企

業

情

報

卸 売 業 、小 売 業

農業、林業

石油、住宅、ガス、外食、ホテル事業など

植松商事株式会社
（植松グループ）

建設業

■ 所在地／宮崎市橘通西4-2-30
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／1936年3月5日

話／0985-22-5100

■ 従業員／510名

□ ウェブサイト／https://www.uematsu-grp.co.jp/

□ メール／recruit@uematsu-grp.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

豊かで楽しい暮らしをトータルサポート

不動産業
飲食業

宮崎県で初めてガソリンスタンドをオープンさ
せた植松商事株式会社の創業は明治17年。石
油事業からスタートし、自動車関連商品、住宅
設備機器・輸入住宅の販売、通信機器販売、保
険事業、外食事業、さらにホテル事業などさま
ざまな分野で事業を展開。135年にわたり、時

代の変化に対応したサービスと地域社会への貢
献を第一のテーマとし、住む人たちのよりよい
暮らしと未来づくりのために役立てることを考
えています。生活に不可欠なエネルギーを事業
の中心に据えていることの責任を社員全員が胸
にきざみ、誇りをもって働いています。

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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自分が感じることを
大切に!!

私が植松グループに出合ってすぐに感じた
のは「自分に合っている」でした。アットホー
ムで楽しい雰囲気が魅力的で、すぐに入社
を決めました。自分に合っているからこそ、
家庭や子どもができた今も働
き続けられています。ぜひ皆
さんも、自分が感じることを
大切にして、就職活動を行っ
てください！

自分の人生を豊かにできる人、集まっています
事業が多岐に渡るため入社し
てからも選択肢があります。
創業から135年の歴史があり
つつも、展開する事業や社員
へ対する柔軟な対応、温かい
社内の雰囲気が「植松らしさ」
です。一緒に働きたい人材は、
自分の人生を豊かにしていき
たいと考える人。プライベートの充実が仕事の充実へと繋がり、会
社の発展にも繋がります。そのため働きやすい環境づくりも推進。
フレックス制度（本社）
、育児応援特別助成（育児休業・子どもが2
歳になるまで月1万円支給）、奨学金返済特別助成（奨学金を返済す
る新入社員に対し2年間毎月1万円助成）を行っています。

農業、林業

スーパーマーケット

株式会社エーコープみやざき
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／2002年3月

話／0985-31-2300

■ 従業員／840名

建設業

■ 所在地／宮崎市花ヶ島町鴨の丸829-1

□ ウェブサイト／https://www.acoopmz.com/

□ メール／soumu14@acoopmz.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

県産・国産にこだわるJAグループのスーパー
や商品づくり、販促などを各店が工夫を凝らし
取り組んでいます。県内に35店舗を展開。県
北や山間部にも店舗を構え、地元の方々のライ
フラインとなれるよう地域に根差した店舗運営
をしています。地域のお祭りや行事にも積極的
に参加し、地元密着の取り組みもしています。

不動産業
飲食業

地元宮崎の新鮮で安心・安全な農畜産物を食卓
へ届ける仕事をしています。JAグループの会
社で農協系のスーパーマーケットです。「生産
者とお客様を結ぶ懸け橋に！」を合言葉に、生
産者が思いを込めて育てた農畜産物をしっかり
お客様に手に取ってもらえるよう売り場づくり

わが社の自慢

一番のやりがい

各店舗にある安心・安全な生産者コーナー
当社の自慢は各店舗に「生産
者コーナー」があることです。
これは店舗の近隣農家さんが
農作物や加工品を直接持って
きて陳列するコーナーです。
その地の農業生産者がその地
の消費者へ新鮮な農作物・加
工物を届けるコーナーを作る
ことで地域貢献をしています。その地で産まれた物をその地で消費
するという地産地消に即した、生産者の顔が見えて安心な物をお届
けする使命を担っています。まさに「生産者とお客様を結ぶ懸け橋
に！」を生産者コーナーも実践しています。安全で新鮮な農産物な
どの販売を通して県民の健やかな食生活を守ります。

