話販売や飲食
店・雑貨店の経営、野菜の生産販売、小規模ホールの運営など多種
多様な事業運営を行い、社会貢献の幅をますます広げ、地域のみな
さんに喜んでいただける事業を展開しています。家庭１軒1軒に焼
酎をお届けしていた原点に立ち返り、地域とのつながりを大切にし
ています。

農業、林業

製材、木製品製造

都城木材株式会社
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／1940年10月

話／0986-38-1500

■ 従業員／84名

建設業

■ 所在地／都城市吉尾町758-1

□ ウェブサイト／http://www.m-mokuzai.co.jp

□ メール／m.mokuzai.saiyo@gmail.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

宮崎の木を熟知して最大限に生かす。信頼される製品に
強度や美しさが求められるなか、品質を高める
ため力を入れるのが乾燥の工程。50機以上の
乾燥機を駆使し、用途に応じた乾燥を施します。
山の仕事、機械のオペレーター、生産管理、企
画、営業など仕事は多岐にわたります。それぞ
れの社員が特性を発揮して働いています。

不動産業
飲食業

製材とは利用しやすく加工することにより、木
に価値を与えていく仕事です。都城木材は伐採
から手がけ、住宅構造材などの建築資材を作り
ます。大切にしているのは、エンドユーザー（最
終消費者）である住まい手に喜ばれる製品を作
ること。現代の住まい環境や建築様式に合った

わが社の自慢

大切にして自分を高めたい

住まい手が見学に来る森と工場
工務店と施主さんが工場や森
林の見学に来られることを、
私たちは歓迎しています。施
主さんにとって、自分の家と
なる木材がどこで育ち、どの
ように加工されるのかを知る
ことができる貴重な機会だか
らです。スギの生産量日本一
の宮崎県。木を育てて山に還元し、未来につなげていくことも私た
ちの大切な仕事です。森林と木材に触れて森づくりに関心を寄せて
もらえることは喜びであり、私たちの仕事に安心感と信頼を持って
もらえることは誇りです。製造からお客様との関わりまで、一貫し
て携われることはこの仕事の醍醐味です。

教育、学習支援
サービス業

会社の熱い思いに惹かれて入社しました。
機械の操作を覚え、リフトの免許も取得。
現場の方たちとコミュニケーションを取り、
仕事を一つずつ覚えてきました。工場がと
てもきれいで環境整備が整っ
ており、気持ちよく働けます。
やりたいという気持ちさえあ
れば、男女関係なく活躍でき
る会社です。幅広い年代の方
たちと仕事ができるのも楽し
い職場ならではです。

医療・福祉

仲間や業者の方との関わりを
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農業、林業

カメラ製造

宮崎キヤノン株式会社

建設業

■ 所在地／児湯郡木城町大字高城4308-1
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／1980年1月

話／0983-32-2233

■ 従業員／1071名

□ ウェブサイト／https://miyazaki.canon/index.html

□ メール／tabu.tsubasa@mail.canon 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

宮崎で生産されたカメラを世界へ発信

不動産業
飲食業

県の誘致企業として1980年に木城町で操業を
開始し、2017年にキヤノン株式会社の100％
子会社となりました。キヤノンのフィルムカメ
ラの生産からスタートし1993年からはインク
ジェットプリンターを、2001年からはデジタ
ルカメラを生産しています。現在はデジタル一

眼レフカメラの「EOS」シリーズを生産。「『安
心』と『感動』を商品とサービスを通して届け
る」を理念に、部品の調達から実装・組み立て・
梱包まで一貫生産しています。学歴、経験等は
関係ありません。何事にもチャレンジし頑張る
人を求めています。

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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働きやすく、キャリアアップ
できる職場

私は転職で入社しました。今はカメラを仕
上げるまでの業務計画を立てる仕事をして
います。この地からカメラを世界へ届けて
いるという責任感と自負を持って仕事にあ
たっています。休みもしっ
かり取れ、ノー残業デーも
あるので家族との時間も充
実して過ごせます。また研
修制度や資格取得制度が整
っているので、キャリアッ
プしていける会社です。

宮崎から世界へ新たなる挑戦を続ける会社
弊社は2019年に高鍋町に新
工場が完成します。これまで
38年にわたり培ってきたカ
メラの知識や技術を駆使し、
さらなる発展に向けて挑戦し
ていきます。宮崎から世界へ
キヤノンの製品を発信してい
きます。また、当社ではワー
クライフバランスの充実を図り、社員が働きやすい環境づくりが整
っています。
年間の休日は124日を設定。
年末年始、
ゴールデンウイー
ク、夏休みには長期休暇が取れ、土曜・日曜日は完全に休めるよう
にしています。仕事だけでなく休日ライフも充実できるようにして
います。

農業、林業

飲料水製造、農産物加工

宮崎県農協果汁株式会社
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／1973年12月

話／0983-27-1111

■ 従業員／400名

建設業

■ 所在地／児湯郡川南町大字川南20016-3

□ ウェブサイト／http://www.kajyu.co.jp/

□ メール／s_kawano@kajyu.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

川南町から大企業に負けない大ヒット商品を！
国有数の農業県である宮崎県の安全・安心な原
材料をもとに、「健康」と「おいしさ」を届け
ている会社です。若い力が大勢活躍し、毎年新
しい飲料の企画、開発、広告戦略も行っていま
す。また部活動が盛んで、野球やバレーなど、
多くの従業員が楽しく活動しています。

