企

業

情

報

情報通信業

農業、林業

IT情報セキュリティ管理

株式会社アシストユウ

建設業

■ 所在地／宮崎市新別府町前浜1401-30
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／2002年5月

話／0985-83-4217

■ 従業員／9名

□ ウェブサイト／assistyou-m.com/

□ メール／info@assistyou-m.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

国内・海外でのオンリーワン商品の普及に力を注ぐ

不動産業
飲食業

創 業24年 に な るIT情 報 サ ー ビ ス 企 業 と し て、
県下200社のユーザーに電気設備に特化して、
CAD・業務ソフトの提供・コンサルタントを
しています。屋外で電源を入れて3分で画像を
配信できるネットワークカメラ「MICS-AI」を
使い、東京オリンピックに向けたテロ対策、防

犯対策予知の全国展開を図っています。さらに
危険が予測できる所をカメラで監視し、災害地
での住民の安全管理も行っています。海外展開
も図っており、社員のほとんどが海外出張を経
験。宮崎を拠点に、国内はもちろん海外まで、
グローバルに働くことができます。

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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宮崎にいながら国際的な
感覚で仕事ができます

弊社のクライアントは県外が主で、海外も
あります。小さな会社ということもあり、
営業から技術的なこと、社内の改善活動な
ど、いろいろな業務に携わることができ、
仕事を通して自分を成長させ
ることができます。私個人で
は、転職前は技術の仕事ばかり
でしたが、営業にも関わるよう
になり、資金面などを含めて幅
広い視野で考えられるように
なりました。

MICS－AIを通じて小さな会社でもメーカーに
小さな会社だからこそ、屋外
でも電気配線やネットワーク
の工事が不要なネットワーク
カメラというニッチな商品を
思いつきました。現在、国土
交通省が認定している商品で
も、九州の中では3年連続使
用ナンバーワン。九州で最も
使われている商品です。これからの時代に即したモバイルタイプの
ため、屋外でも電源を入れてすぐに使えて画像解析までできるとい
う手軽さから支持を受けています。屋外の行事などにおいて、工事
不要でカメラを設置でき、安心安全を提供できます。東京オリンピ
ックに向けて、さらに需要が高まると自負しています。

農業、林業

テレビ放送事業

株式会社ケーブルメディアワイワイ
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／1989年1月

話／0982-22-1500

■ 従業員／68名

建設業

■ 所在地／延岡市愛宕町2-1-12

□ ウェブサイト／http://www.wainet.co.jp/

□ メール／waigene@ma.wainet.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

放送・通信を通して地域を元気にするケーブルテレビ局
を積極的に展開しています。自主制作番組では
地域密着型のメディアとして、地域に役立つ情
報を発信。地元グルメや音楽イベントの開催、
植樹活動などにも積極的に取り組んでいます。

不動産業
飲食業

宮崎県初のケーブルテレビ局として30年前に
設立し、県北エリアを中心にケーブルテレビ、
ケーブルインターネット、固定電話サービスな
どを展開しています。さらにコミュニティ FM
ラジオ、格安スマートフォン、公衆Wi-Fi、電
力販売、4K放送など、新しいサービスや技術

わが社の自慢

OnlyOneを目指して

地域に無くてはならない会社に
ケーブルテレビ局は地域に限
定したテレビ局です。だから
こそ、より深く地域の情報を
発信することができます。暮
らしに役立つ情報から、毎日
が楽しくなる情報まで、テレ
ビ、ラジオ、フリーペーパー
などの多彩なメディアで発信
しています。また、来場1万人以上の恒例イベント「ワイワイグル
メ博」で地域を盛り上げたり、植樹活動で森林保護に携わったり、
地域のための活動を幅広く行っています。これからも、企業理念の
一つでもある「地域の皆様の信頼に応える」ことで、地域に必要と
される会社を目指していきます。

教育、学習支援
サービス業

私の仕事は営業です。お客様の話を伺い、
お客様一人ひとりにあったサービスを考え
提案します。自分の提案が喜ばれ契約につ
ながったときは、最高にうれしいです。お
客様から直接、相談や紹介を
頂くこともあります。信頼し
ていただいていると感じると
きです。その信頼に応えるこ
とが、何よりもやりがいであ
り、自分にしかできないこと
だと思っています。

