
新卒 新卒以外

1 株式会社エフエー 製造業 日置市

当社は、受注を受け国内及び海外向けのFA設備を発案開発し、設
計からメンテナンスまでトータルに対応しています。未経験者も多
数活躍しております。
以下、未経験で入社した先輩のメッセージです。
「お客様の要望に対応する完全オーダーメイドのFA設備の製作で
すので毎回同じことの繰り返しではないところが難しくもあります
が楽しさを感じています。自分が設計した物が思った通りに動いた
ときはとても感動します。」

○ ○

2 有限会社大興電設 建設業 いちき串木野市

薩摩藩英国留学生記念館、いちき串木野市観光案内所などの大型
施設をはじめ、鴨池陸上競技場の外灯設備工事や県立高校改修工
事など、皆さんの生活に密着した施設の施工が主な仕事です。住宅
工事も手掛け、自分が携わった建物が地域に根付き、1人1人の技
術の成果が長きに渡り残ります。知識と技術を身に付けていく事
で、社会に日々貢献する仕事です。

○ ○

3
株式会社レゾナック・オプトエレクト
ロニクス鹿児島

製造業 日置市

弊社は、会社の成長ともに人材教育にも力を入れています。
様々な教育やセミナーの受講など次のリーダーを担う方に対して
万全のサポートをさせて頂きます。
各部署でも先輩や上司が、独り立ちするまでサポートをしますの
で、安心して仕事に打ち込めます。
皆様のご応募を心よりお待ちしております。

○ ○

4 さつま日置農業協同組合 複合サービス事業

いちき串木野市・
日置市・

鹿児島市・
南さつま市

入組当初は覚える仕事が多く不安でしたが、指導担当者や他の先
輩方が丁寧に教えて下さり、少しずつ仕事を覚えることが出来まし
た。また、お客様から「新人さん頑張ってね」などと温かい声をかけ
ていただくことも多く、顔や名前を覚えていただけたときは嬉し
く、やりがいを感じます。当ＪＡは資格取得も応援してくれる組織で
すので、これからたくさんの資格取得にチャレンジしていきたいで
す。
（令和４年度採用職員）

○ ○

5
シチズン時計マニュファクチャリン
グ株式会社鹿児島工場

製造業 日置市

時計製造に特化した会社として、「社員全員が時計のプロになろ
う」を合言葉に、様々な資格取得制度や教育などを準備し社員全員
のプロ化に向けた活動を支援しています。
ひとりひとりのスキルアップはもちろんのこと、社員間のコミュニ
ケーション、技能継承の手段として積極的に推進しています。
当工場に興味をお持ちの方は、工場見学にお越し頂き、文字や写真
では伝えきれない想いや熱量を感じて頂ければと思います。

○ ○

6 株式会社オーリック 卸売業・小売業 鹿児島市

やりたいことを仕事にできる人は、それほど多くはありません。「目
の前の仕事を天職」と思い、一所懸命に取り組むことで次の未来が
見えてきます。かっこいい会社、おしゃれな会社、福利厚生がいい
会社に憧れを持つ方も多いと思います。オーリックは、これから本
気でかっこいい会社、おしゃれな会社、やりがいのある会社を目指
して車両や制服、働き方を変革していきます。人生は選択の連続で
あり、それを決断するのは自分自身です。

○ ○

7 鹿児島協同食品株式会社 製造業 いちき串木野市

当社は鹿児島県経済連グループの一員であり、鹿児島で愛情を込
めて育てた農畜産物を使用したハム・ウインナー・豆腐・餃子・焼き
レバーなど、沢山の種類の商品を製造しております。 ○ ○

8 株式会社コーアガス日本 卸売業・小売業
鹿児島市・日置市・
いちき串木野市

【2012年7月入社社員より】
異業種から転職し、社内研修などを通じてLPガスについて１から
教えてもらえました。エネルギー業界未経験の方も多いと思います
が、しっかりと教育が受けられるので安心して働くことができま
す。
生活インフラを支える仕事はとてもやりがいがあり、数多くのお客
様との出会いがあります。その中で、「ありがとう」の言葉をいただ
けることが励みになっています。