教育、学習支援
サービス業

私は入社7年目になります。現在は精肉部門
で、県内の畜産農家が育てた牛や豚、鶏肉
の販売をしています。畜産農家から仕入れ
たお肉をお客様に喜んでいただけるように、
商品づくりや価格設定を行っ
ています。お客様から「この
前のはおいしかったよ、あり
がとう」と言っていただける
のが、何よりもやりがいにな
っています。

医療・福祉

生産者とのつながりが
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農業、林業

花束・アレンジメント・花鉢の販売

有限会社岡田花店

建設業

■ 所在地／延岡市中川原町1-4508
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／1961年4月

話／0982-21-4187

■ 従業員／15名

□ ウェブサイト／http://miyazaki-flower.com/

□ メール／yoihana@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

延岡の花シーンから世界へ、未来を見つめるパイオニア

不動産業
飲食業

延岡でも屈指のフラワーショップ。ショーケー
スは置かずに陳列しているため、店内は花と香
りで満たされています。仕入れは週に3回。こ
のときには力仕事も求められます。加えてマ
ニュアル車のトラックが運転できるとベスト
です。業務は店舗での販売に加え、冠婚葬祭会

場での装飾、配達など。社員は国家資格「フラ
ワー装飾技能士」の取得を目指します。中国で
宮崎の花を販売するため、大連での1号店出店
が決定！ これを皮切りに、宮崎の花を世界に
アピールしていきます。花好きかどうかは不問。
当社は情熱とやる気がある人を求めます。

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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多くの人や場面との出会いが
自分の成長につながる

葬儀やブライダル会場での装飾、生け花な
ど、花のある様々な場面に立ち会うことが
自身の学びにつながっています。お客様や
業者の方など出会う人も多く、コミュニケー
ションの大切さを痛感していま
す。自分のスキルを高めるため
に、「フラワー技能士」の受験
に向けても勉強中。「この店に
興味がある」「花が好き」であ
れば、一歩踏み出してみません
か。

宮崎の花は世界一。この魅力を広く伝えたい
宮崎産の花を色とりどりに揃
え、鮮度のよさも随一。広々
とした店内はバリアフリー
で、2階ではフラワー教室も
開かれています。私たちが広
く紹介したい宮崎の花は日本
一の品質を誇り、いまや世界
からも注目される存在。その
背景には、宮崎独自の技術開発と生産者の粘り強さがあります。こ
の魅力を世界に向けて発信するために、宮崎の事業者としては初め
て中国へ向けて花の輸出をスタートさせます。大きなチャレンジで
すが、挑戦しない限り成功はありせん。これからは中国とのビジネ
スを通して素晴らしさを世界に伝えたいと思います。

農業、林業

廃車・中古車買取り、国内外向け中古自動車部品販売など

株式会社久保田オートパーツ
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／1975年4月

話／0985-62-3939

■ 従業員／49名

建設業

■ 所在地／宮崎市細江字板川4231

□ ウェブサイト／www.kubotaap.com/

□ メール／kubotaop@gold.ocn.ne.jp インターンシップ制度／無し

製造業
電気・ガス・
熱供給
情報通信業
運輸業

卸売業、小売業
金融業、保険業

顧客は国内、海外！ グローバルリサイクル
to Car”をモットーに車の内装、バンパー等
プラスチックのリサイクルにも力を入れていま
す。乗り終わった車を捨てるのではなく、資源
として再利用し社会に還元するという、車のリ
サイクルで人々の暮らしや地球環境までをも守
る仕事といえます。

不動産業
飲食業

事故や故障で廃車となった車、下取りになった
車の「そこから先」での活躍を考え、架け橋と
なるのが久保田オートパーツの仕事です。販売
業者様等から買い取らせていただいた車から使
える部品を大切に取り外して、国内の修理工場
や海外の部品販売会社へ販売しています。
“Car

わが社の自慢

喜びを感じてほしい

毎日、誰かの良いところに気づける職場
当社は明るい社風で、見学に
来られた方は社員からの挨拶
に驚くといいます。社内では、
社員がお互いに「ありがとう」
を伝える「サンクスカード」
を贈りあっており、自分が当
たり前に行ったことでも、思
いがけず褒められたり感謝さ
れたりすることがあって、とてもうれしいものになっています。そ
のおかげか、社員の毎日の行動や考え方の中に「人を思いやる」「人
の良いところに気づく」気持ちが芽生えています。