医療・福祉

お客様にとっての
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農業、林業

ソフトウェア開発、システムコンサルティングなど

株式会社コア・クリエイトシステム

建設業

■ 所在地／宮崎市大字本郷南方3231-3
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／1991年5月15日

話／0985-56-7111

■ 従業員／75名

□ ウェブサイト／https://www.corecreate.com/index.html

□ メール／soumu@corecreate.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

医療に寄りそうシステムを、企画から運用まで一括管理

不動産業
飲食業

医療機関で使用されるカルテは、患者情報の全
てが書き込まれた最重要機密書類。紙が主でし
たがPCで一括管理できる電子カルテへとシフ
トしています。株式会社コア・クリエイトシス
テムは、クライアントに合わせたオリジナル電
子カルテシステムの企画、開発、運用、保守ま

で一括して行っています。大学病院から診療所
まで県内外問わず多くの導入実績があり、大手
企業に負けない最先端の開発技術が強みです。
これからも医療分野に特化した社会性のある業
務用システムを中心に、宮崎から全国、海外へ
展開していく将来性豊かな企業です。

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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「好きなこと」より

「長く続けられること」
私は、好きなことより「手に職」をつけて
長く続けられる仕事をしたいと思いました。
プログラミングとは畑違いの文系出身です
が、専門的なことも社内のコ
ミュニケーションが取れてお
り、周囲に尋ねやすいのも特
長です。また、仕事に直結し
ているので学生の時より資格
を取りやすくなりました。

一人ひとりの思いが医療の最前線を担う原動力
私たちは、宮崎を拠点に全国
の医療の最前線で活躍するシ
ステムに関わっています。企
画 や 開 発、 シ ス テ ム を 導 入
し、運用・保守の際に手術室
やICUなどで実際に現場を見
て、クライアントの声を直接
聞いた社員それぞれの思いが
形になっています。人の命に携わる場面を目の当たりにするので、
妥協は一切なし、良いものを提供するという気持ちで取り組んでい
ます。年度初めには目標を立て、その終わりには到達度などを面接
制度で確認し、自らの成長につなげています。社内では、若い力が
意欲的に活躍しています。

農業、林業

コンピューターソフトウェアの開発・販売・保守など

株式会社システム開発
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／1986年3月

話／0985-22-1800

■ 従業員／64名

建設業

■ 所在地／宮崎市大橋3-101-1

□ ウェブサイト／http://www.sdev.co.jp/

□ メール／sd@sdev.co.jp インターンシップ制度／有り

製造業
電気・ガス・
熱供給

情報通信業
運輸業
卸売業、小売業
金融業、保険業

地域に密着したIT事業で システムを開発し展開
組んでいます。歯科医院向けシステムは全国に
も販売。現在シェア拡大に努めています。当社
では、特別な技術は必要ありません。やる気さ
えあれば、入社後の研修やOJTでスキルアップ
できます。「我こそは！」と地元宮崎からチャ
レンジしたい人をお待ちしています。

不動産業
飲食業

株式会社システム開発は、UMKテレビ宮崎グ
ループの一員として、民間企業向け、官公庁・
自治体向け、歯科医院向けのシステム開発を行
っています。宮崎本社のほかに、都城市、大分
市、鹿児島市に支社があり、地域に密着したサー
ビスでお客様に喜んでいただけるよう日々取り

わが社の自慢

チームで実現するのが魅力

新商品開発プロジェクトを5年前に発足
来たるべき50周年に向けて、
新しい商品やサービスを開発
しようと、5年前に新商品開
発プロジェクトが発足しまし
た。プロジェクトメンバーが、
いろいろな新商品を検討し開
発などをしています。これま
で、このプロジェクトからふ
るさと納税管理システムや歯科口腔管理システム、GIS（地理情報
システム）などを商品化してきました。今後は、クラウドやIoTの
技術を生かしたシステムの開発にも取り組んでいきます。若い社員
もメンバーに加わり、柔軟な発想から画期的な商品を開発し、全国
に発信していきたいと考えています。

教育、学習支援
サービス業

日々、すさまじい速さで新しい技術やそれ
らを活用したシステムが誕生しています。
それがどのような仕組みで構成され、生活
の中に生かされているか、多方面に目を向
けることが、より良いシス
テムを生み出すことにつな
がります。私たちの仕事は、
個人の知識や技術はもちろ
ん チ ー ム ワ ー ク も 不 可 欠。
仲間と何かを作り上げる経
験を大事にしてほしいです。

