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おおいた産業人財センター
大分市中央町3-6-11 
TEL 0120-119201 
Eメール info@enisie-oita.net

おおいた産業人財センターのHP

https://www.enisie-oita.net/
イベント詳細
申込方法についてはこちら☛

WEB会議ツール「Zoom」を使用

参加企業

50
社以上

大分県内企業とあなた
をつなぐ♪

全 力 集 中 ‼就活に

お申込み・お問い合わせは

対象者：

２０２２年3月卒業予定者
※上記以外の学生の方も
参加可能です

https://www.enisie-oita.net/
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株式会社西野物産 株式会社住理工九州 株式会社佐伯建設 旭タカロン株式会社 有限会社東栄工業所 柳井電機工業株式会社

株式会社日建総合建設 協栄工業株式会社 社会福祉法人一燈園 平和扶桑テクノ株式会社
社会福祉法人
庄内厚生館

株式会社末宗組

株式会社エイビス 社会福祉法人新友会 株式会社ジェイテック 株式会社ティ・エフ・シー 株式会社ファンメディカル 富士甚醤油株式会社

社会福祉法人
みずほ厚生センター

株式会社アーネット
エスティケイテクノロジー
株式会社

株式会社鶴進HMG 株式会社ダイトー 株式会社ユアーズ

株式会社松村硝子店 ワンビジョン株式会社 株式会社松井商会 株式会社山忠 株式会社TONERIKO 株式会社プロディジ

ニューテクノファースト
株式会社

河野電気株式会社 株式会社オーイーシー 社会福祉法人安岐の郷
株式会社
プライムコンセプト

株式会社ホックス

株式会社想夫恋 株式会社ユーテック 株式会社エイジェック
株式会社ダイレクトマー
ケティンググループ

モバイルクリエイト
株式会社

株式会社デンザイ東亜

株式会社カガシヤ
社会医療法人小寺会
佐伯中央病院

有限会社中山建材店 梅林建設株式会社

大分石油 株式会社 株式会社みらい蔵
大分ダイハツ販売
 株式会社

サンエポック株式会社 株式会社アサヒ

日本ハウジング株式会社
株式会社
福祉の杜いまじん

株式会社ダイプロ 株式会社タカフジ

株式会社高田魚市場
株式会社
さかえ写真スタジオ

カリツー九州株式会社

3月23日
（火）

3月24日
（水）

3月25日
（木）

３月オンライン企業説明会　参加企業一覧表



時間帯 企　業　名 所在地 業　種 企業からのアピール 募集職種

株式会社　西野物産 中津市 食料品製造業

弊社では誰もが知っているカップ麺・カップスープに使われている各種かやくや乾
燥具材の小袋包装加工品を製造販売しています。「顧客に信頼・満足される企
業」の経営理念のもと、長年の技術とノウハウを駆使し、大手食品メーカーから多
くの支持を得ています。
なくてはならないインスタント食品製造事業にともに携わっていきましょう！

製造職
専門職
営業職

株式会社　日建総合建設 大分市 総合工事業

「まず確認！」安全と思いやりの精神で４０年を超える業績を重ねてきました。こ
れからも地域と共に発展繁栄を行っていきます。働き方改革を受け、弊社では新
３Ｋ（給料・休日・希望）を提唱し処遇改善に取り組んでいます。笑顔が絶えない
環境を一緒につくりましょう！

土木施工管理者
現場作業員

建築施工管理者

株式会社　エイビス 大分市 情報サービス業

大分に本社を構え東京、大阪の３拠点で事業を展開しています。環境分野に特化したパッ
ケージソフトの開発・販売に取り組み、国内シェアは№１です！自社パッケージの強みは、
導入からサポートまでお客様に一貫したサービスを提供できます。また医療・介護分野へ
のシステム開発にも力を入れており海外へ進出しております！
文理不問で、文系出身者も多く活躍しているので是非説明を聞いてください。

開発職

社会福祉法人
みずほ厚生センター

臼杵市 社会福祉・介護事業

社会福祉法人みずほ厚生センターは、「一人ひとりの尊厳を守り、『共育・共生』
の地域づくりに貢献する」を経営理念として掲げ、高齢者や障がい児・者などの介
護や支援を通して、お客様のウェルビーイングを高め、自分らしく生きることを目
指しています。