教育、学習支援
サービス業

私は、この職場で好きなこと、興味のある
ことを仕事にできる喜びを感じています。
興味があることならば、仕事をしながら新
しいことを学び、知識を広めていくことが
苦ではなく幸せだと感じられ
るからです。「自分が好きな
こと」を掘り下げて、そこか
ら仕事選びや会社見学を考え
てみるのも良いかもしれませ
ん。

医療・福祉

好きなことを仕事にする
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農業、林業

住宅設備機器、太陽光発電機器販売など

株式会社タケセン

建設業

■ 所在地／宮崎市霧島5-27-1
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／1959年1月

話／0985-27-6111

■ 従業員／58名
□ ウェブサイト／www.takesen-reform.com/

□ メール／noda@takesen.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

喜びを住まいに、夢を創造する企業

不動産業
飲食業

株式会社タケセンは、建材・住宅設備機器メー
カー株式会社LIXILをはじめ、TOTO株式会社
や各大手住宅設備機器メーカーの特約店として
業界をリード。ビル・住宅などの建築物や公共
施設工事などを通じて常に社会に貢献する会社
です。また、古来よりの伝統に新たな創造性と

情熱・意欲を吹き込み、快活な環境を提供し、
勤勉に行動する集団であり続けます。ユーザー
のニーズは多岐にわたっており、生活は各家庭
でそれぞれ異なります。当社の究極の目的は、
ユーザーが快適な環境の中、健康で仲良く安心
安全に過ごせることです。

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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一方向からの情報で
決めつけないように

学生の頃に関わっていたスポーツの先輩が
きっかけでこの会社を選びました。仕事を
探すときには合同就職説明会を利用するこ
とも良いと思いますが、決して一方向から
の情報だけで選ばない方がい
いでしょう。いろいろな人か
ら話を聞いたり、実際に足を
運んだりして情報を集めて、
深く掘り下げて考えてみてく
ださい。

取り扱い商品のアイテムは10,000種以上
住宅設備機器大手メーカーと
の長年の取り引きにより、品
揃えは県内トップクラスで
す。商品アイテムは10,000
種以上で建築資材全般の卸販
売から工事施工までできるこ
とが強み。社内には全国的に
も数少ないショールームを開
設して、お客様に幅広くご利用いただいています。また、宮崎県内
においては主要な公共施設を多く手がけています。自分の仕事が形
として残り、施主様と利用する人の喜ぶ顔を見ることができる幸せ
は何事にも代えられません。今後は地球環境にやさしい行動や活動
を通して、より社会貢献できるよう務めていきます。

農業、林業

携帯電話等の販売・代理店業務

株式会社ティーガイア
採用に関する
お問い合わせ

□電

話／0985-22-3178

■ 従業員／4352名

建設業

■ 所在地／宮崎市吉村町長田甲2359（宮崎駐在） ■ 設立／2008年10月

□ ウェブサイト／https://www.t-gaia.co.jp/

□ メール／aikou@t-gaia.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

しっかりサポートでお客様に選ばれるお店
にどこまで寄りそえるか考え、より快適に便利
に安心して生活できるようサポートします。お
客様が選ぶポイントはスタッフ。商品をより魅
力的にするスタッフと一緒に楽しく仕事してい
ます」と鈴木見磨店長。ユーザーの身近な存在
として、スタッフが明るく働く企業です。

不動産業
飲食業

弊社は、住友商事グループの国内最大手の携帯
電話販売代理店で、宮崎県内7店舗のドコモシ
ョップを運営しています。新規顧客への販売・
ユーザーの機種変更・故障対応・操作説明が主
な業務。「今や携帯電話は生活に直結していま
す。私たちは、お客様の困り事を解消しご希望

わが社の自慢

会話が大切

福利厚生が充実、女性が働きやすい職場
年間休日数121日など待遇や
福利厚生が充実。女性が働き
やすい社会を目指す「女性活
躍推進法」に基づく基準をク
リアした一般事業主に厚生労
働省から送られる「えるぼし」
の最高位も受けており、家庭
や子どもを持つ女性が長く働
くことができると実感できる職場です。スキルアップのための社内
研修環境が整っており、その成果はお客様からの感謝の声に反映さ
れます。「お客様が名前を覚えていた」「アンケートに名指しで褒め
てくださった」など仕事のモチベーションも上がります。また社員
同士の仲の良さが店舗内の温かな雰囲気にも表れています。