医療・福祉

多方面に目を向けて
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農業、林業

webソリューション、システム開発など

スパークジャパン株式会社

建設業

■ 所在地／宮崎市柳丸町85
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／2001年3月

話／0985-31-9171

■ 従業員／79名
□ ウェブサイト／www.sparkjapan.co.jp/

□ メール／recruit@sparkjapan.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

新しい価値を創造し、全ての人のベストパートナーに！

不動産業
飲食業

スパークジャパン株式会社は、宮崎に本社を構
えて21年の歴史を持ちます。インターネット
創成期から事業を展開し、幅広い業界で積んだ
豊富な経験とノウハウを持つことが強みです。
インフラ整備からアプリ開発、マーケティング
まで様々なソリューションをワンストップで提

供しています。エンドユーザーは1,000社を超
え、その取引実績をもとに着実に成長を遂げて
います。さらに商圏を全国に拡大し、2015年
からは海外事業もスタート。グローバル化した
ビジネス環境下で国内事業を成長させながら、
大きな視点で海外戦略も組み立てています。

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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当社は質問大歓迎！

自分からどんどん動いてみて
先生や家族はもちろん、いろいろな人から
話を聞いてください。特に社会人とたくさ
ん触れ合ってみると実際の仕事の雰囲気が
分かると思います。また大
手企業だけでなく、視野を
地元の企業にも向けてみて
ください。そして気になっ
たら連絡してみる、見学に
行くなど主体的に動くとい
いですよ。

都会と同じレベルの高い仕事を宮崎で
入社してみたら仕事のレベル
の高さに驚かれると思いま
す。宮崎にいながら都会と同
じ仕事ができ、当然、顧客は
全国。また海外にも取引先を
拡大しています。宮崎から世
界へ挑戦することができる職
場です。「採用されるために
高い技術力が必要とされるか」というとそうではなく、必要なのは
「世の中の流れを吸収し、自分の考えや声に換えてどれだけ発信でき
るか」。その人が持ち合わせた幅の広さを重視しています。社内はフ
レンドリーな環境で、分からないことがあれば親身にサポートしま
す。IT企業のイメージを覆す朗らかな社風です。

農業、林業

システム開発

TIS西日本株式会社 宮崎事業所
採用に関する
お問い合わせ

□電

宮崎東京海上日動ビルディング6F

話／092-452-8400

■ 設立／1988年4月

■ 従業員／163名

建設業

■ 所在地／宮崎市広島2-5-11

□ ウェブサイト／http://www.tis-w.co.jp/

□ メール／ochiai.aki@tis-w.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

システム開発を中心とした事業を展開
どのシステム開発を手がけています。企業側が
短時間で効率的に仕事を進めていけるように、
システム開発の分野からサポートしています。
仕事は５～６人でプロジェクトチームを組み進
めます。資格や知識がなくてもサポートをもら
いながら一人前になることができます。

不動産業
飲食業

福岡に本社を置き、宮崎、長崎、山口に事業所
があり、４拠点でシステム開発を中心とした事
業を展開しています。宮崎事業所では主にソフ
トウエアの開発をしています。例えば、各企業
や役所などが簡単に資料を作成できるようなソ
フトや、人事給与管理が手軽にできるソフトな

わが社の自慢

作りあげる喜びがある

ラフな服装で通勤できる“TIS西日本カジュアル”
カジュアルな服で通勤できる
のが当社の魅力です。かしこ
まった格好でいるよりも、自
分の好きなスタイルで仕事す
る方が、柔軟な思考ができる
と考えています。ラフなスタ
イルで仕事ができるのは、社
員からも好評です。また、本
社やほかの事業所のスタッフと交流ができる機会があるのも当社の
特長です。様々な業種のシステム開発に関わっているスタッフと交
流できるため、宮崎にいながら多くの情報や刺激を受けることがで
きます。これからの時代をリードしていくソフトを自らの手で開発
していけることは、当社の最大の魅力です。

教育、学習支援
サービス業

入社４年目、ソフトウエア開発の仕事をし
ています。ソフトを開発するために、シス
テムをプログラミングして、思いどおりに
動いたときはとてもうれしく、その達成感
がやりがいとなっています。
一つひとつ経験を重ねるご
とに知識も増えていきます。
専門の知識がなくても大丈
夫です。入社後、一緒に成
長していきましょう。