○ ○

9 西日本ベストパッカー株式会社 製造業 いちき串木野市

2022年度より、国内販売は勿論のこと、海外輸出も視野に入れ、
加えて、地球環境の保全に貢献・SDGSへの取り組みとして、アウト
パック（豚肉スライス～盛り付け～パック）事業もスタートしており
ます。
2015年度から継続採用している新卒(高卒)採用も23名おり、活
気ある職場となっております。

○ ○

10 アイ・エイチ・ジェイ株式会社 卸売業・小売業

鹿児島市・
薩摩川内市・
霧島市ほか

熊本県・福岡県

アイ・エイチ・ジェイは、やるときにはやる、楽しむときには楽しむと
オン・オフがはっきりしています。上司との間に壁を感じることはな
く、部下全員に対して敬意をもって接してくださるので、人間関係
においては理想的な距離感なのではないかと思います。
各組織に向上意識があり、その熱意が結果に結びついているので、
成功への期待感がある中で自分自身を成長させることができる環
境です。
（入社4年目/法人向企画提案営業職）

○ ○

鹿児島市、日置市、いちき串木野市、姶良市
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11 社会医療法人緑泉会米盛病院 医療・福祉 鹿児島市

開院以来、鹿児島の地域に根ざした医療・介護に関する活動を展開
してまいりました。
今回の4市合同企業面談会にあたり、参加者の皆様に弊会の取り
組みや特色はもちろん、医療専門職でなくても活躍できる環境が
あることを、この機会にぜひ知っていただきたいと考えておりま
す。
仕事内容や働く環境、福利厚生など聞いてみたいことがございま
したら、弊会職員がお答えしますのでお気軽にお立ち寄りくださ
い。

○

12 株式会社光学堂 卸売業・小売業 鹿児島県内

私達が生きていく為の情報源の８割は眼からと言われています。そ
の大切な眼すなわち視力を守る眼鏡を通して社会に貢献できる仕
事です。また高齢化に伴い補聴器も生きていく中で重要な役目を
果たしています
よく見える（よく聞こえる）と言っていただくとやりがいや達成感を
感じます。新しいスタッフを迎えると現場に活気が出てきて先輩ス
タッフも気が引き締まります
元気のあるやる気のある方眼鏡・補聴器を通してお客様と共に喜
びを一緒に分かち合いましょう

○ ○

13 株式会社国土技術コンサルタンツ
学術研究、

専門・技術サービス業
鹿児島市

採用実績：R4（高卒1、大卒3）、R5内定（高卒1、大卒2）
現在、建設産業は人手不足の渦中にあり、採用活動が非常に難しい
状況です。
その反面、弊社では順調に若手社員が集まってきている中、その若
手社員を導いてくれる社員がもう少し増えてほしいというありが
たい悩みを抱えております。
ぜひ弊社の管理技術者候補として、貴殿の磨かれてきた技術力を
部下後輩の指揮を取りながら発揮してほしいと考えております。

○ ○

14 社会福祉法人慶生会 医療・福祉 鹿児島市

鹿児島市をポジティブな場所にしていきたい！鹿児島の本当の良
さってなんだろう、地域ニーズ・福祉・楽しみって何だろうと思いな
がら日々取り組んでいます。
鹿児島市南部地区に障がい者施設を設立させたい"という想いか
ら設立。「一視同仁」「共助の精神」を理念に、指定障害者支援施設
等を運営し、通所・入所・居宅・就労支援などのサービスを行ってい
ます。利用者さまだけでなく、ここで働く職員全員が活き活きと働
ける場として職場環境整備も積極的に行っています。来年度より
CSRによる取り組みを強化いたします。『福祉づくり』から『街づく
り』という更に一歩進んだインフラ企業へ！

○ ○

15 株式会社キーバインド 情報通信業 鹿児島市

是非、鹿児島営業所のスタートアップメンバーとして協力してくだ
さるメンバーを募集します。
外部講習ならびに資格取得を奨励しており、取得祝い金、資格手当
の制度あり。