教育、学習支援
サービス業

大切にしていることは会話です。お客様に
合ったプランやサービスをご案内するため
には、何よりもお客様を知ることが必要、
短い時間の中で積極的に会話をしています。
高校生の頃に行っていた販売
実習や部活動で多くの人とコ
ミュニケーションを取ってい
た経験が役立っています。

医療・福祉

人とのコミュニケーション、
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農業、林業

靴販売、飲食

株式会社テヅカ

建設業

■ 所在地／宮崎市港東1-7-1
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／1984年2月

話／0985-29-4222

■ 従業員／182名
□ ウェブサイト／https://www.shoes-tezuka.co.jp

□ メール／s-tezuka@shes-tezuka.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

靴から雑貨、飲食まで地域に根ざして幅広く展開

不動産業
飲食業

「靴のテヅカ」でおなじみの株式会社テヅカは、
いまや靴の販売だけにとどまりません。「生活
雑貨ショップアレーズ」や「コメダ珈琲店宮崎
柳丸店」を手がけ、日々の生活に心地良いオア
シスとスパイスを演出してきました。靴の販売
では九州一円に27店舗を展開。靴選びは健康

にも関わるため、アドバイスを求めるお客様が
多いといいます。そのなかで店舗数を増やして
きた実績に、地域からの信頼を感じることがで
きます。社員一人ひとりのチャレンジ精神に応
えるため、希望すれば県外勤務も可能。楽しく
仕事ができる人材を求めています。

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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笑顔を欠かさず、

信頼される接客を目指したい
足に合う靴は一人ひとり異なります。だか
らこそお客様の目を見て話を聞き、納得し
てもらえるよう会話をして、最適な一足を
ご提案しています。靴の幅を広げたり、中
敷でサイズを合わせたり、購
入後の微調整も可能です。私
を求めてお客様が来店され
る。そんな仕事ができるよう
努力しています。聞き上手は
この仕事に向いています。一
緒に楽しく働きましょう。

接客から学び、未来をつかむ
接客技術に長けた先輩が多
く、見て学ぶことで自身の成
長につながります。会長や社
長も店舗を回っているため、
激励を受けることもしばし
ば。経営者との距離の近さも
魅力といえます。仕事の基本
である接客を覚えたあとは、
さらに接客を極めるスペシャリスト職や買付を担うバイヤー職、商
品構成や出店計画を練るマーケティング職、店舗の運営や管理を司
るマネジメント職など、適正に応じた役割を任せています。仕事の
モットーは、キビキビ、ニコニコ。コミュニケーションを図りながら、
楽しく仕事ができる環境です。

農業、林業

書籍・教材・知育玩具等の輸入販売

有限会社トラベルマン
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／2004年3月

話／0985-41-6611

■ 従業員／40名

建設業

■ 所在地／宮崎市芳士607

□ ウェブサイト／www.englishbooks.jp

□ メール／info@englishbooks.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

楽しく教え、学べる英語の学習教材を提供
トを行うなど発展した取り組みも行っていま
す。海外の出版社やお客様との交渉もあり、宮
崎にいながら英語力を発揮して国際的なやり取
りをしたい人が活躍する機会が多くあります。
新社会人対象のメンター制度もあり、ゆっくり
じっくり教育します。

不動産業
飲食業

英語・英会話の教科書、副教材など教育関連の
商品を学校、卸業者や一般のお客様に直販・通
販しています。商品を販売するだけでなく、お
客様のニーズに合わせた教材選定のお手伝いや
販売後のサポートにも力を入れているのが特徴
です。著者や出版社を招いて、自社主催イベン

