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 め
株式会社 明光社 …………………………… 057
株式会社 メタルフォージ ………………… 113
株式会社 メモリード宮崎 ………………… 236
米良電機産業 株式会社 …………………… 177

 や
安井 株式会社 ……………………………… 114
矢野産業 株式会社 ………………………… 115
ヤマエ食品工業 株式会社 ………………… 116
株式会社 山口商会 ………………………… 178

 ゆ
社会福祉法人 豊の里（豊栄グループ） …… 210

 よ
医療法人 養気会 池井病院 ………………… 211
吉川工業アールエフセミコン 株式会社 … 117
吉田産業 株式会社 ………………………… 118
吉玉精鍍 株式会社 ………………………… 119
吉原建設 株式会社 ………………………… 058
株式会社 吉行産業 ………………………… 059

 り
リコージャパン 株式会社 宮崎支社 ……… 179
株式会社 RE-PLUS ………………………… 212
医療法人 隆徳会 鶴田病院 ………………… 213
株式会社 凌駕 ……………………………… 237

 ろ
株式会社 ロビンフッド …………………… 120

 わ
ワタキューセイモア 株式会社 南九州営業所 …… 238
株式会社ワン・ステップ…………………… 239

245



 県 北
★株式会社 アイティー …………………… 152

青山総合 株式会社 ……………………… 218
★株式会社 アカダ電器製作所 …………… 063
★株式会社 アキタ製作所 ………………… 064
★旭建設 株式会社 ………………………… 037
★旭有機材 株式会社 ……………………… 065
★株式会社 池上鉄工所 …………………… 066

植松商事株式会社（植松グループ） …… 153
★AJ S 株式会社 …………………………… 128

株式会社 エーコープみやざき ………… 154
★株式会社 エス・ツー …………………… 200
★株式会社 エッジコネクション ………… 220
★ 株式会社 エヌ・アイ・ティコーポレーション … 221

株式会社 NPK …………………………… 222
★株式会社 MFE HIMUKA ……………… 069
★株式会社 金丸慶蔵商店 ………………… 155
★木田組生コン 有限会社 ………………… 072
★有限会社 木下水産 ……………………… 024
★清本鐵工 株式会社 ……………………… 077
★倉本鐵工 株式会社 ……………………… 078
★株式会社 クリエート …………………… 133
★株式会社 グローバル・クリーン ……… 224

黒瀬水産 株式会社 ……………………… 026
★医療法人 建悠会 吉田病院 ……………… 203
★株式会社 興電舎 ………………………… 046
★株式会社 興電舎商事 …………………… 158

株式会社 サンライズネットワークス … 159
★水研テック 株式会社 …………………… 227

生活協同組合コープみやざき …………… 161
★西南電気 株式会社 ……………………… 049
★医療法人 誠和会 和田病院 ……………… 205
★センコービジネスサポート 株式会社 … 139
★太陽技術コンサルタント 株式会社 …… 050

高鍋信用金庫 ……………………………… 182
株式会社 タケセン ……………………… 162
株式会社 ティーガイア ………………… 163

★東郷メディキット 株式会社 …………… 089
★株式会社 中園工業所 …………………… 092
★ 医療法人 博生会 介護老人保健施設エクセルライフ 207
★株式会社 花菱塗装技研工業 …………… 097

★日之出酸素 株式会社 …………………… 168
★株式会社 日向屋 ………………………… 098

フュージョン 株式会社 ………………… 032
株式会社 マエムラ ……………………… 188

★株式会社 桝元 …………………………… 195
★株式会社 マルイチ ……………………… 172

三桜電気工業 株式会社 ………………… 123
★ミツワハガネ 株式会社 ………………… 104

南九州向洋電機 株式会社 ……………… 173
★株式会社 南九州ビーエムシー ………… 233
★南日本ハム 株式会社 …………………… 105
★株式会社 南日本環境センター ………… 234

宮交ビルマネジメント 株式会社 ……… 235
宮崎ガス 株式会社 ……………………… 124
株式会社 宮崎銀行 ……………………… 183
株式会社 宮崎信販 ……………………… 184
株式会社 宮崎太陽銀行 ………………… 186
宮崎電子機器 株式会社 ………………… 175