不動産業
飲食業

宮崎県内ではお馴染みの「サンA」ブランドの
清涼飲料水メーカーが宮崎県農協果汁です。県
内のみかん農家の経営安定のために設立されて
45年。徹底した衛生管理と優れた技術力が高
く評価され、現在では国内の誰もが知る大手
メーカーの飲料水も多数取り扱っています。全

わが社の自慢

成長しています

社員食堂が300円で食べ放題！
毎日100人程度が利用する社
員食堂は、１食300円でバイ
キング形式の昼食がおかわり
自由の食べ放題です。毎日メ
ニューが変わり、１週間に１
回は丼ぶりや麺メニューが入
り、季節限定メニューも定期
的にあります。チキン南蛮や
冷や汁、辛麺など宮崎ならではのメニューもあります。300円とい
う安い値段で好きなおかずをお腹いっぱい食べることができます。
食堂には工場の従業員が集まるので、他部署の従業員との交流の場
にもなっています。食堂で美味しいご飯を食べ、午後からの仕事の
活力にしています。

教育、学習支援
サービス業

学生時代は食品科学科でパンやジャム、乳
製品を使った飲料水などを作っていました。
食品に関わる上で衛生面や確認作業など学
生時代に学んでいたことが今、役に立って
います。社会人になるとた
くさんの人との交流がある
ので、挨拶など人として基
本的なことは大事。日々成
長している途中です。

医療・福祉

仕事をしながらまだまだ
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農業、林業

航空機内装品の製造

株式会社宮崎ジャムコ

建設業

■ 所在地／宮崎市田野町甲7320（第一工場）／宮崎市田野町甲8136-7
（第二工場） ■ 設立／1990年3月
採用に関する
お問い合わせ

□電

話／0985-64-6022

■ 従業員／225名

□ ウェブサイト／http://www.miyazaki-jamco.co.jp

□ メール／miyazakijamco_saiyo@jamco.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

快適で安全な空の旅を内装技術で支える

不動産業
飲食業

エアバスなどの旅客機には、様々な内装品が装
備されています。特にシートは安全性に加え、
デザイン性や快適性など多くの機能が求められ
るもの。なかでも、品質の高さが要求されるビ
ジネスやファーストクラスのシートを製造する
のが、ここ宮崎ジャムコです。世界を納得させ

る高品質のカギは、全工程を貫く丁寧な手作業
にあります。工程ごとにチームを組み、不具合
が見つかれば模索しながら改善。多くの技術を
結集して、大切な一台を生み出します。航空機
の生産台数は増加を続けているため、宮崎ジャ
ムコの活躍の場も広がりそうです。

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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仕事に没頭できる環境。

コミュニケーション力も大切
航空機のシートは命に関わるため、つくり
手の責任も重大。厳しい検査にパスしなけ
れば出荷できません。だからこそ完成した
ときの達成感は大きく、モチベーションも
アップ。なにより、ものづく
りが好きな人には楽しい職場
です。チームで製作に関わる
ため、コミュニケーション力
も重要。図面が英語で書かれ
ているので、英語が好きな人
にもオススメです。

楽しく仕事をするための職場環境が整う
仕事は、させられるものでは
なく、楽しむもの。それがわ
が社の精神。そのため、社内
でイベントが開催されたり、
クラブ活動があったりと、社
員同士の交流が盛んに行わ
れ て い ま す。20代、30代 の
若 い 社 員 が 多 く、 コ ミ ュ ニ
ケーションがとりやすい環境も魅力です。福利厚生も充実。休日が
年間124日以上とれるため、趣味が旅行という社員も多くいます。
品質管理や検査など女性の活躍が光る部署や、設計や図面修正で３
DCADを使う部署など、理系文系を問わず自分の強みを生かして長
く働ける職場環境が整っています。

農業、林業

食品製造業
（自然食品、健康食品、ペットフードなど）

宮崎食研有限会社
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／1986年1月9日

話／0985-41-0801

■ 従業員／16名

建設業

■ 所在地／宮崎市大字糸原4727

□ ウェブサイト／shokken.net

□ メール／tobita@tema551.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

宮崎の食材にひと手間加えておいしい感動を皆様へ
手デパートなどに拡大予定。宮崎産の安心・安
全、こだわりのある商品に魅力を感じたショッ
プやバイヤーによって国内外へと広がっていま
す。弊社の強みでもある加工技術に加え、きめ
細かなサポートを生かして生産者と一緒に新た
な商品開発に邁進していきます。

不動産業
飲食業

食の宝庫である宮崎の食材を使った加工品の企
画から開発、販路までプロデュースしています。
ヒット商品の「てまごこちカレー」やパパイヤ
のお茶、ジャムや調味料などバラエティ豊富な
加工品を生み出してきました。販路も宮崎ブー
ゲンビリア空港や県内各地の道の駅、全国の大

わが社の自慢

好きな方なら大歓迎！

地域密着でアットホーム。地元にも貢献
世界に誇るべき、滋味豊かな
宮崎の食材。そんな農産物に
付加価値をつけて新しい商品
を生むのが宮崎食研の仕事で
す。生産者が思い描く加工品
の実現に向けて、蓄積してき
た加工技術を積極的に外部と
シェアし宮崎の食文化を世界
へと発信しています。生産者と消費者をつなぎ、安全で安心な「て
まごこちオリジナル」を生み出すお手伝い。当社では製造から企画
開発、事務、販路拡大まで幅広い業務があり、適性にあった職務で
頑張ることが可能です。