わが社の自慢

仕事をしながら成長できます

女性の役員が多く、風通し良い社内の雰囲気
社長自身がフレンドリーで明
るいため、個人の意見を言い
やすい雰囲気があるのが自慢
です。仕事は、先輩や上司か
らのサポートが手厚く、常に
相談に乗ってくれるので不安
がなく仕事が進められます。
会社は社員の能力に応じて、
やりがいのある仕事もどんどん任せていくので、やる気次第で成長
できます。女性社員が多いのはもちろん、子どもがいても役職を持
つ女性がいるなど、性別に関係なく活躍できる場が用意されていま
す。子どもが病気になって急な休みが必要な場合なども融通が利く
ため、女性が働きやすい環境が整っています。

教育、学習支援
サービス業

与えられた仕事の中でやりたい事を見つけ
ることがやりがいに繋がります。最初はや
りたい事ではなかったとしても、自分の仕
事がその後どのように発展していくのか広
い視野で考え想像性をもって
取り組むと、一見単純そうな
目の前の仕事がいかに重要な
意味を持っているのかに気づ
き、それがモチベーションに
もなります。学びや発見が豊
富な刺激のある仕事場です。

医療・福祉

学び多い毎日で、
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農業、林業

食肉及び加工食品の製造・卸・小売

株式会社中村食肉

建設業

■ 所在地／北諸県郡三股町大字樺山4454-9
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／1957年4月

話／0986-52-2983

■ 従業員／100名

□ ウェブサイト／http://www.292929.jp

□ メール／gejima@niku-nakamura.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

地域のお客様を大切にしながら全国的ヒット商品を開発

不動産業
飲食業

創業88年の弊社は、三股町に本社店・加工品
工場、都城市に食肉処理工場があります。食肉
の加工から流通・販売までを自社で手がけ、信
頼される商品づくりを行ってきました。近年そ
の名は商品とともに全国に知られています。
「魔
法のスパイス」として人気の調味料「マキシマ

ム」がその商品。他にもハンバーグをはじめ多
くのオリジナル商品を加工品専門工場で作って
います。全国へ販売展開しながらも大切にして
いるのは店頭での対面販売。これからもきめ細
かなサービスを提供し、お客様との会話を大事
にした店づくりを行っていきます。

わが社の自慢
医療・福祉
教育、学習支援
サービス業
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自分で考えて行動すると
視野が広がります

社員のアイデアや意見に対して、「どんどん
やりなさい」と語る社長。挑戦しやすい職
場でやりがいがあります。やらされる仕事
はつまらない！ 自分で考えて動くことを
実践しています。最近では町
内No.1の 揚 げ 物 販 売 を 目 指
し、惣菜の売り場づくりを提
案し実現しました。今では都
城地域で定着しているバーベ
キュー焼き台の貸出しも、社
員が発案したんですよ。

食へのニーズを捉えたオリジナル商品開発
テレビや雑誌でもよく紹介さ
れる「マキシマム」はオリジナ
ル・ゆず・わさびの3種類。海
外での販売も目指しています。
マキシマムを使ったおつまみ
やポップコーンなども展開し
ており、ハンバーグはセブン
イレブンでも販売する人気商
品です。他に宮崎県優良県産
品推奨品に選ばれている宮崎牛ハンバーグや宮崎黒豚味噌漬けなど
約15種類ほどのオリジナル商品を作っています。開発には5～6年
ほどかけ、時代のニーズにあった商品を作ります。電子レンジで食
べられる本格ハンバーグなど、今は「手軽さ」も工夫をしています。

農業、林業

スーパーマーケット

株式会社ながやま
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／1990年2月

話／0986-37-3380

■ 従業員／700名

建設業

■ 所在地／都城市乙房町1715-4

□ ウェブサイト／http://www.m-nagayama.co.jp/

□ メール／sumie-m@m-nagayama.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

食卓から地域の活力を創造するキーマンになる
マーケットの業務は商品の仕入れや売り場の設
営などさまざま。どうすればお客様に喜ばれる
のか想像力を働かせることが大切です。そこで
求められるのが若いチカラ。SNSによってトレ
ンドを捉えやすい今だからこそ、若手のチャレ
ンジ精神に期待が寄せられています。

不動産業
飲食業

お客様に満足していただける商品展開やスペー
スの提供で、地域に愛されるお店をつくる。そ
れが、ながやまのコンセプト。都城市を中心に
「HEARTYながやま」など11店舗を展開し、全
国チェーン店には真似できない心配りとアイデ
アで地域から厚い信頼を得ています。スーパー