○ ○

16 太陽運輸倉庫株式会社 運輸業・郵便業 鹿児島市

＼経験･資格不問！　遠慮なく飛び込んで来てください／
社内コミュニケーションの一環として、社会人ソフトボールチームと
サッカーチームが活動しており、所属する部署や役職など分け隔て
なく、和気あいあいと楽しんでいます♪
　スポーツクラブ活動がきっかけで入社した社員も多く、練習も試
合も自由参加、レクリエーション目的なので、会社に馴染むコミュニ
ケーションツールとして上手く機能しています。

○ ○

17 株式会社フォーバル 情報通信業 鹿児島市

コミュニケーター職は、全国の中小企業のお客様から、様々な内容
のご相談を受けてチームフォーバルとして解決するための起点で
あり核となる存在です。電話越しではありますが、お客様から直接
「ありがとう」と言ってもらえる仕事なので、やりがいを感じること
ができますし、次も頑張ろうという思いで仕事に取り組めます。
困っている人の役に立ちたい、助けてあげたい、そんなふうに考え
ている方にはぴったりのお仕事です。一緒に働ける日を楽しみにし
ています！

○ ○

18 株式会社アクシーズ 農業・林業・漁業
鹿児島市・姶良市・

さつま町・鹿屋

東証スタンダード上場企業です。
「よく考えて、人まねをしない」がモットーです！
飼育から加工、販売まで社内で整備した
「完全なる一貫生産」にこだわり、
お客様のニーズにこたえられる
健康で安全な鶏肉を提供しています。

○ ○

19 株式会社山形屋ストア 卸売業・小売業
鹿児島市

および県内一円

失敗は挑戦の証しとし、新たなことへ積極的に挑戦し続ける社内風
土があります。教育・研修制度も充実しており、先輩社員もしっかり
とフォローしてくれます。初めは店舗にて販売の仕事につき、経験
を積んで情報管理（システム）や販売促進（チラシやイベント企画）等
の道に進むこともできます。また鹿児島中央駅に新店出店を控え、
新たな方を募集しております。

○ ○

20 鹿児島綜合警備保障株式会社 サービス業
（他に分類されないもの）

鹿児島市・薩摩川内市

地元に生まれ、地元に育ち、地元に貢献する会社で一緒に成長しま
しょう。
九州で最初に設立された警備会社で、ALSOK（綜合警備）のグ
ループ会社です。50年有余年の歴史を持つ安定、成長企業です。
鹿児島県内の就業です。勤務場所は、本人の希望を優先。県内事業
所は鹿児島市・霧島市・薩摩川内市・出水市・鹿屋市に８カ所の支店
があります。

○ ○
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21 株式会社高山産業 製造業 姶良市

企業理念に「誠実」を掲げる当社。お客様に対してはもちろんのこ
と、共に働く従業員同士も、この企業理念は常に忘れることなく大
切にしています。“人材なくして発展なし”共に働く仲間がいなけれ
ば会社の未来はありません。コミュニケーションを密に取りながら
一歩一歩、一緒に成長を続けていけるようこれからも精進して参り
ます。

○ ○

22 株式会社ＩＴブレイド 情報通信業 姶良市

2023年2月、姶良市におしゃれな新社屋をOPENします。
姶良駅から徒歩３分。フロアから桜島を眺められる絶好のロケー
ションです。
今後の更なる挑戦に向けて、私たちと一緒にチャレンジしてくれる
仲間を募集しています！何事にも前向きに取り組む！経験を活か
して、SEやPL・PMとして上流工程から携わりたい！色んなプロ
ジェクトを手掛け、スキルアップしたい！鹿児島の企業で長く働き
たい！そんな方は、ぜひ応募下さい

○ ○

23 メークス株式会社 製造業 姶良市

とにかくメークスではみんなが優しいです。仕事なので厳しい指導
もありますがちゃんと気に掛けてフォローしてくれるし、困ったこと
は何でも相談に乗ってくれます。最初は聞き慣れない単語が多く、
図面の見方も全く分からないでしょうが、きちんとメンターの方が
ついてくれて、分かるまで教えてくれるので安心して仕事を覚えて
いくことができます。教育制度がしっかりしています。