教育、学習支援
サービス業

生産者が育てた農産物を余すことなく使い、
レシピ開発者らとチームを組んで技術やア
イデアを駆使して作る。出来上がったとき
の感動はほかでは味わえません。素晴らし
い生産者と食材との出合
い、 そ こ か ら 生 ま れ る ス
トーリーを紡ぐことで宮崎
の可能性を掘り下げること
ができるのです。可能性を
飛躍させるチャンスを宮崎
食研でみつけませんか？

医療・福祉

宮崎が好き、食べることが
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農業、林業

精密機械器具製造

宮崎日機装株式会社

建設業

■ 所在地／宮崎市高岡町高浜1495-63
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／2017年3月

話／0985-82-5600

■ 従業員／172名
（2018年12月現在）

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

□ メール／miyazaki-saiyo@nikkiso.co.jp インターンシップ制度／検討中

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

日機装グループの製造基幹拠点として事業展開

不動産業
飲食業

宮崎日機装は、日機装グループの製造基幹拠点
として2018年10月に竣工しました。宮崎日機
装は、エアバス社やボーイング社をはじめとす
る世界中の民間航空機に導入され、世界シェア
90%以上を誇る「カスケード」、世界でも2社
しか作ることのできない液化天然ガス（LNG）

移送用特殊ポンプ「クライオジェニックポンプ」
など、極めて専門性の高い製品を製造します。
日機装グループで最大の拠点となる宮崎日機装
への期待はとても大きく、グループ全体を牽引
する基幹拠点として事業を展開していきます。

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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宮崎から世界へ !

若い世代が

つくる宮崎日機装の未来

私自身が大切にしていることは、人との繋
がりやチームワークです。日頃から従業員
同士でコミュニケーションが取れていると、
社内全体で一体感が生まれ、結果として業
務の効率化にもつながりま
す。現在、当社従業員の平
均年齢は約30歳。職場全体
が 活 気 に あ ふ れ て い ま す。
宮 崎 日 機 装 一 丸 と な っ て、
今後は世界を舞台にさらに
躍進してまいります!

美味しいメニューを低価格で楽しめる社員食堂
当社の社員食堂には従業員の
健康を考え、地元宮崎の食材
をふんだんに使用したメニ
ューが揃っています。ハロウ
ィーンやクリスマスシーズン
になると、季節に合わせた特
別メニューや食堂全体の装飾
もあり、従業員は毎日のお昼
休憩をとても楽しみにしています。福利厚生の一環で会社が費用を
半額負担していることから、どのメニューも非常にリーズナブルな
値段で食べることができます。また、社員証をかざすだけで精算を
することができるシステムや、24時間利用可能な無人コンビニがあ
るのも魅力です。

農業、林業

食肉製造販売、
レストラン

株式会社ミヤチク
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／1981年8月

話／0986-62-2901

■ 従業員／730名

建設業

■ 所在地／都城市高崎町大牟田4251-3

□ ウェブサイト／http://www.miyachiku.jp

□ メール／watanabe@miyachiku.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

宮崎ブランドの品質と信頼を高め続けるために
内外でレストランを運営しています。食肉加工
の現場である工場では衛生面と技術面でより高
い水準を目指しており、緊張感と熱気を帯びた
工場内には社員の高い意識がみなぎります。
「安
全で高品質なお肉を多くの人に届ける」という
志を一つに仕事に取り組んでいます。

不動産業
飲食業

生産者が大切に育てた牛・豚を安心安全な肉や
ハム・ソーセージに加工。世界的にも知られる
ようになった「宮崎牛」をはじめ、「宮崎ブラ
ンドポーク」「農村協働工舎」のブランド名で
全国に商品を届けています。また、本県の農畜
産物をPRし宮崎ブランドを確立するため、県

わが社の自慢

という向上心を常に

多様な職種がつながってお肉を届けます
様々な職種があるのが、弊社
の特徴です。工場での技術職、
レストランのシェフや接客、
経理などの事務、営業、企画、
販売など多岐にわたります。
宮崎牛は海外へも輸出してい
るので、営業の仕事には海外
出張があることも。仕事の幅
が広いので、いろいろな仕事を経験することもできるし、技術職の
ように一つの仕事を極めることもできます。どの職種であっても、
一つの武器を持っていると強みになり、自分を生かすことができま
す。チャレンジの場が広がっている職場です。

教育、学習支援
サービス業

豚のカッティングを行う技術職です。先輩
方の指導のもと、技術を競う大会に出場し
全国3位になったことは、大きな自信につ
ながりました。誰よりもいい仕事をしたい。
先輩も後輩も皆がライバルです。
今は指導する立場になり、会社
全体の技術レベルが上がること
にやりがいを感じています。ス
タート地点は皆同じ。何にでも
チャレンジして自分を高めてく
ださい。

医療・福祉

「誰よりもいいものを作る」
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農業、林業

建築金物の製造

株式会社メタル・テクノ

建設業

■ 所在地／都城市山田町中霧島4143-6
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／2001年6月

話／0986-64-3101

■ 従業員／55名

□ ウェブサイト／https://metaltechno.com

□ メール／ooyama@metaltechno.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

女性も活躍。建物の表情を決めるオーダーメイド製品

不動産業
飲食業

サッシや手すり、パネルは建物の印象を決める
「顔」の部分。これらを専門に、全てオーダー
メイドで設計から製造、設置工事までを一貫し
て行う、県内でも数少ない会社です。設置場所
は九州一円の空港、駅などの公共施設からホテ
ル、商業施設など大きな建物が中心。クライア

