
宮崎市 都城市 延岡市 三股町 その他

ア 有限会社アグリセンター都城 農業、林業、漁業 都城市 都城市 新卒 農作業オペレーター

イ
株式会社イーステムコミュニケーショ
ンズ

サービス業 都城市 都城市 新卒/中途 オペレーター、データ集計・事務処理

ウ 植松商事株式会社（植松グループ） 卸・小売業 宮崎市 宮崎市 都城市 延岡市
日南市、小林市、日向市、高鍋
町

新卒/中途 接客事務職、営業接客職、技術職

エ えびの電子工業株式会社 製造業 えびの市 都城市 三股町 えびの市、小林市 新卒/中途
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

エ 社会福祉法人えびの明友会 医療、福祉 えびの市 えびの市 新卒/中途
介護福祉士、介護職、看護職、理学療法士・
作業療法士

エ 株式会社エフオーテクニカ 製造業 宮崎市 宮崎市 都城市 三股町 新卒/中途
半導体製造スタッフ、半導体保全スタッフ、
加工検査、食品製造、電子部品製造

エ 株式会社F・Cガード サービス業 宮崎市 宮崎市 都城市 延岡市 三股町
日南市、日向市、児湯郡、小林
市、都城市

新卒/中途
舗装作業員、重機オペレーター（舗装）、橋
梁点検

オ 大淀開発株式会社 建設業 都城市 都城市 新卒/中途
建築技術者、土木技術者、機械オペレー
ター

オ 株式会社岡﨑組 建設業 宮崎市 宮崎市 新卒/中途 建設技術者、生コン運転手

オ 株式会社　緒方組 建設業 小林市 小林市 新卒/中途 技術職、土木作業員、高速道路の保全業務

カ 株式会社加藤工機 卸・小売業 宮崎市 宮崎市 都城市 延岡市 新卒/中途 営業、施工、メンテナンス、一般事務

カ 社会福祉法人　かなえ会 医療、福祉 宮崎市 宮崎市 新卒/中途 介護職員、看護職員、調理員

キ 株式会社九州大真空 製造業 川南町 児湯郡川南町 新卒/中途 事務職

キ 株式会社九南 建設業 都城市 宮崎市 都城市 福岡、神奈川他 新卒/中途 営業職、技術職

ク 株式会社クース・コーポレーション サービス業 宮崎市 宮崎市 都城市 新卒/中途 教室長

コ 有限会社鉱脈社 製造業 宮崎市 宮崎市 新卒/中途 営業職、編集職、制作職

コ こばやし農業協同組合 サービス業
小林市、
高原町

小林市、高原町 新卒/中途 事務技術職、労務職

コ 株式会社 コメリ 卸・小売業 都城市 宮崎市 都城市 延岡市 三股町
綾町・えびの市・川南町・国富町・小
林市・野尻町・西都市・新富町・高鍋
町・都農町・日南市・門川町・都城市

新卒/中途 総合職、地域限定総合職、地域社員

サ 株式会社坂下組 建設業 宮崎市 宮崎市 小林市、日向市 新卒/中途 施工管理

サ 株式会社桜木組 建設業 都城市 宮崎市 都城市 新卒
土木技術者、建築技術者、営業職、建築設
計職

サ サンキョーミート株式会社 製造業 小林市 小林市 新卒/中途
総合職、機械設備管理技術者、食肉生産
職、食肉生産職

サ 株式会社サンライズネットワークス 卸・小売業 宮崎市 宮崎市 都城市 延岡市 新卒/中途 外勤営業、販売（内勤営業）

シ 株式会社　システム技研 製造業 都城市 都城市 新卒/中途
加工機オペレーター、機械設計者、制御設
計者

ス 株式会社 昴 サービス業 宮崎市 宮崎市 都城市 延岡市 小林市、日向市 新卒/中途 教務職(教室運営者候補)

ス 社会福祉法人スマイリング・パーク 医療、福祉 都城市 宮崎市 都城市 三股町 小林市　曽於市 新卒
高齢者介護職＆障がい者生活支援員、保
育教諭

セ 株式会社セキュリティロード サービス業 宮崎市 宮崎市 都城市 延岡市 新卒/中途
総合職（営業所運営・経理・営業・総務）、営
業所運営

セ セラテック九州株式会社 製造業 都城市 都城市 新卒/中途 製造業務

セ 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 延岡市 日向市 新卒/中途
ドライバー職、オペレーター職、事務職、通
関業務

ソ 株式会社園田グリーンセンター 建設業 都城市 宮崎市 都城市 新卒/中途
造園・土木施工管理技士見習い、総務・経
理

タ 株式会社タケセン 卸・小売業 宮崎市 宮崎市 都城市 延岡市 小林市 新卒/中途 営業

タ 段建設工業株式会社 建設業 都城市 都城市 新卒/中途
施工管理技術者、監督サポーター、建設重
機オペレーター、建設事務

ト 社会福祉法人　ときわ会 医療、福祉 小林市 小林市 新卒/中途 介護職、看護職、PT・OT・ST、訪問看護
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ト 都北産業株式会社 建設業 都城市 宮崎市 都城市 新卒/中途
建築技術者、土木技術者、土木管理事務
職・営業補佐、ガーデンプランナー／営業職

