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番号 企業名（五十音順） 業種
事業所
所在地

勤務予定地 募集職種

あ 1 青島リゾート株式会社 サービス業 宮崎市 宮崎市 サービス

う 2 植松商事株式会社（植松グループ） 卸・小売業 宮崎市他 宮崎県内各地 接客職、営業職、技術職、事務職

え 3 江坂設備工業株式会社 建設業 宮崎市 宮崎市 施工監理

4 ＳＣＳＫニアショアシステムズ株式会社 情報通信業 宮崎市 宮崎市他 SE/PG、PM/PL

5 株式会社MJC 情報通信業 宮崎市 宮崎市
技術職、防災コンサルタント職、総務経理事
務職

き 6 株式会社九南 建設業 都城市
宮崎市、都城市、福岡、神奈川
他

営業職、技術職

7
株式会社共立電機製作所
株式会社共立電照 製造業 宮崎市 宮崎市 設計、製造、LED設計開発

8 清本鐵工株式会社 製造業 延岡市 延岡市、都城市他 技術職、技術総合職、監督職

く 9 株式会社くらこん　九州工場 製造業 延岡市 延岡市 品質管理、生産工程

こ 10 株式会社コア・クリエイトシステム 情報通信業 宮崎市 宮崎市
PG（システム開発）、SE（システム開発）、
システムサポート

11 株式会社興電舎 建設業 延岡市
延岡市、宮崎市、日南市、大分、
福岡

施工監理、設計・製造、保全

12 株式会社児湯食鳥 製造業 川南町
宮崎県内各地（川南町、都城市、西都
市、北郷町） 総合職

し 13 株式会社システム技研 製造業 都城市 都城市 機械設計、機械加工、技術営業

せ 14 生活協同組合コープみやざき 卸・小売業 宮崎市 宮崎県内 総合職

に 15 株式会社ニチワ 製造業 日南市 日南市
開発技術者、生産技術者、総合事務
職

16 日本ホワイトファーム株式会社 製造業 日向市 日向市
生産飼育職、製造技術職、【契約社
員】生産・製造

ふ 17 株式会社フェニックスシステム研究所 情報通信業 宮崎市 宮崎市、東京、大阪、福岡、仙台 ソフトウェア開発技術者

み 18 宮崎ガス株式会社 
電気・ガス・熱
供給・水道業

宮崎市 宮崎市、延岡市、都城市 総合職

19 宮崎県農協果汁株式会社 製造業 川南町 川南町、宮崎市 製造職、営業職

20 宮崎交通株式会社 運輸業・郵便業 宮崎市 宮崎県内
事務員（総合・一般職）、バス運転士、運行
管理者、整備士、航空事業

21 宮崎日機装株式会社（日機装グループ） 製造業 宮崎市 宮崎市
製造・検査・品質管理、生産技術、生産工
場・マネジメント職

め 22 株式会社明光社 建設業 宮崎市 宮崎市 総務事務、営業職、送電、技能職

23 米良電機産業株式会社 卸・小売業 宮崎市 宮崎県内、鹿児島県 営業、営業事務職、一般事務

り 24 REGAIN GROUP株式会社 情報通信業 宮崎市 宮崎市 エリア総合職、総合職

わ 25 株式会社ワン・ステップ サービス業 宮崎市
宮崎県内、福岡県、静岡県、千葉
県

営業、営業企画、販売管理
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南国興産株式会社 製造業 都城市 都城市、小林市、児湯郡
プラント設備機械メンテナンス職、自動車整
備士／メンテナンス職、水産飼育員

リコージャパン株式会社　宮崎支社 卸・小売業 宮崎市 宮崎県内各地 営業、カスタマーエンジニア

社会福祉法人　ときわ会 医療・福祉 小林市 小林市 介護職、厨房職、看護職

株式会社ジョイフル 飲食業 宮崎市他 宮崎県内各地 総合職

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 金融業・保険業 宮崎市他 宮崎県内 企画営業、損害サービス等

