
令和4年2月8日時点

No 業種 募集職種 勤務予定地

1 ア 赤江機械工業株式会社 製造業

営業、機械設計、電気設計、旋盤

工･機械工、機械器具設置工事・修

理

綾町

2 ア 旭有機材株式会社 製造業 総合職 延岡市

3 ウ
植松商事株式会社（植松グ

ループ）
卸・小売業 接客事務職、営業接客職、技術職

宮崎市、都城市、延岡市、日向

市、日南市、小林市、高鍋町

4 エ
株式会社エーコープみやざ

き
卸・小売業 総合職

宮崎市、東諸県郡、日南市、串間

市、都城市、えびの市、児湯郡、

西都市、延岡市、西臼杵郡、東臼

杵郡、日向市、

5 エ 江坂設備工業株式会社 建設業 総合職 宮崎市

6 エ
ＳＣＳＫニアショアシステ

ムズ株式会社
情報通信業

システムエンジニア・プログラ

マ、プロジェクトマネージャー・

プロジェクトリーダー

宮崎市

7 エ 江夏商事株式会社 卸・小売業 総合職 宮崎市、大阪市、東京都千代田区

8 エ えびの電子工業株式会社 製造業

製造装置オペレーター、工程管

理、システム開発エンジニア、安

全衛生管理者

えびの市、小林市、都城市、三股

町

9 エ 社会福祉法人えびの明友会 医療、福祉
介護福祉士、介護職、正看護師、

准看護師
えびの市

10 エ 株式会社MJC 情報通信業 ITエンジニア職 宮崎市

11 オ 株式会社岡﨑組 建設業 建設技術者、生コン技術者、事務 宮崎市

12 オ 株式会社OPUS サービス業
店舗運営職、地域限定正社員、

カーライフアドバイザー

宮崎市、延岡市、都城市、日南

市、高鍋町

13 オ 株式会社オファサポート サービス業
総合職、教習指導員見習い、看護

師、保育士
宮崎市

14 オ 株式会社オロ宮崎 情報通信業

総合職、Webサイト・デジタル広

告運用、テクニカルサポート、社

内インフラエンジニア、エンジニ

ア職

宮崎市

15 カ
株式会社カクイックスウィ

ング
サービス業 総合職

宮崎市、延岡市、日向市、都城

市、小林市

16 カ 株式会社加藤工機 建設業
営業職、メンテナンス、施工、事

務職
宮崎市、都城市、延岡市

17 カ 株式会社金丸慶蔵商店 卸・小売業 営業職、技術職 門川町

18 カ 株式会社　河北 建設業 技術総合職、事務総合職 都農町

19 カ 株式会社　川﨑電子 製造業
オペレーター、手組Assy、検査業

務
都城市、鹿児島県曾於市

20 カ かわさき屋株式会社 卸・小売業 製造 綾町

21 カ 神崎建設工業株式会社 建設業 施工管理、営業、事務 宮崎市

22 キ
霧島酒造株式会社／霧島

ホールディングス株式会社
製造業 営業本部、企画室 都城市

23 キ 株式会社九建 建設業 建設現場作業員 宮崎市

24 キ 株式会社九南 建設業 営業職・技術職 宮崎市、都城市、福岡市、川崎市

25 キ 共立冷熱株式会社 建設業 技術職 宮崎市
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26 ク
株式会社クリエイティブマ