生活支援員
介護士
保育士

株式会社　住理工九州 豊後高田市
自動車用防振

ゴム製品製造業

東証一部上場『住友理工株式会社』の１００％出資子会社（住友理工グループの
一員）として、2009年に操業開始。自動車用防振ゴムは、エンジンや路面からの
振動・騒音を減らし、快適なドライブを可能にしている重要な製品です。住友理工
グループの自動車用防振ゴムは、世界トップシェアを誇ります。

総合職
技能職

協栄工業　株式会社 大分市 建築設備業

創業50年。大分県内で、給排水衛生設備・空気調和設備等の建築設備の設計・
施工を行っています。働き方改革を進め、昨年、【ユースエール】に認定されまし
た。メンター制度を整え人材育成に注力しています。若手が活躍する明るくにぎ
やかな社風が特徴です。

技術職
(学部不問。入社後

技術研修有り）

社会福祉法人　新友会 大分市 障害者福祉事業

「障がい者が地域で暮らせる社会」をビジョンに「働く環境」「安心して生活できる
住まい」を整備し、障がい者が希望するより充実した生活を送れる事を理念として
います。
働く環境も今まで以上に改善していくことを目指すため、現在、大分県からの要請
を受け「農福連携事業」として、農業事業の事業拡大を行っております。

生活支援員
就労支援員

株式会社　アーネット 大分市 ソフトウエア業

創業１９年の大分地場ＩＴ企業です。『大分スポーツ公園パーキングナビ』をはじ
め、幅広い分野の受託開発実績があります。直近では、当社ＳＥの奇抜なアイデ
アが、大分県の新型コロナ感染症対策の事業に採択され、現在実証実験中で
す。
フレックスタイム制、テレワーク等、働き方改革も積極的に取り組んでいます。

ＳＥ・ＰＧ

３．２３オンライン企業説明会　参加企業アピール
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時間帯 企　業　名 所在地 業　種 企業からのアピール 募集職種

株式会社　佐伯建設 大分市 総合工事業

「九州で一番信頼される建設会社」を目指しています。
本社のある大分県をはじめ、福岡・北九州・熊本・鹿児島に支社・支店を持ち、公
共施設、商業施設、医療施設、社寺・仏閣、道路やトンネル・橋梁といった土木事
業まであらゆる建設プロジェクトに携わっています。

事務・営業職
建築技術職

建築設備技術職
土木技術職

社会福祉法人　一燈園 別府市 社会福祉・介護事業

理念「一燈園で良かったと感じられる介護やサービスを提供します」を掲げ、働き
やすい職場環境をつくっています。介護の経験がなくても、研修が充実し安心で
す。正社員、パートから正社員転換など生活に合わせた働き方ができます。企業
内保育園あり。

総合職（介護職）
介護・看護奨学生

株式会社　ジェイテック 大分市 非破壊検査業

非破壊検査とは？検査対象を“人”に例えると“健康診断”にあたりますが、私達
は石油化学プラントや発電所、製鉄所などの施設・設備・装置などを壊さない（非
破壊）技術で、これらの鉄鋼構造物に有害なきず・割れ・摩耗・腐食の有無の検
査・診断をします。

非破壊検査
技術職

エスティケイテクノロジー
株式会社

大分市 半導体装置製造業

STKは、常に新しい技術やニーズが求められる半導体業界（装置開発／テストハ
ウス）を中心にメカトロニクス（板金+溶接+機械加工）やシステム開発など多様な
開発技術と製造技術を武器に一貫した“モノづくり”でトータルソリューションを提
供する半導体製造装置メーカーです。

エンジニア職
営業職

総合スタッフ職
事務スタッフ職

旭タカロン　株式会社 宇佐市 自動車部品製造業

若手社員による指導社員制度によりきめ細やかなOJT教育を通年で行い自己成
長をサポート。技術職だけでなく個々の能力・スキルに応じ営業・マーケティング・
総務・経理等男女問わず多様なフィールドで活躍していくキャリアパスの環境をご
用意します。

マーケティング
技術
総務
営業

平和扶桑テクノ　株式会社 大分市 設備工事業

大分県内をはじめ、日本全国の石油・化学・鉄鋼・食品・医薬等のプラント工場内
にて、配管・タンク・回転機を専門に、建設・メンテナンス工事を行っています。今
年で創業45周年を迎え、更なる成長と発展を共に目指す、もの作りや機械整備
に興味のある仲間を募集しています。

施工管理者

株式会社　ティ・エフ・シー 別府市 その他の小売業

NTTドコモの販売代理店として大分県下６店舗のドコモショップを運営しています。地元の
方々に密着したサービスや、お客様に満足していただけるおもてなしを心がけています。
産休、育休の取得実績は女性社員の３割を超えており、子育てしながら勤務している女性
が多く在籍しています。従業員が意欲的に安心して長く勤められるような会社づくりに取り
組んでいます。