わが社の自慢

仕事は自分で面白くする

商品に加え
“人”の魅力が店の強みになる
株式会社ながやまは、精肉店
をルーツに成長した会社で
す。だからこそほとんどの店
舗で肉の対面販売を行い、品
質にこだわりを持っていま
す。毎秋恒例の「グランドチ
ャンピオン牛」販売もその一
つ。最高級の牛を1頭まるご
と競り落とすなど、ここでしか買えない品揃えを目指しています。
それは人づくりも同じこと。お客様を惹きつける社員を育てたい。
そのため現場で3年以上の経験を積めば、責任のあるポジションに
就いてもらうこともあります。大手企業にはできない方法で新しい
可能性を引き出そうと考えています。

教育、学習支援
サービス業

宮崎市に昨年オープンしたばかりの住吉店
は、店長も副店長も20代。会社からもらっ
たチャンスをムダにしないように、一つで
も多くのことを吸収しようと毎日奮闘して
います。そこで大切なのは、
お客様の声を聞くこと。お客
様の食生活を想像した上で商
品展開や陳列を考える。突き
詰めていくと、クリエイティ
ブな要素が多い仕事だと思い
ます。

医療・福祉

与えられたチャンスを生かして
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農業、林業

畜産設備資材の製造・販売、畜舎建築・設計、輸入販売

株式会社新原産業

建設業

■ 所在地／北諸県郡三股町蓼池4450
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／1986年6月

話／0986-52-6500

■ 従業員／48名

□ ウェブサイト／http://www.niihara.co.jp

□ メール／nagata@niihara.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

アイデアとものづくりで全国の畜産業を面白くする

不動産業
飲食業

「お客様は畜産業に携わる方々。養豚とブロイ
ラーに特化して、面白いことをやっている会社
です」と新原弘二社長。国内や世界中から輸入
した機具器材を販売、畜舎の建築やリフォーム、
オーダーメイドで設備品の製作も行います。も
のづくりや新しいことを考えることが大好きな

社員たちが、畜産の仕事を楽に、便利に、楽し
くするための技術とノウハウ、アイデアを全国
に発信しています。目指すのは「かゆいところ
に手が届く商品づくり」。お客様以上に畜産の
知識を身につけることに努力してニーズをくみ
取り、ご要望を上回る商品を提案します。

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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的確な行動でお客様との

信頼関係を築いていきます
営業を担当。お客様から打ち解けて相談を
受けるとうれしく、信頼に応えたいと思い
ます。現場に合ったアドバイスをするため、
素早い対応と柔軟な行動が必要。こうして
提案した商品で、仕事の効率
や業績が上がったという声を
いただくときが、やりがいを
感じる瞬間です。困ったとき
は工場と連携。様々な部署で
働けるチャンスもあり、経験
を積むことができます。

社員が競う！ ネーミングコンテスト
「とんとんスプレー」「ひよこ
ロール」「かるがるくん」。ど
れも弊社が扱っている商品の
名前です。ユニークで分かり
やすくて、覚えやすいのがポ
イントです。新製品の名前は、
社内でアイデアを出し合って
決定します。採用者は社長か
ら表彰されるという“名誉”つきです。これまでにない、アイデア
を生かした商品づくりを目指して、社員は常に畜産業界で役に立て
るものはないかを考え、面白いものを見つけようとアンテナを立て
ています。こうして考案した商品の特許、実用新案、商標などの登
録にも積極的に出願しています。

農業、林業

DIYホームセンター

株式会社ハンズマン
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／1964年12月

話／0986-38-0847

■ 従業員／1173名

建設業

■ 所在地／都城市吉尾町2080

□ ウェブサイト／http://www.handsman.co.jp

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

製造業
電気・ガス・
熱供給
情報通信業
運輸業

卸売業、小売業
金融業、保険業

お客様の笑顔が私の幸せ。寄り添う接客を大切に
100本入りのストローを1本だけ売ってほしい」
と要望されれば、販売するのがハンズマン流の
接客です。ノルマはなく、どれだけお客様を笑
顔にできたかという行動実績で仕事を評価。喜
んでいただくことだけを考える、お客様目線の
柔軟な接客に日々励んでいます。