シン
情報通信業

プログラマー、CADインストラク

ター、機械設計、マーケティング
宮崎市

27 グ
株式会社グローバル・ク

リーン
サービス業

業務管理営業、マネジメント、不

動産営業
日向市

28 ケ 株式会社ケイディ商事 卸・小売業 総合職、営業職 都城市、宮崎市、日南市

29 ケ 社会福祉法人　慶明会 医療、福祉 介護職 国富町、宮崎市、日南市

30 コ
株式会社コア・クリエイト

システム
情報通信業 開発職、サポート保守職、営業職 宮崎市

31 コ 株式会社興電舎 建設業 保全、施工管理、設計・製造
延岡市、宮崎市、日南市、大分、

福岡

32 コ
向陽プラントサービス株式

会社（旭化成グループ）
建設業

技術技能系総合職、工事管理、溶

接配管製缶工、仕上工、環境安全
延岡市

33 コ こばやし農業協同組合 サービス業 事務技術職、労務職 小林市、高原町

34 コ
生活協同組合コープみやざ

き
卸・小売業 総合職

宮崎市、都城市、延岡市、日南

市、日向市、小林市、高鍋町

35 コ 株式会社 コメリ 卸・小売業
地域限定総合職、地域社員、出店

用地開発営業、農業アドバイザー

宮崎市、えびの市、小林市、西都

市、日南市、日向市、都城市、門

川町、綾町、川南町、新富町、国

富町、高鍋町、都農町

36 ゴ 株式会社ゴーリスト 情報通信業
総合職、エンジニア、プロジェク

トマネージャー、ディレクター
宮崎市

37 ザ
有限会社　財務経営サービ

ス
サービス業 税務会計職 宮崎市

38 サ 株式会社坂下組 建設業 技術職（施工管理） 宮崎市

39 サ
株式会社サザンクロスシス

テムズ
情報通信業

プログラマー、システムエンジニ

ア
宮崎市、東京都(本社)

40 サ
株式会社サニー・シーリン

グ
製造業 総合職（営業、事務、企画） 都城市

41 サ 株式会社サポータス 情報通信業 エンジニア 都城市

42 サ 有限会社サンエク 建設業 現場管理・配送、作業 宮崎市

43 ジ
ＪＡ宮崎経済連（宮崎県経

済農業協同組合連合会）

農業、林

業、漁業
総合職、技術職 宮崎市

44 シ 株式会社システム開発 情報通信業 システムエンジニア 宮崎市

45 シ

社会福祉法人　敬和福祉会

特別養護老人ホーム　島津

乃荘

医療、福祉

介護福祉士、看護師、管理栄養

士、 歯科衛生士、調理師、

OT/PT/ST、 介護支援専門員、生

活相談員、事務職

都城市

46 シ 株式会社シャノン 情報通信業
Web制作、サポート、導入コンサ

ルティング
宮崎市

47 ス スパークジャパン株式会社 情報通信業
プログラマー、Webデザイナー、

営業
宮崎市

48 ス
社会福祉法人スマイリン

グ・パーク
医療、福祉

総合職、生活相談員、保育教諭、

介護職

都城市、三股町、小林市、宮崎

市、曽於市、霧島市等

49 ス 株式会社　昴
教育・学習

支援業
教務職(教室運営者候補)