ドコモショップスタッ
フ

(営業・販売系事務
職）

株式会社　鶴進HMG
（チームマイウエイ）

別府市 介護事業

株式会社鶴進HMG（チームマイウエイ）が求める人材7ヶ条
①バイタリティ（熱意）のある方、②絶えざる自己修練を行う人、③素直な人、④
好奇心（チャレンジ精神）旺盛な人、⑤人を思いやる心を持つ人（違いを受け入れ
ることの出来る人）、⑥正直な人、⑦マイウエイクレドに共感する人

訪問・施設介護職員
ケアマネージャー
相談支援専門員

サービス提供責任者

１３：００
～

１３：４０

１４：００
～

１４：４０
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時間帯 企　業　名 所在地 業　種 企業からのアピール 募集職種

有限会社　東栄工業所 中津市 金属製品製造業

【ﾕｰｽｴｰﾙ認定】【健康経営優良法人】【おおいた働き方改革実践推進ﾓﾃﾞﾙ企業】
チームワークを大切にする人、教えあう風土づくりを大切にする人、人を思いやる
気持ちを大切にする人、同じ時代を一緒に生きていく頼りがいのある存在を大募
集中です。マテハンの未来をともに語りませんか！

総合職
技術職

（学歴不問）

社会福祉法人　庄内厚生館 由布市 社会福祉事業

児童・障がい児者・高齢者・生活困窮者の施設を経営する社会福祉法人です。低
離職率、残業時間の少なさ、男女育休取得率の高さが認められ、２０２０年「おお
いた女性活躍推進事業者表彰」受賞、「くるみん認定」「ユースエール認定」取
得。日々働き方改革を実践中です。

保育士
支援員
事務員

株式会社　ファンメディカル 大分市 各種商品小売業

株式会社ファンメディカルは大分県を中心に調剤薬局、ドラッグストア、コスメ専
門店、インターネット販売、オーガニック専門店を展開しております。今年の夏に
介護事業所のオープンを予定するなど介護事業にも進出。より地域に貢献できる
企業へと、進化していきたいと考えています。

介護職
事務職

（調剤事務）

株式会社　ダイトー 豊後大野市 総合工事業

土木・舗装・足場工事など様々な工事を手掛ける総合建設業の会社です。徹底し
た施工管理を行うことで、安全安心を提供できるよう技術と誠意を持って取り組ん
でいきます。　特に足場工事においては、県内でもトップクラスの技術と信頼を得
ています。『私たちと一緒にトップレベルの技術力を身につけませんか！』

総合職
技術職

柳井電機工業　株式会社 大分市 機械器具卸売業

 数少ない総合エンジニアリング会社のひとつとして、お客様の中に眠る潜在的な
課題を発見し、想像を超える解決策をお客様と共に創り出しています。
 「そんな解決方法があったのか！」と驚き、喜んでもらえる提案型の仕事に社員
一丸となって取り組んでいます。

営業職
技術職

株式会社　末宗組 宇佐市 総合工事業

当社は1912年に大分県に設立し、顧客・時代のニーズに応え続け、現在まで総
合建設業を営んできました。近年ではＩＣＴ（情報通信技術）を現場施工に取り入
れ、生産性の向上、施工の合理化を図っています。また、大分県武道スポーツセ
ンター、中津日田道路など建築土木工事を中心に大分県を代表する工事も施工
しています。

土木技術者
建築技術者

土木作業員及び
オペレーター

富士甚醤油　株式会社 臼杵市 食料品製造業

「和食」の代表的な調味料である、「醤油」「味噌」はもちろん、それらを原料とした
加工品の製造にも力を入れており、メイン商品である「ゆふいんの森ドレッシン
グ」や、「かつお醤油」、「白だし」など、九州内では根強い人気と高いシェアを誇り
ます。特に「味」については他社に負けないこだわりがあります。

営業職
技術職

株式会社　ユアーズ 大分市 その他の事業サービス業

「軽未使用車専門店」として全国でも最先端の業態を展開しています。CＭやチラ
シなどで、地元密着企業として知名度のある会社です。来客者の半数は、女性で
明るくきれいな店舗です。スタッフは若手が多い職場で先輩社員が皆さんをサ
ポートします。是非気軽に来て見て下さい。