不動産業
飲食業

天井まで届くディスプレイで、欲しいものがど
こにあるか一目瞭然の店内。住まいと暮らしに
関する商品を22万アイテム揃え、県内外に11
店舗を展開。「ハンズマンに行けば何とかなる」
と思わせる魅力があります。たった一人のお
客様からでもニーズがあれば取り揃え、「一袋

わが社の自慢

顔と名前を覚えてもらえる喜び

社員想いの社長がお手本であり、目標です
何といっても、社長が自慢で
す。社長はお客様のことはも
ちろんのこと、従業員一人ひ
とりのことをいつも考えてお
り、1,000人を超える社員の
半数以上の名前を覚えていま
す。新年会の永年勤続表彰で
は、表彰される一人ひとりの
エピソードを盛り込んだ表彰状を社長が手渡します。従業員のため
に頑張る社長を見て、私たち社員はお客様一人ひとりのために精い
っぱい頑張ろうと決意を新たにできます。このような社風なので、
従業員の勤続年数は長く、平均年齢は46歳。しっかり評価してもら
える、働きやすい職場が自慢です。

教育、学習支援
サービス業

お客様との会話をしっかりして、親身な接
客を心がけています。自分の顔と名前を覚
えてくださり「ありがとう、また来るね」
「こ
の前はありがとう」と喜んでいただくと、
お役に立てて本当によかっ
たとうれしく思います。小
売店の中でも、ハンズマン
は特にお客様と接すること
が多いお店。人と関わるこ
とが好きな人は、ぜひ一緒
に働きましょう！

医療・福祉

親身な接客の心がけで
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農業、林業

スーパーマーケット

株式会社マルイチ

建設業

■ 所在地／日向市江良町4-110-3
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／1967年10月

話／0982-52-3880

■ 従業員／500名

□ ウェブサイト／http://supermaruichi.com/

□ メール／info@super-maruichi.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

GlobalとLocalの視点でより豊かな食生活をご提案

不動産業
飲食業

地域の方が元気に過ごせる健康なからだづく
り、そして美味しい料理を囲む家族団欒のお手
伝いが私たちの仕事です。世界的な食事情の動
向も視野に入れ、アメリカへの視察研修なども
積極的に行いつつ、地元の無農薬農家とのネッ
トワークづくりにも取り組み中。また、電子マ

ネーやスマホアプリの開発など最先端システム
の導入も他企業より早く、常にお客様の利便性
向上を図っています。県内民間スーパーマーケ
ットでは現在No.1の売上。100年企業を目指
して、各エリアで最も信頼いただけるお店をつ
くることが私たちの目標です。

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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若い社員にも店舗運営の

重要な一役としての任務を
システム構築の仕事がしたい、と県内での
就活を行いました。若い社員でも大きな任
務を与えるという企業方針に感銘し、入社。
店舗と本部をシステム管理者としてサポー
トしています。一昨年から、
お菓子部門のバイヤーも兼
務。売り場でのお客様の声や
陳列の工夫などで商品が売れ
ていくのを実感し、ますます
この仕事の奥深さとやりがい
を感じています。

自分自身を一人前の人間として磨き会社と共に成長
「私たちは、自分の人生を豊
かにするために、そして社会
を素晴らしいものにするため
に、その手段として仕事をし
ていくのです。仕事は決して
苦行であってはなりません。
夢に向かってまっすぐに歩い
ていける希望の道でなければ
なりません」。これは社員へ向けた社長のメッセージです。社会人
としての心構えを身につける基礎教育とスーパーマーケット全体を
把握するための現場研修、月1回の勉強会、オール日本スーパーマー
ケット協会主催のセミナーへの参加など社員教育に力を入れていま
す。また独自のマルイチ奨学金返還支援制度を新たに創設しました。