宮崎市、都城市、小林市、延岡

市、日向市
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50 セ
株式会社セキュリティロー

ド
サービス業 総合職、業務管理 宮崎市

51 セ セラテック九州株式会社 製造業 製造業務 都城市

52 セ
センコービジネスサポート

株式会社
情報通信業

コンタクトセンター、事務サービ

ス
延岡市、えびの市

53 ソ 双信デバイス株式会社 製造業 電子部品製造オペレーター 宮崎市

54 ダ ダイレックス株式会社 卸・小売業 店舗運営職
宮崎市、西都市、延岡市、都城

市、小林市、日南市

55 タ 高鍋信用金庫
金融業、保

険業
総合職、一般職

児湯郡、宮崎市、日向市、小林

市、西都市

56 ダ
株式会社ダンロップゴルフ

クラブ
製造業 生産技術職、工務職 都城市

57 ツ
ツカサ電工株式会社　都城

事業所
製造業 総合職 都城市

58 ツ 医療法人隆徳会　鶴田病院 医療、福祉 看護師、介護職 西都市

59 デ 株式会社D2C 情報通信業

広告審査・メディア管理業務、広

告関連事務、広告運用、業務自動

化推進エンジニア

宮崎市

60 テ 株式会社テレビ宮崎 情報通信業 総合職

宮崎市、都城市、延岡市、東京都

中央区銀座、大阪市北区梅田、福

岡市天神

61 デ 株式会社デンサン 情報通信業
システムエンジニア、ネットワー

クエンジニア
宮崎市

62 ト 東郷メディキット株式会社 製造業 開発職
日向市、千葉県佐倉市、ベトナム

ハイフォン市

63 ト 社会福祉法人　ときわ会 医療、福祉
介護職、生活相談員、管理栄養

士、看護師、保育士、児童指導員
小林市

64 ト 外山木材株式会社 製造業
営業職、事務職、工場管理職、総

務職
都城市、志布志市

65 ナ 株式会社ながやま 卸・小売業 総合職、製造加工職 宮崎市、都城市、三股町

66 ナ 南栄リース株式会社
不動産業、

物品賃貸業
営業職、業務職 宮崎市、都城市、門川町

67 ニ 株式会社日産サティオ宮崎 卸・小売業 営業職、技術職（整備士）
宮崎市、都城市、日向市、高鍋

町、小林市、日南市、延岡市

68 ニ 有限会社　日伸洗車機 サービス業 メンテナンス、事務 宮崎市

69 ニ
日本ホワイトファーム株式

会社
製造業

生産技術職、製造技術職、生産・

製造
日向市

70 ネ
株式会社ネオキャリア

BPO宮崎センター
サービス業 事務系総合職 宮崎市

71 パ
パーソルワークスデザイン

株式会社
情報通信業 総合職 宮崎市

72 ヒ
株式会社ひむか流通ネット

ワーク
情報通信業

システムエンジニア、サーバ・

ネットワークエンジニア、営業
宮崎市

73 ヒ 株式会社日向製錬所 製造業 物流担当、人事・労務担当 日向市

74 ヒ 株式会社日向屋 製造業 営業職、食品製造工 門川町



令和4年2月8日時点

No 業種 募集職種 勤務予定地企業名（五十音順）

2022宮崎県ふるさと就職説明会（２月　企業説明会分）参加企業一覧

75 フ
株式会社フェニックスシス

テム研究所
情報通信業

システムクリエイター、ソフト

ウェア開発技術者
宮崎市

76 フ
フェニックスリゾート株式

会社
サービス業

総合職、調理、緑化管理、キャ

ディ
宮崎市

77 フ
フコク生命保険相互会社

宮崎東営業所

金融業、保

険業
保険外交員、営業総合職 宮崎市

78 フ
フードテクノエンジニアリ

ング株式会社
建設業

総合職(技術)、総合職(営業)、冷

熱設備設計・施工管、サービスエ

ンジニア(メンテナンス)

都城市、大阪府大阪市(新卒社員)