★宮安電機 株式会社 ……………………… 176
★株式会社 メタルフォージ ……………… 113

株式会社 メモリード宮崎 ……………… 236
米良電機産業 株式会社 ………………… 177

★安井 株式会社 …………………………… 114
矢野産業 株式会社 ……………………… 115

★株式会社 山口商会 ……………………… 178
★吉玉精鍍 株式会社 ……………………… 119

吉原建設 株式会社 ……………………… 058
リコージャパン 株式会社 ……………… 179

 県 央
★株式会社 アーム ………………………… 036

株式会社 アイティー …………………… 152
★株式会社 アイティーシェルパ ………… 126
★株式会社 アイネットサポート宮崎 …… 216
★青島リゾート 株式会社 ………………… 217
★青山総合 株式会社 ……………………… 218
★赤江機械工業 株式会社 ………………… 062
★株式会社 アシストユウ ………………… 127
★株式会社 井崎製作所 …………………… 067
★有限会社 一政設備 ……………………… 122

地域別インデックスの使い方
事業所がある地域を表示しています。働きたい地域にどの企業があるか参考にしてください。
本社又は本社が県外にある場合は主たる事務所の所在地に ★マークがついています。
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★植松商事 株式会社（植松グループ） … 153
★株式会社 エーコープみやざき ………… 154
★SATT九州 株式会社 …………………… 129
★ SCSKニアショアシステムズ 株式会社 宮崎開発センター … 130

株式会社 エスプールリンク …………… 219
★株式会社 NPK …………………………… 222
★株式会社 MJC …………………………… 131
★株式会社 大森淡水 ……………………… 070
★株式会社 岡﨑組 ………………………… 038
★株式会社 小田電業 ……………………… 040
★株式会社 オロ宮崎 ……………………… 132
★有限会社 介護とリハビリ研究所 ……… 202
★株式会社 河北 …………………………… 042
★河野建設 株式会社 ……………………… 043

木田組生コン 有限会社 ………………… 072
★株式会社 九州大真空 …………………… 074

株式会社 九南 …………………………… 044
★株式会社 共立電機製作所 ……………… 075
★有限会社 glesso. ………………………… 223
★株式会社 グロースライフ 宮崎支社 …… 156

株式会社 ケイディ商事 ………………… 157
★K・Pクリエイションズ 株式会社 ……… 080
★株式会社 コア・クリエイトシステム …… 134
★宏正空調設備 有限会社 ………………… 045

株式会社 興電舎 ………………………… 046
株式会社 興電舎商事 …………………… 158

★株式会社 コドモン ……………………… 135
★株式会社 児湯食鳥 ……………………… 081
★有限会社 サンエク ……………………… 048
★株式会社 サンライズネットワークス … 159
★三和ニューテック 株式会社 …………… 083
★株式会社 ジーニアスウェブ …………… 137
★株式会社 塩川産業 ……………………… 225
★株式会社 ジャストエンジニアリング … 226

水研テック 株式会社 …………………… 227
★株式会社 SUNAO製薬 ………………… 160
★スパークジャパン 株式会社 …………… 138
★生活協同組合コープみやざき …………… 161

西南電気 株式会社 ……………………… 049
★千住技研 株式会社 ……………………… 086
★有限会社 第一防虫センター …………… 228
★高鍋信用金庫 ……………………………… 182
★株式会社 タケセン ……………………… 162
★T I S西日本 株式会社 宮崎事業所 ……… 140
★TNAソリューションデザイン 株式会社 141
★株式会社 ティーガイア ………………… 163

★株式会社 デンソー宮崎 ………………… 088
★株式会社 冨永鋼建 ……………………… 052
★株式会社 豊中ホット研究所 …………… 091

虎コーポレーション 株式会社 ………… 192
南国興産 株式会社 ……………………… 094

★ 株式会社 ２. 1 宮崎RPAマニュアルセンター … 229
★ 株式会社 ネオキャリアBPO 宮崎センター … 230
★ 野崎グループ（野崎漬物 株式会社ほか） … 096
★株式会社 ハツトリー …………………… 166

