
企業名（五十音順） 業種
事務所
所在地

勤務予定地 募集職種

あ 1 株式会社アカダ電器製作所 製造業 門川町 門川町、東京、大阪 技術、営業、総合事務

2 株式会社旭総合コンサルタント 建設業 都城市 都城市 測量、建物補償、建築士

い 3 株式会社　池上鉄工所 製造業 延岡市 延岡市
フィールドエンジニア、サービスエンジニア、
プラント機器設計

う 4 植松商事株式会社（植松グループ） 卸・小売業 宮崎市 宮崎県内各地 営業職、事務職、接客職、技術職

5 株式会社　内山建設 建設業 日向市 日向市 建築技術者、土木技術者、現場オペレーター

え 7 株式会社エフオーテクニカ 製造業 宮崎市 宮崎市、延岡市 製造、技術

8 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 9 九州オリンピア工業株式会社 製造業 国富町 国富町 技術職、営業職

10 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

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

こ 12 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

施工管理、設計･製造、技術営業

13 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

14 株式会社児湯食鳥 製造業 川南町 宮崎県内各地 総合職

さ 15 株式会社サンホーム 建設業 宮崎市
宮崎市、都城市、日向
市

営業

し 16 GMO NIKKOアドキャンプ株式会社 情報通信業 宮崎市 宮崎市 広告管理、広告製作

17 ＪＡ宮崎中央会
農業、林業、漁
業

宮崎市 宮崎市 総合職（事務職）

18 株式会社　システム技研 製造業 都城市 都城市 機械加工、技術営業、機械設計、制御設計

19 株式会社シャノン 情報通信業 東京都 宮崎市 Web作成、カスタマーサポート

せ 20 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

事務職、ドライバー職

21 センコービジネスサポート株式会社 サービス業 延岡市 延岡市 総合職、電話オペレーター

た 22 高鍋信用金庫
金融業、保険
業

高鍋町 宮崎県内各地 総合職、一般職（エリア職）

て 23 デル株式会社 情報通信業 宮崎市 宮崎市 テクニカルサポート、営業職

に 24 日本ホワイトファーム株式会社
農業、林業、漁
業

日向市 日向市 生産飼育職、製造技術職

25 株式会社2.1 情報通信業 東京都 宮崎市 ライター、マーケター、デザイナー

の 26 野崎漬物株式会社 製造業 宮崎市
宮崎市、東京、鳥栖、神
戸

製造職、営業職

は 27 パーソルワークスデザイン株式会社 情報通信業 宮崎市 宮崎市 ITサポート、問合せ窓口、採用代行

ひ 28
社会福祉法人ひまわり会　特別養護
老人ホーム大地

:医療、福祉 門川町 門川町、日向市 スタッフ職、管理職、事務員、介護職員

29 株式会社日向中島鉄工所 製造業 日向市 日向市 技術職

ふ 30
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

ま 31 株式会社　増田工務店 建設業 高鍋町
高鍋町、宮崎市、東京
大東区

施工管理技術者

み 32 株式会社都城酒造HD 製造業 都城市
都城市、宮崎市を中心
とした九州各地

営業職、調理・接客

33 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

34 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

35 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、技術職

36 宮崎県民共済生活協同組合
金融業、保険
業

宮崎市 宮崎市 事務職

37 宮崎日機装株式会社 製造業 宮崎市 宮崎市
製造、生産技術、品質管理・検査、経理、ＩＴ
インフラ
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め 38 株式会社明光社 建設業 宮崎市 宮崎市 送電、技術職

や 39 大和開発株式会社 建設業 宮崎市 宮崎市 土木技術職、建築技術職

よ 40 吉原建設株式会社 建設業 都城市 宮崎県内 技術者

わ 41 株式会社ワン・ステップ サービス業 宮崎市 宮崎県、千葉、静岡 営業

企業名（五十音順） 業種
事務所
所在地

勤務予定地 募集職種

株式会社Ｍ＆Ｆ　tecnica 建設業 宮崎市 宮崎市 技術者

ユー･エム･シー･エレクトロニクス株
式会社

製造業 都城市 都城市 生産技術、生産管理、設備設計・製造

富士チタン工業株式会社 製造業 延岡市 延岡市 操業職

株式会社くらこん 製造業 延岡市 延岡市 品質管理、生産工程

YAMAGATA INTECH株式会社 製造業 都城市 都城市 翻訳者（日英）

REGAIN GROUP株式会社 情報通信業 宮崎市 宮崎市 総合職、コンシェル（契約社員）

株式会社サザンクロスシステムズ 情報通信業 東京都 宮崎市、福岡市、東京 ＳＥ、プログラマ

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、システム
営業

サクシード株式会社 情報通信業 東京都 日南市 開発技術者

株式会社　昭和 製造業 延岡市 延岡市 開発技術者、営業、オペレーター

株式会社オロ宮崎 情報通信業 宮崎市 宮崎市
Webサイト更新、テクニカルサポート、営業事
務
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