ントに納得してもらい、多くの人に利用される
製品が後世に形として残ることが、大きな自信
と誇りになる仕事です。近年は女性技術者の登
用に力を入れており、設計や製造の現場で活躍
しています。男女関係なく、子育てしながら働
ける環境づくりにも取り組んでいます。

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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仕事の幅が日々

広がっていく面白さ
ものづくりに携わりたくて、畑違いの学科
から入社。先輩方の指導により、不安なく
仕事をしています。素材やデザインなど、
毎回作るものが違うので、日々仕事の幅が
広がっていくのが楽しいです。
また、一人でできる仕事はな
く、工場全体で製品を作って
いくので、スピードと正確さ
が求められます。こうして出
来上がった製品が出荷されて
いく時は感無量です。

「止水板」で地域防災に貢献していきます
わが社の製品で需要が高まっ
ているのが、止水板です。こ
れは台風や豪雨などによる自
然災害が増えていることから
開発した防災設備です。増水
時に建物の入口部分に設置す
ることで水の浸入を防ぎ、施
設や商品、電子機器などを守
ります。設置箇所の形状や寸法に合わせて製作が可能で、設置も簡
単なのが特長です。近年、防災意識が高まる中、わが社の技術が日
本全国で防災の役に立てればと考えています。また、自動ドア装置
の販売・施工、機能性セラミックスの製造など、新事業にも積極的
に取り組んでいます。

農業、林業

製材、建築資材小売

持永木材株式会社
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／1960年1月

話／0986-22-2279

■ 従業員／98名

建設業

■ 所在地／都城市早鈴町2040-1

□ ウェブサイト／http://www.obisugi.net/

□ メール／kawahara@obisugi.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

職人技を継承しつつ、ＩＣＴ技術も活用した働き方改革
える化」をすすめて社員の負担を減らしていま
す。また、社員同士で仕事ぶりを評価し合う独
自の評価制度を導入。仕事をしっかり評価し、
人の力を高めてくことが会社の成長につながる
と考えます。休日を増やす、年休取得率の向上
など福利厚生の充実にも取り組んでいます。

不動産業
飲食業

スギの生産量日本一の宮崎県。歴史のある製材
業において持永木材は、技術を継承しながら、
新しい取り組みで業務や働き方の改革を行って
います。一つはＩＣＴ技術を活用した生産管理
システム。例えばスマートフォンを通じて誰も
が製品管理状況を確認できるなど、業務の「見

わが社の自慢

勉強もしています

森林循環を願った森づくり。地域とも連携
「企業の森づくり」に参加し、
「光とみらいの森」と名付け
た森林にスギを植栽していま
す。 ス ギ は 約50年 後 に 伐 採
され建築資材として生まれ変
わり、恩恵（お代）が再び植
林につながります。この「森
林循環サイクル」を願っての
取り組みです。日本は世界有数の森林資源に恵まれた国土であり、
宮崎のスギが長く地元経済を支えてきました。まさに森林はわが国
の基盤です。これらの意義を若い世代に伝えることが私たちの使命
です。また、木材の地産地消を目指し、地域の工務店や行政とタイ
アップ。木を通して都城をアピールしています。

教育、学習支援
サービス業

明るい社風に惹かれて入社しました。経理
担当ですが、入社後1年間は製造現場で研修
を受けました。仕入れのことなど、経理で
あっても木についての知識が必要です。研
修の経験はとても役に立って
いて、今でも勉強を続けてい
ます。楽しく仕事をするため
に、常に笑顔でいること、ポ
ジティブな言葉を使うことを
心がけています。

医療・福祉

笑顔を大切に。木についての
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農業、林業

射出成形、医療機器製造、発泡スチロール成形など

安井株式会社

建設業

■ 所在地／東臼杵郡門川町大字加草2725
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／1940年8月

話／0982-63-7111

■ 従業員／295名

□ ウェブサイト／https://www.yasui-kk.co.jp

□ メール／yasui@yasui-kk.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

品質に妥協なし、能力は無限

不動産業
飲食業

印刷包装資材の製造販売から創業を開始し、今
年で88年。歴史のある「ものづくり企業」です。
印刷、プラスチック形成、発泡スチロール製
造技術の３事業の技術を生かして事業を拡大。
2016年、自社オリジナル医療機器「発光する
鈎（コウプライト）」の販売も開始。お客様に

高品質で安全な製品をお届けすることで、感動
と満足を提供することを心がけています。その
ため、イノベーション（技術革新）に挑戦し、
新商材開発に力を入れています。地域未来牽引
企業に選定され、地域経済の担い手として各事
業に取り組んでいます。

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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「ものづくり企業」の要として、
品質向上に貢献

品質管理は、高品質で安心、安全な製品を
提供するためには、妥協が許されないので
大変な面も多くあります。些細なミスが人
の命を危険にさらすかもしれません。その
ためか、女性の細やかな観察
力や手先の器用さがこの仕事
では重要視されています。女
性が活躍する場が多い分責任
もありますが、チーム一丸と
なって会社への信頼と信用を
築きあげていきます。