株式会社 花菱塗装技研工業 …………… 097
★株式会社 ハンク・ディーシー ………… 193

株式会社 ハンズマン …………………… 167
★株式会社 ビー・ビー・シー ……………… 144
★ビートレード・パートナーズ 株式会社 … 231

日之出酸素 株式会社 …………………… 168
★株式会社 ひむか流通ネットワーク …… 145
★株式会社 広瀬 …………………………… 169
★株式会社 ファイブフォックス ………… 170
★株式会社 フェニックスシステム研究所 146
★フェニックスリゾート 株式会社 ……… 232
★福栄産業 株式会社 ……………………… 099

フュージョン 株式会社 ………………… 032
★株式会社 Branding Engineer ………… 147
★株式会社 ふれあいケアセンター ……… 208

社会福祉法人 報謝会 …………………… 209
★有限会社 前田包装容器 ………………… 171
★株式会社 マエムラ ……………………… 188
★株式会社 マスコ ………………………… 194
★株式会社 増田工務店 …………………… 054

株式会社 桝元 …………………………… 195
★松本建設 株式会社 ……………………… 055

株式会社 マルイチ ……………………… 172
★丸栄宮崎 株式会社 ……………………… 102
★ 丸和林業グループ 九州丸和林業 株式会社 … 033
★MANGO 株式会社 ……………………… 148
★ミクロエース 株式会社 ………………… 103
★三桜電気工業 株式会社 ………………… 123
★南九州向洋電機 株式会社 ……………… 173

株式会社 南日本環境センター ………… 234
南日本酪農協同 株式会社 ……………… 106

★宮交ビルマネジメント 株式会社 ……… 235
株式会社 都城酒造HD …………………… 108

★宮崎ガス 株式会社 ……………………… 124
★株式会社 宮崎銀行 ……………………… 183
★株式会社 宮崎信販 ……………………… 184
★学校法人 宮崎総合学院 ………………… 198
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★宮崎第一信用金庫 ………………………… 185
★株式会社 宮崎太陽銀行 ………………… 186
★宮崎中央青果 株式会社 ………………… 174
★宮崎電子機器 株式会社 ………………… 175
★宮崎南菱冷熱 株式会社 ………………… 056
★宮崎日機装 株式会社 …………………… 109
★株式会社 宮崎南印刷 …………………… 111
★ 株式会社 宮崎南不動産（アパマンショップ） … 189

株式会社 ミヤチク ……………………… 112
宮安電機 株式会社 ……………………… 176

★株式会社 明光社 ………………………… 057
★株式会社 メモリード宮崎 ……………… 236
★米良電機産業 株式会社 ………………… 177
★矢野産業 株式会社 ……………………… 115

ヤマエ食品工業 株式会社 ……………… 116
株式会社 山口商会 ……………………… 178

★吉川工業アールエフセミコン 株式会社 117
吉原建設 株式会社 ……………………… 058

★リコージャパン 株式会社 宮崎支社 …… 179
★株式会社 RE-PLUS ……………………… 212
★医療法人 隆徳会 鶴田病院 ……………… 213
★株式会社 凌駕 …………………………… 237
★株式会社 ワン・ステップ ……………… 239

 県 西
植松商事 株式会社（植松グループ） … 153
株式会社 エーコープみやざき ………… 154
株式会社 NPK …………………………… 222

★えびの電子工業 株式会社 ……………… 068
★社会福祉法人 えびの明友会 …………… 201
★株式会社 緒方組 ………………………… 038
★加治佐工業 株式会社 …………………… 041
★株式会社 上沖産業 ……………………… 071
★株式会社 九州コガネイ ………………… 073
★株式会社 九南 …………………………… 044

清本鐵工 株式会社 ……………………… 077
★株式会社 霧島商事 ……………………… 150
★株式会社 栗山ノーサン ………………… 079
★株式会社 ケイディ商事 ………………… 157
★ 社会福祉法人 興愛会 障害者支援施設あさひの里 … 204

株式会社 興電舎商事 …………………… 158
★こばやし農業協同組合（JAこばやし） … 027

株式会社 児湯食鳥 ……………………… 081
★坂口建設 株式会社 ……………………… 047
★株式会社 サポータス …………………… 136

★サンキョーミート 株式会社 …………… 082
株式会社 サンライズネットワークス … 159

★有限会社 四位農園 ……………………… 028
★株式会社 システム技研 ………………… 084
★株式会社 シンコー ……………………… 085
★有限会社 新福青果 ……………………… 029