○ ○

24 株式会社ホンダ鹿児島 卸売業・小売業 姶良市・霧島市

弊社は新卒者も採用しておりますが中途採用者が多く入社されて
おります。明るい職場で未経験の方から応募が多く入社されており
ます。営業職は、デモカーが貸与され仕事中も休みの日も使用可能
です。また、iPadが貸与され商談などで活用されております。サー
ビススタッフは、ユニフォームが貸与され最新の診断機器・設備に
興味があるようです。また、快適環境設備(冷暖房完備)の中で作業
が出来ます。

○ ○

25 株式会社オーケー社鹿児島 製造業 姶良市・鹿児島市

意欲のある方なら大歓迎です！お客様は九州を基点に関西、関東
甲信越、北海道や海外にも実績があり、現地に足を運ぶ機会もある
ので一緒にアクティブに動ける方、歓迎します。社内には開発チー
ムで特許を取得した自社製品もあります。あなたならではのマニ
アックさや独自の視点を活かしたものづくりで製品化し、展示会出
展や特許出願等も可能です！

○ ○

26 司熊本株式会社 運輸業・郵便業 姶良市

大型の倉庫が稼働予定です。業績拡大に付き、仕事量も増える見
込の為、今回新たに採用を計画しております。物流は社会生活を円
滑にするために欠かせない職種です。私たちTSUKASAは、お客
様第一主義の「総合物流サービス会社」です。
「お客様」にご満足いただくには、まず「社員みんな」の満足度を高
める必要があると考えております。
一緒に頑張って下さる方お待ちしております。

○ ○

27 株式会社イケダパン 製造業 姶良市

当社はチームワークが良く、皆が一緒に頑張る会社です。日配品を
扱っていますので、食品衛生の管理は非常に厳しいものがあります
が、それはお客様に安全と安心を感じてもらうには当然のことであ
り、従業員一丸となって真心込めた製品を丁寧に作り、販売側が、
製品力をもって販売しています。

○ ○

28 株式会社鹿児島急送 運輸業・郵便業 姶良市・鹿児島市

ドライバーになるために必要な資格は【中型免許】です。入社時にお
持ちでない方も【資格取得支援制度】を利用して取得することがで
きます。他には【フォークリフト免許】【大型免許】【運行管理者】な
ど、物流業に必要な資格も可能です。取得するまでの間は、他の業
務で働きながら物流業を学んでいただき、スキルアップを支援いた
します。

○ ○

29 株式会社省力化技研 製造業 日置市

日置市の自然に囲まれた静かで清潔な環境で働きやすい職場で
す。
業務で困ったときは上司、先輩方がわかりやすく指導してくれるの
で心配はいりません。
自動機の開発を通して「ものづくりの楽しさ」を味わいながら、私た
ちと一緒に楽しく働きませんか?
皆さんのチャレンジお待ちしてます。

○ ○

30 株式会社浜崎建設 建設業 日置市

自分が製作した建物が日本中にある。そう考えるとワクワクしませ
んか？技術取得は安易ではありません。しかし苦労の末に獲得した
技術は絶対に裏切りません！！楽して稼げる世の中では無いで
す。若手社員の勢いとベテラン社員の豊富な知識で日々の難題に
取り組んでいます。難題を克服した時の達成感・工事が完了したと
きの達成感はいつになっても言葉にならないぐらい嬉しいです。こ
の気持ちを多くの方と共有したいです。田舎の町工場が本気を出
せば何でもできます。関東・関西の仕事だってできますよ！建設業
を盛り上げたい！！！

○ ○

31
社会福祉法人鹿児島市手をつなぐ
育成会

医療・福祉 鹿児島市

　当法人発足当時は，現在のように福祉や医療，教育制度が充実し
ておらず，「障害者（児）の理解・啓発に関する運動を展開し，地域で
生きていく上で必要な学ぶ場や働く場，生活の場等の整備に尽力
してきました。
　利用者様やその家族のニーズに応えるため，専門性の向上に努
め，キャリアパスに基づく研修体制を整備しています。あなたの「こ
れまで」を障害のある利用者様とともに歩む「これから」に繋げてみ
ませんか。事業所見学随時お待ちしています。