株式会社エフオーテクニカ 製造業 宮崎市 宮崎市、延岡市、都城市 製造、技術、営業・管理

株式会社都城酒造HD 製造業 都城市
主に都城市、宮崎市を中心とした九州各
地 営業、調理・接客

富士チタン工業株式会社　延岡工場 製造業 延岡市 延岡市 操業職

吉原建設株式会社 建設業 都城市 宮崎県内 技術職、営業職

株式会社増田工務店 建設業 高鍋町 高鍋町、宮崎市、東京都台東区 施工監理技術者

赤江機械工業株式会社 製造業 綾町 綾町、福岡、大阪、埼玉 営業、機械設計、電気設計

向陽プラントサービス株式会社 建設業 延岡市 延岡市 工事管理、設計、営業

社会福祉法人　慶明会 医療・福祉 宮崎市 宮崎市、日南市、国富町 介護職

JA宮崎経済連 卸・小売業 宮崎市
宮崎市、他宮崎県内（その他本人希望で
県外・香港あり） 畜産職、園芸農産職、総合職

江夏商事株式会社
農業、林業、漁
業

宮崎市、都
城市 宮崎市 財務経理、人事総務

九州情報機器コンサル株式会社 情報通信業 宮崎市 宮崎市 営業

株式会社ひむか流通ネットワーク 情報通信業 宮崎市 宮崎市
システム開発、システムデザイン、インフラ
エンジニア

都城木材株式会社 製造業 都城市 都城市、三股町 総合職、保全員、CADオペレーター

宮崎県民共済生活協同組合 金融業・保険業 宮崎市 宮崎市 総合職

太陽建機レンタル株式会社
不動産業、物品
賃貸業

宮崎市他 宮崎市、都城市、延岡市、日向市 営業、整備

センコー株式会社　東九州主管支店 運輸業・郵便業 延岡市
宮崎市、都城市、延岡市、日向市、大分
市

事務職、オペレーター職、ドライ
バー職

新洋海運株式会社 運輸業・郵便業 都城市
都城市【大阪、兵庫、三重、東京、福
岡、海外（タイ・ベトナム）職種により
転勤あり】

現場事務職

旭化成ファインケム株式会社 製造業 延岡市 延岡市
品質保証（薬事、化学品・化品）、品質管理
分析員、ラボ実験担当者、設備管理、人事労
務

株式会社メモリード宮崎 サービス業 宮崎市 宮崎県内 総合職、婚礼・葬祭、葬祭スタッフ

株式会社　ファイブフォックス 卸・小売業 宮崎市他 宮崎市、都城市、日南市 販売

ＷＡＳＨハウス株式会社 サービス業 宮崎市 宮崎市、他各支店 店舗管理、事務、コールセンター

株式会社宮崎観光ホテル サービス業 宮崎市 宮崎市 総合職、調理職

株式会社マスコ 飲食業 宮崎市 宮崎県内
飲食店スタッフ、飲食店店長候補、料理長候
補

株式会社九州土木設計コンサルタント サービス業 宮崎市 宮崎市 技術職

グローバルテクノロジー宮崎株式会社 情報通信業 宮崎市 宮崎市、東京都内 SE、PL
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エイムネクスト株式会社 サービス業 高鍋町 高鍋町 エンジニア

株式会社中村食肉 卸・小売業 三股町 三股町、都城市 営業、商品開発、事務

株式会社　クボタ住宅 
不動産業、物品
賃貸業

宮崎市 宮崎市 営業

株式会社ハンズマン 卸・小売業
宮崎市、都
城市 宮崎市 店舗販売

ＳＡＴＴ九州株式会社 情報通信業 宮崎市 宮崎市 開発技術者、運用・保守、総務

旭化成アミダス株式会社 サービス業 延岡市 延岡市 SE

株式会社栗山ノーサン 製造業 都城市 都城市 商品開発企画、営業、工場管理

株式会社ドラッグストアモリ 卸・小売業 宮崎県内 宮崎県内 総合職

株式会社日向屋 製造業 門川町 門川町 営業、製造

株式会社松尾宮崎 製造業 都城市 都城市
自動機オペレーター、製品検査業務、金型保
全業務

デル株式会社 情報通信業 宮崎市 宮崎市 内勤営業

株式会社ＭＦＥ　ＨＩＭＵＫＡ 製造業 日向市 日向市 技術職
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