生活協同組合コープみやざき …………… 161
センコービジネスサポート 株式会社 … 139
高鍋信用金庫 ……………………………… 182
株式会社 高嶺木材 ……………………… 087
株式会社 タケセン ……………………… 162

★社会福祉法人 ときわ会 ………………… 206
★有限会社 床浪ファーム ………………… 030
★外山木材 株式会社 ……………………… 090
★虎コーポレーション 株式会社 ………… 192
★有限会社 南海服装 ……………………… 093
★南国興産 株式会社 ……………………… 094
★株式会社 新原産業 ……………………… 165
★日本情報クリエイト 株式会社 ………… 143
★株式会社 はざま牧場 …………………… 031
★株式会社 ハンズマン …………………… 167

日之出酸素株式会社 ……………………… 168
株式会社 ファイブフォックス ………… 170

★株式会社 フジキン ……………………… 100
★フュージョン 株式会社 ………………… 032
★株式会社 ブンリ ………………………… 101
★社会福祉法人 報謝会 …………………… 209

株式会社 マスコ ………………………… 194
株式会社 桝元 …………………………… 195
丸和林業グループ 九州丸和林業 株式会社 … 033

★南日本酪農協同 株式会社 ……………… 106
宮交ビルマネジメント 株式会社 ……… 235

★株式会社 都城くみあい食品 …………… 107
★株式会社 都城酒造HD …………………… 108
★都城農業協同組合（JA都城） ………… 034

宮崎ガス 株式会社 ……………………… 124
株式会社 宮崎銀行 ……………………… 183
学校法人 宮崎総合学院 ………………… 198
宮崎第一信用金庫 ………………………… 185
株式会社 宮崎太陽銀行 ………………… 186
宮崎電子機器 株式会社 ………………… 175

★株式会社 ミヤチク ……………………… 112
株式会社 メモリード宮崎 ……………… 236
米良電機産業 株式会社 ………………… 177

★ヤマエ食品工業 株式会社 ……………… 116
★社会福祉法人 豊の里（豊栄グループ） … 210
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★医療法人 養気会 池井病院 ……………… 211
★吉原建設 株式会社 ……………………… 058
★株式会社 吉行産業 ……………………… 059

リコージャパン 株式会社 宮崎支社 …… 179
★ ワタキューセイモア 株式会社 南九州営業所 … 238

 県 南
青山総合 株式会社 ……………………… 218
植松商事 株式会社（植松グループ） … 153
株式会社 エーコープみやざき ………… 154

★株式会社 エスプールリンク …………… 219
★株式会社 キョーリツ …………………… 076
★株式会社 くしまアオイファーム ……… 025
★黒瀬水産 株式会社 ……………………… 026

株式会社 ケイディ商事 ………………… 157
株式会社 興電舎 ………………………… 046
株式会社 児湯食鳥 ……………………… 081
生活協同組合コープみやざき …………… 161
西南電気 株式会社 ……………………… 049

★株式会社 高嶺木材 ……………………… 087
★株式会社 竹井建設 ……………………… 051

株式会社 タケセン ……………………… 162
★デジタルゲイト 株式会社 日南支店 …… 142
★株式会社 戸村精肉本店 ………………… 164

虎コーポレーション 株式会社 ………… 192
★永野建設 株式会社 ……………………… 053
★株式会社 ニチワ ………………………… 095

株式会社 ファイブフォックス ………… 170
丸和林業グループ 九州丸和林業 株式会社 … 033
南九州向洋電機 株式会社 ……………… 173
株式会社 宮崎銀行 ……………………… 183
学校法人 宮崎総合学院 ………………… 198
宮崎第一信用金庫 ………………………… 185
株式会社 宮崎太陽銀行 ………………… 186
宮崎電子機器 株式会社 ………………… 175

★宮崎パワーライン 株式会社 …………… 110
株式会社 メモリード宮崎 ……………… 236
米良電機産業 株式会社 ………………… 177
安井 株式会社 …………………………… 114
矢野産業 株式会社 ……………………… 115

★吉田産業 株式会社 ……………………… 118
リコージャパン 株式会社 宮崎支社 …… 179

★株式会社 ロビンフッド ………………… 120
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