医療・福祉

チームで動くから一緒に
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農業、林業

ITソリューション

デル株式会社

建設業

■ 所在地／宮崎市橘通東4-8-1カリーノ5F
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／2005年11月

話／0985-61-8670

■ 従業員／430名

□ ウェブサイト／https://www.dell.com

□ メール／JP_HR_Miyazaki@dell.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

求められるのはIT技術ではなく誠実さと向上心

不動産業
飲食業

ここ宮崎に、世界の一流企業が進出しているこ
とをご存知ですか？ デル株式会社は、世界で
も屈指のITソリューションベンダー。そのカス
タマーセンターが拠点を置いています。ここで
必要とされるのは、IT技術だけではありません。
もっとも重要視されるのが、気配り力と親切心

です。カスタマーセンターには、様々なお客様
から自社製品に関するSOSが寄せられます。そ
の声に応えるため、日々進化する技術を学びな
がら、誠意をこめて対応することが求められま
す。同じ目標を持つ社員ばかりだから仲が良く、
長く働ける環境が整っています。

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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世話好きには天職。

新しいことに興味ある人も大歓迎
お客様が抱えるPCトラブルを何とかして解
決したい。その一心で、自分の知識を日々
アップデートし、チームで情報共有を図り
ながらお客様と向き合っています。電話を
通じた言葉だけのコミュニ
ケーションのため、思いやり
の気持ちが何よりも大切。正
解が一つとは限らない状況の
なかで、ベストなサポートを
する。それが、この仕事の面
白さだと思います。

イベントで絆を深め仕事への成果につなげる
職場が楽しければ社員に心の
余裕が生まれ、お客様への親
身な対応にもつながるはず。
そんな好循環を育むアイデア
の一つが、社内でのイベント
です。たとえばハロウィンで
は、チームがそれぞれ団結し
た仮装をして仕事に臨みま
す。ボランティア活動にも積極的です。仲間との絆が深まれば、仕
事もうまく動きだす。それが、ここで働く喜びの一つ。性別も、学
歴も問わない環境なので、男性が育休を取ったり、育休後には復職
のためのトレーニングがあったりと、サポートも充実しています。
努力や成果が公平に評価される職場です。

農業、林業

情報処理サービス

株式会社デンサン
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／1966年12月

話／0985-56-4111

■ 従業員／220名

建設業

■ 所在地／宮崎市大字赤江字飛江田224

□ ウェブサイト／http://www.densan-soft.co.jp/

□ メール／soumubu@densan-soft.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

最新のソリューションで宮崎のIT化をサポート
保守サービスに至るまでIT化のニーズに対応し
ています。現在、サポートしている企業・自治
体は県内外にあり、500社を超えています。宮
崎で先端技術の仕事ができる会社です。理系・
文系問わず、やる気とコミュニケーション力が
ある人を求めています。

不動産業
飲食業

53年前に県内初のIT企業として設立以来、宮
崎のIT化を支え続けています。個人経営店の販
売管理システムから大手企業の社内ネットワー
ク、住民基本台帳システムや選挙システムなど
自治体向け業務システム、電子カルテなど業種
業態を問わず県内外のシステム開発、運用支援、

わが社の自慢

できる社会人になるポイント

制度も設備も社員が働きやすい職場環境
社員が休憩時間にゆっくりで
きるようにカフェルームを新
設。カウンター席とテーブル
席を設け、窓越しに外を眺め
ながら一人でも気分転換でき
る空間にしています。また、
働き方改革を進めており、終
業時間を17時45分から15分
短縮し17時30分としました。育児休暇制度の取得率は100％です。
子育てや介護によりフルタイムで勤務できない社員のために、短時
間勤務制度やシフト勤務等の制度があり、自分が働ける時間帯に仕
事ができる環境を整えています。社員一人ひとりが力を発揮できる
環境を大切に考えています。

教育、学習支援
サービス業

やる時とそうでない時のメリハリをつける
ことの大切さを仕事のなかで学びました。
オフがあるからオンの時間に仕事に集中で
き、オンの時間を頑張るからオフの時間が
楽しめるのです。やるべき仕事
をどのように進めていくかは、
オンとオフのメリハリができて
いると、管理していけます。こ
うして仕事を重ねていくと、自
然とスキルアップにつながりま
す。

医療・福祉

オンとオフのメリハリが、
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農業、林業

ITを活用したサービス

株式会社Branding Engineer

建設業

■ 所在地／宮崎市橘通3-6-34クロノビル１F
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／2018年3月