農業、林業

産業機械器具、住宅設備資材、医療機器、福祉用具販売

株式会社三井
採用に関する
お問い合わせ

□電

話／0982-33-2266

■ 従業員／19名

建設業

■ 所在地／延岡市天下町1213-495（5月から新社屋に移転） ■ 設立／1988年3月

□ ウェブサイト／http://www.kk-mitsui.com/

□ メール／noriaki-nagatomo@friend.ocn.ne.jp インターンシップ制度／無し
製造業
電気・ガス・
熱供給
情報通信業
運輸業

卸売業、小売業
金融業、保険業

延岡ICから5分。人に自慢したくなる画期的な新社屋
有名コーヒー店を手がけた山本亮介氏に依頼し
ました。通常であれば、閉ざされた「物置」と
して利用される倉庫の可能性を広げるため、木
造にこだわりました。これにより、取扱商品群
や事業領域の変化に対応する際、増・減築が容
易で、取壊し時の環境負荷低減に繋がります。

不動産業
飲食業

弊社は事業拡大・商品安定供給のため、アクセ
スが良く、津波の心配がない天下町のクレア
パーク延岡工業団地に新社屋を建設します（19
年4月完成）。宮崎県の立地企業に認定されたこ
とで、さらなる雇用創出を目指し、地域活性化
に貢献。新社屋の設計は、サードウェーブの某

わが社の自慢

やり過ごさない

歴史があるから新しいことができる
創業1928年の古い会社です
が、 社 員 の 平 均 年 齢 が39歳
と若く、活気あふれる人材が
揃っています。地域に根差し、
お客様に密着するスタンスを
貫くためにも、柔軟な発想を
基に、新たな設備投資・創意
工夫に取り組み続けます。若
いからこそ社内のコミュニケーションが良好で、分からないことを
聞きやすく、自然と助け合える職場環境で、和気あいあい楽しく働
くことができます。有給休暇は15分単位から気軽に取得することが
できるので、プライベートの時間も充実します。

教育、学習支援
サービス業

お客様のニーズを聞き出し、それに見合う
商品を提案し、受注するまでには、相応の
経験が必要になります。配属後しばらくは
先輩スタッフと共に動くので、自然とスキ
ルが身に付いていきます。私は、
「分からな
いことをやり過ごさない」という決意が大
事だと考えています。自分
で調べても理解できなかっ
た点は、すぐに先輩に教え
てもらいましょう。

医療・福祉

分からないことを
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農業、林業

電設資材の卸売

米良電機産業株式会社

建設業

■ 所在地／宮崎市別府町4-33
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／1952年10月

話／0985-24-6855

■ 従業員／140名

□ ウェブサイト／http://www.mera-denki.co.jp

□ メール／fujii@mera-denki.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

仕事を通して人を育て、地域に貢献する

不動産業
飲食業

伝統と実績から地域の信頼も厚く、その名を知
る人も多いのではないでしょうか。米良電機産
業株式会社は、コンセントや照明スイッチとい
った電気の設備材料を販売する企業。公共機関
や学校、工場など大規模施設から家庭まで、様々
なニーズに対応しています。多くのお客様と接

するため社員教育には力を入れ、「育人」をモ
ットーに掲げます。その中心にあるのが、社長
の温かな眼差しです。日報や朝礼を通してトッ
プと接する機会が多く、アットホームな環境の
なか学べることも多いといいます。社員一人ひ
とりを大切にする会社です。

わが社の自慢
医療・福祉
教育、学習支援
サービス業

182

先輩や社長とも距離が近く、
女性が活躍できる職場です

新人は先輩と行動をともにして仕事を覚え、
社会人としての教養を身につけます。その
ため先輩後輩の仲が良く、ささいなことで
も感謝しあう環境があります。加えて社長
との距離が近く、夏には熱中
症を、冬には防寒を考えた対
策を打ち、社員の体調管理に
は特に気を配ってもらってい
ます。産休や復帰後のサポー
ト体制も万全で、女性の活躍
も光る職場です。

お客様にも社員にも喜ばれる企業でありたい
見積りから注文、配達まで、
すべて担当者の裁量で仕事を
進めるためやり甲斐が大き
く、社員は皆向上心を持って
働いています。その根本にあ
るのは、お客様のために何が
できるかという自身への問い
かけです。私たちの仕事は、
ただ商品を売ることではありません。社歴の背景にある多くの支え
に感謝し、地域に恩返しをしたい。だからこそお客様を大切にする
と同時に、社員にも愛される職場づくりを進めています。奨学金返
済支援制度や、新聞の無償提供もあり、様々な面から社員をサポー
トしています。