2018年度グッドデザイン賞を受賞
開腹手術を行う際、100％の
パフォーマンスができるよう
にと医師と共同開発したのが
LED照明を搭載したコードレ
ス鈎「コウプライト」です。
自社オリジナル医療機器とし
て2016年 に 発 売。 約200の
病院で採用されています。ま
た、公益財団法人日本デザイン振興会主催の「2018年度グッドデ
ザイン賞」を受賞し、弊社が誇る自社ブランドとして自信を持って
海外へ進出できる商品だと自負しています。今後はコードレスとい
う特長を生かし、救急や災害現場で医療機器としてのレベルをさら
に上げトップを目指します。

農業、林業

土石製造販売、
砕石

矢野産業株式会社
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／1962年5月

話／0985-24-3551

■ 従業員／60名

建設業

■ 所在地／東諸県郡国富町大字木脇3952-3

□ ウェブサイト／http://yanosangyou.co.jp

□ メール／rockyano@chive.ocn.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

100年企業を目指し、これからも石と歩む
た技術を駆使して、より優れた素材として価値
を高めています。国富町や日向市には太陽光発
電所を建設。発電事業にも参入し、エネルギー
の安定供給や地球環境問題にも積極的に取り組
んでいます。県内最大手の採石業者として地域
に根差した企業活動を展開しています。

不動産業
飲食業

1962年に綾町で創業。「建設用骨材を通じて地
域社会に奉仕する」を社是に掲げ、田野砕石工
場、日向砕石工場、日南工場で生産したインフ
ラ整備に欠かすことのできない砕石などの製造
販売をしています。岩石は、幾年もの歳月をか
けてできた自然の恵みです。これまで培ってき

わが社の自慢

福利厚生が充実

地産地消の企業として、地域資源を最大限に活用
主要製品は、土木・建設では
欠かすことのできない道路用
砕石、コンクリート用砕石、
砕砂、割栗石、捨石および鉄
道に敷かれている道床バラス
トです。弊社の砕石は、九州
自動車道路、東九州自動車道
路をはじめ、県内各地の主な
公共工事などに使用され、各種土木・建設工事に欠かせない資材と
なっています。この他にも、県内の学校で利用されている防草用土
やグランド用土として「美砂」、農業用土として「ロックワン」など
石に関するものすべてが弊社の製品です。お客様のニーズに対応し
た安定供給を目指しています。

教育、学習支援
サービス業

良質で均一な原石に恵まれているところか
ら、日本工業規格に適合する製品を生産し
ている日向砕石工場に勤務しています。資
格が必要な作業も多いため、スキルアップ
研修や勉強会などが充実し
ています。将来を見据えた
社員教育や地域貢献への取
り組みに共感し、入社を決
めました。安心して安全に
仕事に打ち込める職場環境
も整っています。

医療・福祉

会社の成長が社員の幸福に。
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農業、林業

醤油・味噌製造

ヤマエ食品工業株式会社

建設業

■ 所在地／都城市西町3646
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／1950年12月

話／0986-22-4611

■ 従業員／130名
□ ウェブサイト／http://www.yamae-foods.net/

□ メール／soomu@yamae-foods.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

南九州の味、発酵食文化を世界へ

不動産業
飲食業

「味噌や醤油は日本の食文化の基本。赤ちゃん
からお年寄りまで安心して食べられるものを作
っていることに誇りを持っています」と語る江
夏啓人常務。年間1800tと、味噌の製造量は県
内最大。味噌と醤油をベースに作るドレッシン
グやタレ類も人気で、「高千穂峡つゆ」は家庭

でおなじみの商品です。地元の原料を使い、特
産品とコラボするなど地域を大切にする姿勢を
貫きながら、アジア、アメリカ、ヨーロッパな
ど海外へも販路を拡大中。明治4年の創業から
147年、2世代、3世代で勤める社員もいるこ
とが、地域で愛されている証です。

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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積極的に学び、もっとおいしい
醤油を作りたい

醤油の品質管理をしています。原料が“も
ろみ”になり、発酵し完成するまでの過程
を見られることが面白い仕事です。成分分
析では大学時代の研究経験が生かされてい
ます。仕事では、自分で考えて
動くことが大切。上手くいかな
かったときは、どうしてそうな
ったかを納得いくまで考える。
そうすれば知識が深まり、より
良い商品づくりができると実感
しています。

味噌づくり教室が人気。食育に貢献しています
夏休みの「親子味噌づくり教
室」が好評です。大豆や麹か
ら味噌ができる過程は、自由
研究にもぴったり。自分で作
った味噌には愛着がわき、味
噌汁を作る楽しみもありま
す。また、工場見学も受け付
けており、醤油や味噌、ドレ
ッシングなどの製造工程を見学することができます。子どもたちに
は味噌や醤油の匂いも印象に残るようで、見学後の感想を手紙など
で頂くと本当にうれしいです。体験教室や工場見学を通して発酵食
の素晴らしさを直接伝えられることは、私たちの喜びです。

農業、林業

産業機械・生産設備の製造

大和工機株式会社
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／1980年3月

話／0986-53-2220

■ 従業員／90名

建設業

■ 所在地／都城市高城町穂満坊1002-2

□ ウェブサイト／http://yamatokouki.jp

□ メール／soumu@yamatokouki.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

先進的システムと積み重ねた技術で高品質な製品づくり
てくるものづくりの現場。「クライアントの気
持ちを大切にして、真心を込めて確かな製品を
届ける」ことをモットーに、10代から70代ま
での社員が互いに刺激し合い、学び合います。
お客様の多様な要求に応えるため、さらなる品
質の向上を目指しています。