話／0985-71-3775

■ 従業員／17名

□ ウェブサイト／https://b-engineer.co.jp/

□ メール／terazono-yuichi@b-engineer.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

Break The Common Sense

不動産業
飲食業

Webメディアの作成やECショップの運営など
の、ウェブエンジニアに特化したサービスを行
っています。宮崎オフィスは弊社初めての地方
拠点。カフェのようなオフィスの雰囲気づくり
をはじめ、ここで働いて良かったと思える会社
を目指しています。東京ではプログラミングス

クールも運営しており、社員は教室の受講も可
能です。宮崎では一人ひとりが、やりたいと思
う仕事をやってもらいます。入社してから社員
が成長できる組織でありたい。だからこそ、資
格などがなくても、前向きに挑戦できる人やチ
ャレンジ精神がある人は大歓迎です。

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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一人ひとりの個性を大事
にしてみんなで成長する

良くも悪くもフラットな人間関係ができて
いる会社です。上司もニックネームで呼び
合い、上下関係なくみんなで成長し合って
います。学生時代に学んだことだけでなく、
自分自身が会社でどうなりた
いかを重視しています。入社
したら、自分なりのビジョン
を持ってほしい。目標にたど
り着けるように、ロードマッ
プに沿って、先輩が全面的に
バックアップします。

会社らしくないカフェのような雰囲気のオフィス
市中心街の若草通りにあり、
通りに面した部分がガラス張
りという外観。音楽が一日中
流れ、カフェのようなオシャ
レな雰囲気です。座席は特に
決まっておらず、フリーアド
レスなので、職場というより
もコワーキングスペースのよ
うな感覚で仕事ができます。イスやテーブルは高さや広さなど様々
で、その日の気分に合わせて、仕事をする環境を変えられます。ま
た決まった席ではないため、隣を気にすることもなく、ストレスフ
リーで働けるのも魅力です。休憩も好きなタイミングで取ることが
でき、社員の自主性を尊重しています。

農業、林業

ソフトウェア開発

株式会社ペルテ フェニックスセンター・オブ・エクセレンス
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／1999年12月

話／0985-89-2351

■ 従業員／65名

建設業

■ 所在地／宮崎市江平西2-3-48宮崎KHビル5階

□ ウェブサイト／https://www.perte.co.jp/

□ メール／recruit@perte.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

保険業界に特化した自社パッケージ
でパッケージの企画から保守を行っているの
で、お客様の生の声、世の中の動向をシステム
に反映させ、より良いシステムづくりを目指し
ています。また、大学等の研究機関と画像分析、
行動分析、AI分野において共同研究、共同開発
事業も行っています。

不動産業
飲食業

当社は保険業界に特化したパッケージソフトウ
ェアを企画・製造・販売し、その後の保守まで
自社で一貫して行っています。この分野でのシ
ェアは国内トップクラスです。2012年8月に
宮崎市に技術拠点となる当事務所を設立し、当
社の技術開発推進の中核を担っています。自社

わが社の自慢

つけましょう

パッケージ製品の企画に参加し、製品を手がけられます
当社はより良い製品をお客様
に提供するために、時代やお
客様のニーズ・シーズに合わ
せて改良を重ねてきました。
社員一人ひとりが主体的に考
え、アイデアを出し合い製品
に反映していくので実現した
ときの達成感ややりがいを感
じることができます。社内にはそれぞれの専門知識を持った人がい
るので、困ったときには問題解決が早くできます。

教育、学習支援
サービス業

入社1年目です。自社で商品を企画・製造
するため、若手社員もアイデアを出し実現
することができる環境です。日々の仕事の
中で疑問や改善点を考えることが大切です。
そのため知識や技術の習得が
必要なので、学生時代以上に
自ら学ぶようになりました。
その学習が仕事に繋がり、自
身がプログラミングしたシス
テムが稼働したときには、と
ても達成感を得られます。

医療・福祉

自主的に学ぶ習慣を

161

農業、林業

インターネットサービス、ベンダー事業など

株式会社宮崎通信 宮崎支社

建設業

■ 所在地／宮崎市丸山1-176
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／1995年12月

話／0985-23-1155

■ 従業員／24名
□ ウェブサイト／https://www.mtnet.co.jp/

□ メール／jinji@mtnet.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

ネットワーク・OA機器に関することなら全てOK！

不動産業
飲食業

インターネットが発達し、誰もがパソコンを利
用する現代において、あなたの街にパソコンの
サポートセンターはありますか？ 株式会社宮
崎通信は、いつもお客様の側で、疑問や要望に
速やかに応えるサービスを提供しています。扱
う商品は形あるものではありませんが、細やか