79 プ 株式会社プリコム 製造業 技術職、営業 宮崎市

80 ホ 社会福祉法人報謝会 医療、福祉 介護職、看護師、管理栄養士
高原町、小林市、都城市、三股

町、宮崎市、国富町、西都市

81 ホ 株式会社ホンダロック 製造業 技術職、事務職 宮崎市

82 マ 株式会社マエムラ
不動産業、

物品賃貸業

住宅展示場アドバイザー、現場管

理者、フロントスタッフ、支配人

候補

宮崎市

83 マ 株式会社マスコ 飲食業 飲食店店舗スタッフ（店長候補） 宮崎市

84 マ 株式会社マルイチ 卸・小売業 販売マネジメント職 日向市、延岡市、宮崎市

85 マ MANGO株式会社 情報通信業
デジタル広告運用コンサルタン

ト、オペレーションディレクター
宮崎市

86 ミ 南九州日野自動車株式会社 卸・小売業
総合職（整備）、総合職（営

業）、総合職（事務）
宮崎市、都城市、日向市

87 ミ 株式会社南九州みかど 建設業

施工管理、施工管理補助、道路の

ライン工事スタッフ、橋梁メンテ

ナンス工事

宮崎市

88 ミ 南日本ハム株式会社 製造業
製造職、商品開発・品質保証、事

務職
日向市

89 ミ 南日本酪農協同株式会社 製造業 総合職（製造・営業・管理）

都城市（但し、南九州、北部九

州、関西、関東地区への転勤もあ

り）

90 ミ 都城農業協同組合
農業、林

業、漁業

総合職、農業機械専門職、自動車

整備
都城市、三股町

91 ミ 都城木材株式会社 製造業 総合職、保全職、製材加工 都城市　または　北諸県郡三股町

92 ミ 宮崎瓦斯株式会社

電気・ガ

ス･熱供

給・水道業

総合職 宮崎市、延岡市、都城市

93 ミ 株式会社宮崎銀行
金融業、保

険業
総合職、特定職 宮崎市　他

94 ミ
社会福祉法人宮崎県社会福

祉事業団
医療、福祉 支援員

宮崎市、都城市、延岡市、国富

町、新富町

95 ミ 宮崎県農協果汁株式会社 製造業
製造職、専門技術職、品質管理・

研究開発職
川南町

96 ミ 宮崎サンフーズ株式会社 製造業

製造機械技術・管理職、事務管理

スタッフ、フォークリフトオペ

レーター、工場内作業スタッフ

新富町
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97 ミ 宮崎第一信用金庫
金融業、保

険業
営業・事務

宮崎市、西都市、都城市、日南

市、串間市、三股町

98 ミ 株式会社宮崎太陽銀行
金融業、保

険業
総合営業職、エリア・窓口営業職 宮崎市、他各市町

99 ミ 宮崎電子機器株式会社 卸・小売業
カスタマーエンジニア、フィール

ドSE、営業職
宮崎市

100 ミ 宮崎日機装株式会社 製造業
製造業、生産技術、品質管理・検

査
宮崎県宮崎市

101 ミ
みんなのマーケット株式会

社
情報通信業

カスタマーサクセス、webエンジ

ニア、マーケティング

宮崎県宮崎市橘通西5-1-24 矢野興

業第二ビル6F（リモートワーク

可）

102 メ 株式会社メモリード宮崎 サービス業 営業、葬祭、婚礼、宿泊
宮崎市、都城市、延岡市、小林

市、西都市

103 メ 米良電機産業株式会社 卸・小売業
総合職、アシスタント事務、一般

事務

宮崎市、都城市、日向市、延岡

市、日南市、小林市

104 ユ 社会福祉法人豊の里 医療、福祉
介護職、介護支援専門員、生活相

談員
都城市、三股町

105 ヨ
吉川工業アールエフセミコ

ン株式会社
製造業

テストエンジニア、ODMエンジニ

ア、品質保証、生産管理
新富町

106 ヨ 吉原建設株式会社 建設業
建築・土木施工管理、港湾施工管

理、建築設計、営業
都城市

107 リ REGAIN GROUP株式会社 情報通信業 エリア総合職、コールスタッフ職 宮崎市

108 リ 株式会社凌駕
不動産業、

物品賃貸業
総合職 宮崎市

109 ワ 株式会社　ワン・ステップ
不動産業、

物品賃貸業
営業職、商品管理 宮崎市、成田市、浜松市



No 団体名 説明内容

1 宮崎県人事委員会事務局
・　県職員の仕事紹介
・　採用試験の日程
・　職員採用案内ホームページ等の紹介

2 宮崎県警察本部
・　警察組織について
・　業務内容について
・　各種制度、ワークライフバランス　等

3 宮崎県教職員課
・　宮崎県で教員として働くこと
・　宮崎県公立学校教員採用選考試験の概要

4 宮崎県産業政策課 ひなた創生のための奨学金返還支援事業

5 宮崎県中山間・地域政策課

・　宮崎ひなた暮らしＵＩＪターンセンター
・　移住情報サイト「あったか宮崎ひなた暮らし」
・　移住支援金制度
・　ひなた移住倶楽部

6 宮崎県福祉人材センター 福祉人材センターの概要、活用方法、求職登録等

7
宮崎県ナースセンター
（宮崎県医療薬務課）

宮崎県ナースセンターによる看護職員向け就職支援内容

8
公益社団法人宮崎県林業労働機械
化センター
（宮崎県山村・木材振興課）

・　宮崎県の林業
・　情報サイト「みやざきの『ひなたで林業』」の紹介
・　「森林の仕事就業相談会」開催のお知らせ
・　（公社）宮崎県林業労働機械化センター

9 公益社団法人宮崎県農業振興公社

・　宮崎県の就農相談窓口
・　農業のはじめ方（起業、就職）
・　就農に関する制度
・　研修受入れ情報、就職情報等

10
宮崎県水産政策課
（宮崎県漁村活性化推進機構）

・　本県で操業している漁業の紹介
・　相談から着業までの流れ
・　本県での就業希望者に対する支援

11
ひなターンみやざき（ICTスカウト
事業）事務局

・　首都圏における宮崎県ゆかりのICTコミュニティの運
　営、ICT業界に特化した移住・転職情報サイト「ひなタ
　ーンみやざき」の紹介
・　首都圏における交流会等の案内、同じ業界で活躍す
　るＩＣＴ人材との交流機会
・　宮崎県内のＩＣＴ企業の情報提供、ＩＣＴ業界に特
　化した就職相談
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