不動産業
飲食業

大和工機は、精密機器などを製造するための機
械・生産設備を作る会社です。最新鋭設備と長
年培った切削加工技術を生かし、設計から部品
製作、組立、設置、メンテナンスまでを一貫し
て行っています。最新鋭設備も、それを制御す
るのは「人」です。手作業が多く、経験が生き

わが社の自慢

自身の技術を磨き、皆で協力

精密機器製造に有用な高性能クリーンルーム
精密機器の組立製造を行う、
クリーンルーム（防塵室）４
棟を完備しています。精密機
器は小さなホコリによっても
キズが入る恐れがあるため、
浮遊微粒子濃度が極めて小
さい「洗浄度クラス10000」
と い う 高 性 能 ル ー ム。 紙 類
の持ち込みさえも厳禁です。それぞれ約1500平方米の広さがあり、
県内最大級（20t）のホイストクレーン12基を設置しています。こ
の設備を生かし、精密機器分野での事業を拡大していきます。また、
業界最高水準の門型５面加工機など機械設備も充実。地域でオン
リーワンの機械製作メーカーを目指します。

教育、学習支援
サービス業

材質を見極め、精度を高めるため、図面を
どこまで読み取れるかが重要。先輩からア
ドバイスをもらったら、何でも挑戦してみ
ます。この仕事はチームプレー。製品を皆
で作り上げることが醍醐味で
す。タテもヨコもつながりの
強い職場なので、何でも聞い
て学ぶことができます。もの
づくりに興味があり、やる気
のある人なら、未経験でもハー
ドルは低い会社です。

医療・福祉

仕事はチームプレー。
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農業、林業

乾燥機器、搬送機器等製造

山本技研工機株式会社 宮崎工場

建設業

■ 所在地／東臼杵郡門川町大字加草583-1
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／1970年4月

話／0982-63-3266

■ 従業員／9名

□ ウェブサイト／http://www.yamamotogiken-kohki.co.jp/

□ メール／tk_ishida@yamamotogiken-kohki.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

オーダーメイド製品で「困った」を
「笑顔」に

不動産業
飲食業

山本技研工機株式会社は、工場から出る廃液や
汚泥を処理する乾燥機やスクリューコンベヤな
どの製作を行っています。クライアントは大手
民間企業や官庁など様々で、製品の規模も片手
ほどの小さなものから自社工場のスペックを超
えるものまで多種多様。その全てを各工場の規

格に合わせ職人が手作業で製作しています。テ
スト機による実験に基づく提案から、設計・製
作・据付・アフターサービスまで、一貫した仕
事でクライアントの「困った」を改善し、
「笑顔」
に変えるお手伝いをしています。安心してお任
せ下さい。

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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失敗をおそれず、

目標を大きく持って！
経験はないが興味がある、これこそが何に
おいても上達の大事な要素です。先輩と一
緒に作業をすることで技術を習得し、チャ
レンジ精神を忘れず、失敗を恐れず何事に
も目標を大きく持って挑
戦してほしいです。仕事
はやってみなければ分か
りません。まずはチャレ
ンジすることを常に心が
けています。

小さな工場の少数精鋭が作る大きな仕事
私たちは、大手企業を相手に
大きな仕事をしていますが、
工場は小さく10人に満たな
い社員で頑張っています。そ
の中では女性作業員の活躍も
大きく、一人ひとりが大きな
役割を持ち、一丸となって一
つのものを丁寧に作り上げて
いきます。また資格取得を奨励しており、社員の目標設定とスキル
アップに力を入れています。社員皆を会社の財産と考えています。
そんな人材となってくれるよう、研修などの教育と職場環境づくり
をしています。

農業、林業

電子機器製造

ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社 宮崎工場
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／2005年1月
（宮崎工場） ■ 従業員／257名

建設業

■ 所在地／都城市高城町穂満坊1000-1

話／048-724-0001
（人事総務部） □ ウェブサイト／http://www.umc.co.jp

□ メール／recruit@umc.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

日本のものづくりを世界へ発信するＥＭＳ企業
設計、部品調達から製造、組立を一貫して行っ
ています。取引先は自動車、家電、産業機器、
医療分野の大手企業など多岐にわたります。車
載機器やＯＡ機器、決済端末機など生活に身近
な製品も多く、見えないところから皆様の生活
と社会の発展を支えています。

不動産業
飲食業

ＥＭＳ（Electronics Manufacturing Service）
とは、顧客であるメーカーから依頼を受けて製
造を請け負う、電子機器の受託生産サービスの
ことです。当社は日本最大級のＥＭＳ企業とし
て成長を続けており、2016年には東証一部に
上場しました。電子回路基板を中心とした開発・

わが社の自慢

苦労が喜びに変わる仕事

グローバルだけどアットホームな職場
中国、ベトナム、タイ、メキ
シコと製造拠点が海外に多数
あるので、出張や赴任の機会
もあり、世界を相手に仕事を
してみたい人にとってもチャ
ンスの多い会社です。一方で
宮崎工場のように生産現場は
社員同士の仲が良く、アット
ホームな雰囲気です。風通しも良く、上司にも意見やアイディアを
出しやすい社風も自慢。一人ひとりの個性を尊重し、やりがいを持
って働ける職場環境づくりに取り組んでいます。年齢、性別、国籍
を問わずグローバルに活躍することができる職場です。

教育、学習支援
サービス業

ものづくりをする過程では、机上の計算や
設計ではうまくいっても、実際に動かして
みると思いどおりにいかないなど、難しさ
に直面する苦労も多々あります。その分、
その苦労を乗り超えたときの
やりがいや達成感は得がたい
ものがあります。苦労を前向
きに捉え、明るい未来を掴も
うとする気持ちを大切にして
ほしいと思います。