ト 外山木材株式会社 製造業 都城市 都城市 新卒/中途
製材スタッフ、ボイラー技士(2級以上)、工場
製造幹部候補者、総合職

ナ 株式会社永倉建設 建設業 都城市 都城市 新卒/中途
土木作業員、職長候補、建築・土木施工管
理

ナ 株式会社ながやま 卸・小売業 都城市 宮崎市 都城市 三股町 鹿児島県曽於市 新卒/中途 総合職、製造加工職

ナ 南栄リース株式会社 建設業
宮崎市、
都城市、
門川町

宮崎市 都城市 東臼杵郡門川町 新卒/中途 足場施工スタッフ。営業

ニ 株式会社西日本福祉サービス研究所 医療、福祉 都城市 都城市 三股町 新卒/中途 介護職員

ハ 株式会社育みの里しろはと 製造業 三股町 都城市 三股町 新卒/中途
食品製造業、農業（株式会社しろはとファー
ム）

ハ 株式会社はざま牧場 農業、林業、漁業 都城市 都城市 新卒/中途
養豚スタッフ、営業ルート販売、直売店店舗
スタッフ

ハ 株式会社パックライン サービス業 都城市 都城市 新卒/中途
コールセンターオペレーター、インストラク
ション

ハ 株式会社ハンズマン 卸・小売業 都城市 宮崎市 都城市 新卒 店舗販売、地域限定正社員

ヒ
株式会社ビジョナリーホールディング
ス

卸・小売業 都城市 都城市 新卒/中途 販売職・総合職

ヒ 株式会社 ひまわり牧場 農業、林業、漁業 都城市 都城市 新卒/中途
肉用牛の飼養管理全般、経営管理、堆肥の
製造、運搬

フ プロマ精工株式会社 製造業 都城市 都城市 新卒/中途 機械設計、制御設計、機械組立、機械工

ホ 社会福祉法人報謝会 医療、福祉 高原町 宮崎市 都城市 三股町
国富町、西都市、三股町、小林
市、高原町

新卒/中途 介護職、管理栄養士、正看護師、准看護師

マ 株式会社マスコ 飲食業 宮崎市 宮崎市 都城市 三股町
小林市、西都市、児湯郡新富
町・高鍋町

新卒/中途 店舗スタッフ（店長候補）

マ 株式会社桝元 飲食業 延岡市 宮崎市 都城市 延岡市 日向市 新卒/中途 接客・調理

マ 株式会社松元建設 建設業 都城市 都城市 新卒/中途
建築士・インテリアコーディネーター及び見
習い、営業、大工見習い

マ 松本建設株式会社 建設業 宮崎市 宮崎市 新卒/中途 建築技術者、土木技術者、営業・総務

マ 丸昭建設株式会社 建設業 都城市 都城市 三股町 新卒/中途 建築技術者、土木技術者

マ 万代ホーム株式会社 建設業 都城市 宮崎市 都城市 日南市 新卒/中途
営業（ハウジングアドバイザー）、設計、イン
テリアコーディネーター、施工管理、大工

ミ 南九州化学工業株式会社 製造業 高鍋町 高鍋町 新卒/中途 機械オペレーター

ミ 株式会社　都城くみあい食品 製造業 都城市 都城市 新卒/中途 食料品製造、品質管理、事務

ミ 都城農業協同組合 その他 都城市 都城市 三股町 新卒/中途 総合職、農業機械専門職

ミ
社会福祉法人宮崎県社会福祉事業
団

医療、福祉 宮崎市 宮崎市 都城市 延岡市 国富町、新富町 新卒/中途 支援員

ミ 株式会社宮崎県ソフトウェアセンター 情報通信業 宮崎市 宮崎市 新卒/中途
総合職、システム開発運用保守、インフラ運
用保守、ネットワークエンジニア

ミ 宮崎綜合警備株式会社 サービス業 宮崎市 宮崎市 都城市 延岡市
日向市、小林市、日南市、高鍋
町

新卒/中途
機械警備スタッフ、技術スタッフ、空港保安
スタッフ、警備輸送スタッフ

ミ 宮崎第一信用金庫 金融業、保険業 宮崎市 宮崎市 都城市 三股町 日南市、西都市、串間市 新卒 営業・事務

ミ 株式会社宮崎太陽銀行 金融業、保険業 宮崎市 宮崎市 都城市 延岡市 三股町 宮崎県内各市町 新卒/中途 総合営業職、エリア・窓口営業職

ミ 株式会社　宮崎通信 情報通信業 宮崎市 宮崎市 新卒/中途
開発技術者（SE/PG/NE）、開発コールセン
タ業務、営業職、開発コールセンタ業務

メ 株式会社メモリード宮崎 サービス業 宮崎市 宮崎市 都城市 延岡市 三股町 小林市・西都市 新卒/中途 営業部門、葬祭部門、婚礼部門、宿泊部門

メ 米良電機産業株式会社 卸・小売業 宮崎市 宮崎市 都城市 延岡市 新卒/中途 総合職、アシスタント事務職

ヤ 大和開発株式会社 建設業 宮崎市 宮崎市 新卒/中途 土木技術職、建築技術職
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ユ 社会福祉法人　豊の里 医療、福祉 都城市 都城市 三股町 新卒/中途
介護職(介護福祉士)、介護職（無資格）、生
活相談員（社会福祉士 見込可）、介護支援
専門員(施設･居宅)

ヨ 吉原建設株式会社 建設業 都城市 宮崎市 都城市 日向市 新卒/中途
現場代理人、重機運転手、処分場管理者候
補、大型ダンプ運転手