なサービスが主力商品です。お客様からの依頼
には夜中であっても対応します。インターネッ
トサービス、パソコンのサポート、買い替え、
インフラ工事全般、システム開発を通してお客
様からの「ありがとう」の一言のためにより良
いサービスを行う、それが宮崎通信です。

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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話しを聞きながら

メモを取ることを習慣づけ
資格を持っているならその先、どこまで職
種を広げることが可能かを考え、「自分には
これができる！」とアピールできるよう掘
り下げてみることが大事。また、メモを取
る習慣をつけておくとミー
ティングや営業に出たとき
に役立つと思います。お客
様への対応はハキハキした
話し方を心がけると、相手
に話が伝わりやすくいい連
係がとれます。

画期的なソフトを宮崎で開発
仮設足場見積りシステムとい
う、建設現場の足場を組むた
めのソフトを開発し特許を取
りました。宮崎支社で開発し
たもので、建設現場において
必要不可欠な足場の設計がで
きる画期的なものです。業務
ではパソコンに関することな
らばメーカー、製品に関係なく対応し「安価」「高品質」なサービス
を心がけています。その上でトラブルの際にはいち早くお客様のも
とに駆け付け、早急に解決することを目指します。一方、現代は情
報社会が複雑化しており、セキュリティ管理は特に重要です。その
ため研修、勉強会は欠かしません。

農業、林業

新聞発行

株式会社宮崎日日新聞社
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／1940年11月25日

話／0985-26-9315

■ 従業員／260名

建設業

■ 所在地／宮崎市高千穂通1-1-33

□ ウェブサイト／http://www.the-miyanichi.co.jp/

□ メール／jinji@the-miyanichi.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

「共感」をキーワードに、新聞報道と関連事業を展開
パーを発行。近年ではデジタルサービスにも力
を入れています。また、毎年目玉となるイベン
トの企画・運営も。2020年には創刊80周年を
迎えます。これからも読者、県民から必要とさ
れるメディアであり続けるため「共感」の精神
をさらに磨いていきます。

不動産業
飲食業

読者と共感、県民と共感。このスローガンのも
と、地域に根差した新聞報道と関連事業を展開
している宮崎日日新聞社。毎朝、読者のもとに
新聞を届けるため、記者をはじめ、紙面レイア
ウト、印刷、営業などで多くの社員が関わって
います。ほかにも、宮日こども新聞やフリーペー

わが社の自慢

働くイメージを描いて

県内に張り巡らせたネットワーク。地元の話題たっぷりの紙面
私たちの強みは県内に張り巡
らされた取材網です。本社に
は社会、政治、経済、文化、
スポーツなど各担当記者がお
り、最新のニュースを取材し
て い ま す。 県 内13の 支 社・
支局の記者は各地域に溶け込
み、話題を掘り起こしていま
す。地域面「すーぱーワイド」をめくると、各地域のいまが分かり
ます。会員制交流サイト（SNS）の普及などで誰もが情報発信でき、
情報があふれている時代だからこそ、確かな取材に基づいた正確な
情報が求められます。私たちは県内最大の取材網をもつ報道機関と
して、その役割を果たしていきます。

教育、学習支援
サービス業

就職は宮崎で、との思いでインターンシッ
プに参加しました。そのとき、取材した原
稿を添削してもらったり、取材先に同行し
た記者が書いた原稿に私とは違った視点を
見つけたりして、記事を書く面
白さに魅了されました。まだ自
分に何ができるか分からないと
感じている人は、いろんな企業
を見て、自分がそこで働くイメー
ジを描いてみるといいかもしれ
ません。

医療・福祉

インターンシップに参加し、
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◎移住・UIJ情報サイト

あったか宮崎
ひなた暮らし
URL

https://iju.pref.miyazaki.lg.jp/

日本のひなた宮崎県の移住・UIJ
ターンのポータルサイトです。宮
崎への移住をお考えの方へ、移住
者の声、住宅、仕事、移住体験ツ
アー情報など、役立つ情報をまと
めてお届けします。
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