医療・福祉

乗り越えることで、
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農業、林業

化学合成繊維を原料とした不織布の企画、製造

建設業

■ 所在地／北諸県郡三股町大字蓼池3663-1

株式会社ヨコム
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／1955年10月

話／0986-52-1414

■ 従業員／40名

□ ウェブサイト／http://www.yocom.co.jp

□ メール／hasxs38643@yocom.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

注目のポリエステル不織布。用途の可能性を切り開く

不動産業
飲食業

ポリエステル不織布は、ポリエステルに熱を加
えてシート状に伸ばした布。衝撃を緩和する緩
衝や吸音に効果があるのが特徴で、生活の身近
なものに使われています。布団の中心材の製造
から始まり、介護用マットレス、自動車の天井
など様々なジャンルの製品を製造。デザインや

性能に厳しい検査が求められる製品づくりで、
経験を積めば目で見て触った感触で、品質を見
極められるようになります。開発部門では数年
先の需要を見越し、用途に合わせて見た目や強
度を変えた製品を開発。広がり続けるポリエス
テル不織布の世界で、未来を創造し続けます。

わが社の自慢
医療・福祉
教育、学習支援
サービス業
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経験は力なり。

一度した失敗は繰り返しません
針を突き刺して素材を結合させる「ニード
ルパンチ法」という、西日本で数社しか取
り扱いのない技術で製造しています。機械
のオペレーターをしており、製品に応じた
より良い仕上がりを追求して
います。入社後の経験がもの
をいう仕事。品質を保つため、
一度した失敗を繰り返さない
ことをいつも意識して取り組
んでいます。今後の広がりが
面白い仕事です。

機能性を生かし、車の部品を作っています
弊社の製品が自動車の部品と
して使われています。主に車
の天井とドア内部の部品で
す。乗車時に注意して見てみ
ると、ポリエステル不織布の
存在に気付くと思います。ポ
リエステル不織布は加工しや
すいため意匠性を出しやす
く、風合いも良いのが特徴。また、吸音効果があるので、静かさが
求められる最近の車には大変適した素材といえます。自動車関連は、
ますます可能性の広がる分野であり、今後は内装にとどまらず、ボ
ディアンダーカバーなどの外装開発にもチャレンジしていきます。

農業、林業

半導体製品のテスト設計・開発

株式会社吉川アールエフセミコン
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／1984年7月

話／0983-33-4488

■ 従業員／322名

建設業

■ 所在地／児湯郡新富町大字上富田4637-1

□ ウェブサイト／http://www.yrsc.co.jp

□ メール／nagatomo.takashi@yrsc.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

宮崎から世界へ最先端技術を発信するグローバル企業
テスト事業、RF事業、ODM事業の３分野。技
術や製造の部門だけでなく、営業事務や経営企
画など様々な部署を備えます。インドネシアに
も工場を持ち、安定供給できる体制も万全。宮
崎から世界へ、最先端技術を発信し続けるグ
ローバル企業です。

不動産業
飲食業

スマートフォンや電化製品、自動車など、ほと
んどの工業製品には半導体が使われ、キャッシ
ュレスで買い物ができるICカードは今や生活の
必需品です。こうした技術を支える吉川アール
エフセミコンでは、半導体の動作確認やRFID
製品の設計・製造を行っています。その柱は、

わが社の自慢

品質の高さを世界へ発信したい

研修を通して上司や他部署との絆が深まる
上司との距離が近く、ささい
なことでも質問しやすい雰囲
気があります。それは、研修
を通して上司とコミュニケー
ションを図ったり、他部署と
の交流がとれたりするから。
「ご安全に」という社内の合
言葉も親近感につながってい
ます。これは鉄鋼業の流れを組むわが社の伝統で、
「お疲れさま」や
「おはよう」の代わりに、
「ご安全に」と声をかけあう習慣が根付い
ているため。おかげで、安全への意識が高まります。また健康的に
働ける環境づくりの一つとして、近くに位置する「セミコンスポー
ツプラザ」が社員価格で利用できます。

教育、学習支援
サービス業

地元である宮崎にいながら、世界へ向けて
品質の高さを発信し、加速し続ける工業技
術に貢献ができる。この会社で働く喜びは、
そこにあります。様々な部署があり、女性
も多く活躍しているので、心
強く感じます。全国の半導体
を扱う企業とやりとりをした
り、インドネシアの工場へ出
張したりと人間関係が広がる
部署もあり、活躍の場は多岐
にわたります。

医療・福祉

女性も多く活躍中。
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農業、林業

木製品加工、建築用部材、木質燃料

吉田産業株式会社

建設業

■ 所在地／日南市南郷町榎原甲2091
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／1952年10月

話／0987-74-1311

■ 従業員／80名

□ ウェブサイト／http://yoshidasangyo.net/

□ メール／info@yoshidasangyo.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

飫肥杉を有効活用し、森林の循環型社会を

不動産業
飲食業

1946年に創業。日南市の特産品である飫肥杉
の木製品加工を行っている会社です。住宅用部
材や建築資材の生産を行い、最近は木製品の付
加価値を高め、資源の有効活用などの観点から
端材の利用も盛んです。加工中に発生する木の
皮やのこ屑などを利用するバイオマス発電で