○ ○



新卒 新卒以外

№ 企業名（ブース番号順） 主な業種
採用予定

参加企業PR（経営者や先輩からのメッセージ）就業地

32 濵田酒造株式会社 製造業 いちき串木野市

弊社では様々な職種の求人を募集しております。職種によっては
ご経験が必要な場合もありますが、未経験でも積極的に募集を
行っている職種もあります。未経験の業務に不安がある方もいらっ
しゃると思いますが、入社後に先輩社員が指導やフォローを行う体
制が整っていますので働きやすい職場になっています。
私達と一緒にいちき串木野市から全国へ、さらには世界へ焼酎を
届けましょう。

○ ○

33 医療法人誠心会 医療・福祉
日置市・鹿児島市・
いちき串木野市

　当会は『働きやすい職場』を目指して、フィットネスクラブの無料
利用や介護福祉士やケアマネージャーなどの資格取得のための勉
強会も無料で実施しており、多くの方が合格しております。また、寮
も事業所の近くにありますので、一人暮らしをされたい方はご相談
ください。その他にも働きやすい職場を作るために福利厚生があ
ります。まずは施設見学をしてみませんか？

○ ○

34 社会福祉法人天祐会 医療・福祉 鹿児島市

　七福神グループでは働きがい＝（働きやすさ+やりがい）のある
職場作りに取り組んでいます。ワークライフバランスの充実がはか
れるよう、「100　ゼロ」作戦（有給取得率100％、残業時間ゼロ）に
取り組んでいます。（前年の有給取得率は86.4％の実績）
　キャリアパス制度も完備し、教育体制も整えております。無資格の
方はかいごのがっこう（実務者研修）受講費無料の特典もありま
す。七福神独自の評価制度を用いていますので、頑張った分だけ評
価される制度が整っています。

○ ○

35 株式会社しまうまプリントラボ 製造業 日置市

同年代の先輩社員の方が教育係として担当し、教育・相談などフォ
ローする環境で、職場の雰囲気もとても良く、仕事内容もお客様か
らの想い出を写真プリントやフォトブックなどへカタチにしてお届
けする仕事で、とてもやりがいのある会社です。
一緒に働ける日を楽しみにお待ちしております。

○

36 株式会社アクティオ サービス業
（他に分類されないもの）

姶良市・鹿児島市

現在、資格をお持ちの方はもちろん、機械に興味のある方（未資格
者）は大歓迎です。
アクティオではレンタル商品を全て自社にて管理（点検・整備・メン
テナンス）しています。
お客様に使用していただく機械は責任を持って日々業務にあたっ
ています。
従って整備職は重要かつ、必要不可欠な職種です。
責任感があり、誠実な皆様を会社一同心からお待ちしております。

○ ○

37 メテック株式会社 製造業 日置市

入社後は、本社にて約２週間ほど座学でのビジネスマナーや社内規
程、めっきの基礎知識について、研修を受けていただきます。
皆さん最初は、分からないことや戸惑う事も多いようですが、先輩
達が丁寧に教えてくれるので、どんどん吸収していってください。
会社では2018年に創業100周年を迎えました。
先人たちが残してくれた技術を、一緒に継承していきましょう！ ○ ○

38 株式会社　イシイ 農業・林業・漁業 いちき串木野市

「環境保全と動物福祉を考え、関係する人々と動物の生活をより良
くする」という経営理念を掲げる当社は、鶏と社員全員が気持ちよ
く働けるような職場づくりに努めています。人の健康と未来の為、
私達と一緒に働きませんか？
※有給休暇消化率85％(昨年実績：年間の消化日数÷年間の付与
日数)
※シーズンオフ期間に有給休暇取得推奨
※毎月出勤日数分の鶏卵プレゼント（鶏卵取扱期間中）
※インフルエンザワクチン接種費用：会社負担

○

39 吉村醸造株式会社 製造業 いちき串木野市

風通しの良い社内環境に努めております。

○ ○

40 株式会社マコセエージェンシー サービス業
（他に分類されないもの）

鹿児島市

◎充実した研修制度があるので異業種からの転職・未経験でも安
心して挑戦できます
◎充実の福利厚生、働き方改革進行中！
◎産休・育休からの復帰率100％、女性も働きやすい環境が整って
います
◎男性の育休取得実績もあり　◎風通しのいい職場です
◎インスタグラムも要チェック！
https://www.instagram.com/macose_info/?hl=ja