は、場内の電力供給はもちろん売電まで実施。
ブリケット（薪）の販売も始め、新しい事業にも
積極的に取り組んでいます。森林資源から無駄
を出さず循環型社会の構築を目指しており、地
域未来牽引企業・宮崎県成長期待企業にも選定
されています。

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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営業の面白さは期待以上の
商品で喜んでもらえたとき

建築用部材の営業をしています。市場やハ
ウスメーカー様などが希望する商品を納品
しますが、期待以上の商品で喜んでいただ
けるとうれしさを感じます。弊社では材木
を無駄なく利用するという
考えがあります。無駄を出
さないために商品化や利用
法を皆で考えたり、いろん
なことに挑戦できる面白さ
があります。

木材に無駄はなし。
社員で端材の商品化も
販売している商品はすべて飫
肥杉100％です。地元を代表
する杉を扱うからには有効活
用が大前提。「木材を考える」
をコーポレートメッセージに
置き、多様な商品づくりや会
社づくりを行っています。工
場の中では、杉を効率よく、
そして多様な利用に向けて大型機械で製材・加工し、お客様の希望
以上の商品づくりを心がけています。最近は、社会のニーズに合わ
せた新商品の開発などを社員一同で考えて作り上げ販売につなげて
います。その商品が売れると社員のモチベーションも上がり、次に
つながっています。

農業、林業

各種表面処理加工
（めっきなど）、
情報通信

吉玉精鍍株式会社
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／1954年4月

話／0982-33-1251

■ 従業員／97名

建設業

■ 所在地／延岡市大武町39-24

□ ウェブサイト／http://www.yoshitama.co.jp

□ メール／yst-info@yoshitama.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

頼りがいのある
「めっき屋」
として技術開発型企業へ
するなど研究開発に力を入れています。創業以
来、風通しの良い社風が息づいており、社員か
らの新規事業への提案を取り入れた事業づくり
や取り組みが意欲向上へとつながって、弊社の
強みの一つともなっています。蓄積された技術
を基に常に挑戦する会社です。

不動産業
飲食業

各種表面処理加工（めっきなど）会社として電
子部品関係の表面処理や自動車、機械部品、精
密金型などを手がけて64年。その技術の高さ
は県内はもちろん、世界中で評価されています。
企業や大学の研究開発部門との共同研究を積極
的に進めており、社員の１割を研究開発に配置

わが社の自慢

確実な技術伝承を支える

コミュニケーションを重視した人材づくりに
入社後は、基礎教育を中心に
技術の伝承を目的に職場の先
輩が講師となり、1年をかけ
てOJT形式で実務教育を行っ
ています。クライアント先に
先輩と同行し、先方の声を聴
いた上での対応の仕方など、
お客様に寄り添ったアドバイ
スができるように指導しています。業務全体としては、上司との面
談を随時行い、問題解決へスピーディーに対処するようにしていま
す。年2回の査定面接でも、目標の達成状況確認などの話を通して、
相互が理解し納得いくように取り組んでいます。

教育、学習支援
サービス業

仕事の中でのひらめきはもちろん、職場環
境、新事業への取り組みなど社員一人ひと
りの声に耳を傾ける環境は、弊社の魅力で
あり強みです。失敗には原因があります。
その原因を上司とともに解決
することで、経験から得た知
識を知り、次に必ず役立つ技
術となっています。誠実に向
上心をもって仕事に打ち込め
る環境が弊社には根付いてい
ます。

医療・福祉

風通しの良い職場環境が
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県外在住でも、宮崎への就職・転職活動が可能です！

ふるさと宮崎人材バンク
「ふるさと宮崎人材バンク」は、宮崎への UIJ ターン希望者と UIJ ター
ン人材を募集している宮崎の企業とのマッチングサイトです。

「ふるさと宮崎人材バンク」
の実績
（人）

120

県内への
就職者数

100
80

（社）
（人）

105人

89人

550

500
450

77人

登録者数
登録企業数

400

398人

436社

449社

394人

495社
425人

350
300

60

250
200

40

150
100

20

50
Ｈ27

Ｈ28

Ｈ29

Ｈ27

（年度）

Ｈ28

あなた専用の
マイページで
就職活動！
～企業・求人情報をお届けします～
・あなたから企業へリクエスト
・企業からあなたへリクエスト

●人材情報に掲載されます

※経歴などの人材情報が登録されますが、企業側には、
求職者の個人情報は表示いたしません。

（年度）

※年度末の数値

「ふるさと宮崎人材バンク」
マッチングの流れ

インターネットから
ふるさと宮崎
人材バンク
に登録

Ｈ29

❶求人・求職条件がマッチ

就職
決定！

ングした場合、
あなたと企
業の意思を確認した上で、
「ふるさと宮 崎人材バン
ク」
から紹介状を発行
❷紹介状・履歴書・職務履
歴書を企業へ送付後、企
業面接等を実施

●求人を検索しましょう

・職種・勤務地からクロス検索
・キーワード検索

登録はとても簡単！スマホにも対応！
を検索→
「ふるさと宮崎人材バンク」

人材登録 からご登録ください

●相談窓口

宮崎ひなた暮らし
UIJターンセンター
東京窓口
住

URL
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http://www.back-to -miyazaki.jp

所：東京都千代田区有楽町2-10-1
東京交通会館８階
ふるさと回帰支援センター内
電
話：
（03）
6273-4200
受付時間：10:00～18:00
休 館 日：月曜日、
祝日、
年末年始等
メ ー ル：u-turn@back-to-miyazaki.jp