○ ○

41 株式会社山有 製造業 鹿児島市

自治体からの委託、公共サービスが主体となっており景気に左右
されにくい安定した企業です。営業やノルマもありません。ホイール
ローダーや大型自動車免許を保持の方は、即戦力として優遇しま
す。

○ ○

42 株式会社ニシムタ 卸売業・小売業 鹿児島県内

当社は、鹿児島で初めての大型ホームセンターを誕生させ、更に
ホームセンター業態とスーパーマーケット業態を融合させたスー
パーセンター業態を開発させるなど常に南九州の流通業界に一石
を投じ、新しい風を吹き込み続けています。　斬新なアイデアとチャ
レンジ精神そして経営は手堅くをポリシーに、今後もますます飛躍
し続けます。若く素晴らしい感性を持ったバイタリティあふれる
方々を心からお待ちしております。

○



新卒 新卒以外

№ 企業名（ブース番号順） 主な業種
採用予定

参加企業PR（経営者や先輩からのメッセージ）就業地

43 三洋工機株式会社 製造業 鹿児島市

ライフラインを支えることを使命とする当社は、自然災害への備え
や公共インフラの老朽化など果たすべき社会的責任は日々増加し
ています。
人材育成と技術力の蓄積を行い、安全と品質に加え環境貢献や文
化的な生活を支える使命感を持って、特色ある企業づくりを進め
てきました。
平均年齢37歳の会社で若い社員が多く活気があります。私達と一
緒に技術を磨き未来を築いていきましょう。

○ ○

44
SCSKニアショアシステムズ
株式会社

情報通信業 鹿児島市

大手企業が採用する、最新のIT技術やお客様のビジネスに 直接関
われる案件を数多く担当。幅広い領域と安定した環境の中で、地元
のIT産業発展の貢献と、日本を支える大手企業への付加価値の提
供、両方を実現することができます！ ○ ○

45 株式会社九飛勢螺 製造業 鹿児島市

コンビニをはじめ国立競技場、ドバイ空港でも使われ、「PIAS」ブラ
ンドとして世界から認められ、求められることを誇れるでしょう。機
械作業は奥深く、それ故に達成感も大きいものです。失敗を恐れず
日々学んでいく経験と技術で世界中が感動する最高の切味を一緒
に目指しましょう。作る・使う側の立場を考え、理想品を産み出すこ
とで自己成長できるやりがいのある職場です。

○ ○

46
鹿児島国際観光株式会社
鹿児島サンロイヤルホテル

宿泊業・飲食サービス業 鹿児島市

　鹿児島サンロイヤルホテルは、お客様に愛され、いつも身近に感
じて頂けるホテルであるよう、お客様のことを第一に考え、質の高
い料理とサービスの提供が出来るよう心がけています。華やかな
西洋料理に新しい風を吹き込んで、伝統の日本料理に心と技を込
めて、「おもてなしの心」を添えて提供いたします。社員一人一人が
考え、協力し、行動することで人間的にも大きく成長できる働きが
いのあるホテルです。

○ ○

47 小牧建設株式会社 建設業 鹿児島県内

【代表者からのメッセージ】
弊社は社会の役立ち、発注者に必要とされ、信頼される企業である
べきと考えます。　お客様が満足するものを提供する、設計書通り
に完成させればそれでよしではなく、　　その先にある顧客の潜在
的な要求までをも満たし、一人一人の技術者が、プロとして
自分の思いを現場に吹き込み、成果品を残していく。その一員に
なってみませんか。　　皆様のお申し込みを心よりお待ちしておりま
す。

○ ○

48 株式会社プライムアシスタンス
サービス業

（他に分類されないもの）
鹿児島市

コンタクトセンターの仕事は、トラブルに直面している、まさにその
現場からの電話に応対しているため、お客さまの状況に応じた臨
機応変な判断が求められます。日々の業務を通じて困っている人
を助け、人の役に立っているという実感を味わえるとともに、人間
力を磨けるのが当社の魅力です。自分で考える行動ができる人、自
分を高め、新たな可能性に向けてチャレンジする意欲がある人の入
社をお待ちしています。

○ ○

49 株式会社南電工 建設業
鹿児島市・姶良市・

霧島市・福岡県

私は鹿児島支店の工事部に所属しており、主に建物内電気設備工
事に従事しております。　入社当初は、学校で学んだ電気の知識だ
けでは現場で通用せず戸惑いました。　分からない時は必ず先輩方
に尋ね、納得いくまで教えていただきました。　今は質問すること
も少なくなり作業を任せていただく機会も増え、嬉しくて何が何で
もやり遂げようという気持ちになります。
是非、弊社で働いて次世代の電気工事士として活躍していきましょ
う。

○ ○

50
株式会社ハルメク・ビジネスソ
リューションズ

サービス業
（他に分類されないもの）

鹿児島市

※地域の方はもちろん、I.Uターン大歓迎！
※正社員(地域限定)となりますので、転居に伴う異動はございま
せん。腰を据えて働きたい方にはぴったりです ○

51 株式会社トウコン・鹿児島 情報通信業 鹿児島市

【先輩社員の声】
色々な種類（業務や開発環境）の仕事ができるのが魅力です。有志
による勉強会など業務以外にもスキル向上ができます。また、福利
厚生面も充実しており、有給、代替等の休暇を取りやすい企業風土
です。
社員旅行や懇親会など定期的なイベントも豊富で、社員同士の交流
が多くあります。

○ ○

52 株式会社植村組 建設業 鹿児島県内

先輩社員　O.Kさん
木造建築の現場代理人として、注文住宅の施工管理業務を行って
います。大工さんたちも当社の社員なので、気心知れた間柄で仕事
がしやすい環境です。今後は経験を積み、さらに大きな案件を担当
できるようになっていきたいです！

○ ○

53 株式会社カクイックス サービス業
（他に分類されないもの）

鹿児島市

私たちはお客様のお困りごとを解決するという理念のもと、潜在
的なニーズを明らかにして必要とされるものをあらかじめ準備す
る「前方待機」というスタンスで事業を行っています。 知名度と信
頼度、大規模設備、無借金経営という当社の強みを活かして、いか
に革新的なサービスや商品を生み出せるのか。そして会社がどれ
だけ世の中に貢献できたかという点を重視しています。 入社後
は、幅広い仕事を経験してもらいながら、必ず一人前の社員へ育て
ていきます。　代表取締役　岩元 義弘

○

54 株式会社ＭＺＯホールディングス 教育・学習支援業 鹿児島市

塾の教室運営のすべてをお任せします。掲示物を作ったり成績を
上げるため一人ひとりの学習プランを作成したりと子供好き、教え
ることが好き、生徒と一緒に自分も成長したいという方のご応募を
お待ちしております。

○ ○



新卒 新卒以外

№ 企業名（ブース番号順） 主な業種
採用予定

参加企業PR（経営者や先輩からのメッセージ）就業地

55 株式会社土佐屋 卸売業・小売業 鹿児島市・姶良市

（現役社員より）
入社のきっかけは会社見学で和やかな雰囲気を体感し未経験でも
ここなら挑戦できると考えた事でした。
入社当初は知識はゼロで不安でしたが、先輩社員の営業先でのや
りとりを間近で見て真似るところから始めました。
独り立ちした今でもよく相談にのってもらってます。
相談しやすい雰囲気、結束力は当社の魅力のひとつだと思います。
まずはお気軽に会社見学へお越しください。お会いできることを楽
しみにしています。

○ ○

56 株式会社下堂園 製造業 鹿児島市

これまでの茶業としてのビジネスモデルを一掃し、新たな可能性を
拓くことが、今後の茶業としての大きな課題であります。コロナ禍
において、我々茶業以外も同様に多くのビジネスモデルは大きく変
化しました。我々、茶業も大きなダメージを受け、これまでと同じシ
ステムで事業を行っていては、企業は成長しません。多種多様な価
値観を取入れ、新たなビジネスを立上げ、仲間と共に成長し、未来
ある子供たちへ農業を通して、社会に貢献できる企業に発展した
いと考えています。

○ ○

57 株式会社Misumi 卸売業・小売業
鹿児島市・姶良市・

日置市

多様な業種を展開するMisumiでは、様々な考え方を持つ人々と
積極的にコミュニケーションをとる力、チームをまとめあげるバラ
ンス感覚や『夢』に向かって創造・挑戦できる向上心、勉学・サーク
ル活動など、これまでの経験を活かしながら、仕事を通して自分の
夢の実現に向かってチャレンジしていきたい！『未来の自分』を重
視して活躍していける会社です。

○

58 株式会社フォーエバー 情報通信業 鹿児島市

若手社員を中心にした社員会での活動等、社員同士の交流も多く、
先輩社員にも相談しやすく風通しのよい職場です。併設された保育
園に子どもを預けての勤務など、福利厚生も充実しています。人材
育成にも力を入れているので、資格取得のサポートなどもあり、入
社後も成長できる会社です。自分の能力をいかに生かせるかを考
え、実行できる人材、チャレンジ精神旺盛な人材を求めています。

○ ○

59 本坊酒造株式会社 製造業
鹿児島県内・福岡・

大阪・東京

上司や先輩、他部署の方とも気兼ねなく話せる職場です。自分のや
りたい事がうまくいかない時でも、皆が常に協力体制を取ってくれ
る為、難しい仕事にも挑戦できます。明るくやる気があり、また何
事にも興味を持ち好奇心旺盛な方、お酒を通じて人間的に成長し
たい方をお待ちしています。

○ ○

60 森建設株式会社 建設業 鹿児島市

鹿児島県内を中心に土木建築の請負業をしています。経験のある
方は大いに当社でキャリアを活かして下さい。経験のない方も懇切
にご指導いたします。建設業は後世にカタチの残る夢ある仕事で
す。一緒に未来のカタチを作りましょう。運動会や社員旅行などの
社内レクレーションも開催しています。

○ ○

61 南九イリョー株式会社
生活関連サービス業、

娯楽業
鹿児島市・姶良市

当社ではベテランから若手社員まで、多様な仲間達が活躍中。
それぞれのライフステージに応じて安心して長く働けるよう、ワー
クライフバランスの向上にも積極的に取り組んでいます。女性の育
児休業取得率はほぼ100％、男性も育児休業を取得実績あり(男
性取得：R2年度1名、R4年度2名)。衣類クリーニング社員割引や
制服クリーニング無料サービス、社内託児所（姶良工場）をはじめ、
生活を応援する福利厚生も充実。創立50年以上の安定基盤のも
と、安心して腰を据えて働けます！

○ ○

62 株式会社ジョイフル南九州 宿泊業・飲食サービス業 鹿児島県内ほか

まずは店長を目指していただきます。お客様の反応をダイレクトに
感じられる為とてもやりがいを感じていただけると思います。上位
職のエリアマネジャーや本社にも様々な部門があり自分のキャリア
プランも描きやすいです。新しいことにチャレンジして自分の可能
性を見つける、見つかる会社だと思います。教育制度も充実してい
ますので外食産業が初めての方も安心して働けます。一緒に自分
も周りのみんなも笑顔にしていきましょう。

○ ○

63 株式会社ＴＳグループ 建設業 鹿児島市

各自の勤務成績によって昇給額もスピードも変動する明確な評価
基準を整え、能力や意欲のみで活躍できる環境と多様な雇用形態
を整備。
仕事で筋トレしたい、家族に誇れる仕事がしたい、安定収入の職人
になりたい、自分の存在価値を感じたい、週休２日で年収１０００万
目指せる新ｓｔｙｌｅ職人として独立したい、大人の初体験を楽しみ挑
戦し変化を楽しみたい等々、自己成長と企業成長を通し、共にそれ
ぞれの夢や目標叶えましょう。

○ ○

64 株式会社クエイル 情報通信業 鹿児島市

弊社の魅力は多様なプロジェクトに携わることができることです。
1回会社に入ると何年も同じ分野に従事することも多い中、弊社で
は同じ会社の中で、様々な技術や分野に触れることができるチャン
スがとても多いです。
また、鹿児島県外の東京を始めとした日本全国のクライアントとの
お仕事も非常に多いです。現在、新規案件のご相談やご依頼等い
ただいており、この機会に人員拡大を行いたく積極的に採用活動
を行っております。

○