総合職

３．２３オンライン企業説明会　参加企業アピール
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時間帯 企　業　名 所在地 業　種 企業からのアピール 募集職種

株式会社　松村硝子店 大分市
建築材料等

卸売業

明治31年創業。ガラス、サッシを中心に、卸売業・工事業を行うほか、建材･設備
も取り扱う建材総合商社。特に大型工事(ガラス)工事物件において県内一のシェ
アを有す。エコガラス(真空ガラスやペアガラス)で窓から省エネを提案していま
す。また、近年多発する自然災害（大型台風や竜巻）など建物を飛来物から守
る、防災ガラスの普及促進に努めています。

総合職
営業職
技術職

ニューテクノファースト
株式会社

大分市 職別工事業

大分の生活環境(インフラ)を快適にするために、社員全員で頑張っています。特殊車両や
特殊機械を使用しての仕事やチームで取組む仕事。入社するほとんどの方が未経験で入
社しますがしっかり教育をさせて頂きます。入社後の資格取得もバックアップします(詳細
の内容は資格取得時に説明します)。基本的には大分県内での仕事ですが、たまに出張
県外での仕事もあります。一緒に頑張ってくれる方募集します。

営業職
技術職

(現場作業)

株式会社　想夫恋 日田市 飲食業

創業65年、焼きそば専門店として大分・福岡・佐賀・熊本・近畿・関東に43店舗を
展開中。「焼そばの想夫恋」は一人一人のお客様に愛されるようこだわりを持ち
続け、今日の歴史が築かれてきました。創業以来、多くのお客様を魅了し続けて
います。もちろん、人材育成に力を入れており、頑張る社員を応援する会社です。

総合職

株式会社　カガシヤ 大分市 靴・履物小売業

大分県内に11店舗を展開しています創業85周年の老舗靴店です。新型コロナに
より世の中の流れがデジタルに加速している中、リアル店舗の充実も改めて見直
しています。企業は人なりの方針のもと、定期的な研修を実施し、社員の育成に
力を入れています。

店舗運営職

ワンビジョン　株式会社 大分市 その他の卸売業

弊社は大分、宮崎、北九州エリアの美容室に向け、美容商材を販売するととも
に、お取引美容室のコンサルティング業務に力を入れてこれまでやってきました。
単にモノを販売する卸売商社から、美容室の発展を支えるパートナー企業とし
て、これからも美容室の成長と発展を応援していきます。

企画営業職

河野電気　株式会社 大分市 設備工事業

当社は今年で創業98年を迎え、完工高は県下トップクラス！
近年は若手社員が年々増えており、人財育成に力を入れています。社内研修の
他、新入社員には教育担当の先輩社員が一名ずつ付く制度を設けています。ま
た資格取得に対してはバックアップを惜しまず、社内での勉強会実施や資格報奨
金なども設けています。

技術職
（電気設備施工監理
技術者・配電盤設計

技術者）

株式会社　ユーテック 臼杵市 製造業

お客様の為の技術---をモットーに、お客様の望む自動化、省力化を一つ一つ具
現化していく、技術集団企業です。近年は国内外の自動車メーカーのエンジン回
りの組み立てや、検査機をシステムで製作しています。若い人も多く、昼の食堂
はにぎやかです。コロナが終息すれば、以前の様に2～3年に一度の海外社員旅
行も復活させたいと、考えています。

機械技術者
(設計、加工)
電気技術者

(設計)

社会医療法人小寺会
佐伯中央病院

佐伯市 医療業

当法人では患者様、利用者様から「この病院・施設を利用してよかった」と言って
いただけるような医療、介護を目指し、佐伯市内に9つの病院や診療所、介護施
設を運営しています。未経験での入職も歓迎！外部・内部勉強会等によるキャリ
アを積みながら、将来を担う人材の育成を行っています。

事務職
（社会福祉士・

クラーク・総務等）
看護職
介護職

３．２４オンライン企業説明会　参加企業アピール
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株式会社　松井商会 別府市 卸売業
昭和10年創業、歯科医院や歯科技工所へ、歯科治療で使用する機械・器材等を
通じて安心と健康を提供し、社会に貢献している会社です。人々の健康に携わる
仕事であり、健康の中で最も大切な食を支え、社会に貢献出来る仕事です。

営業職
(コンサルタント業務）

株式会社　オーイーシー 大分市 情報サービス業

当社は創業以来、県内の産業の情報化に尽力してまいりました。この５０年は県
外へのソリューションも積極的に提供してまいりました。そして今、ビジネスの中
心はＡＩ・ＩｏＴにあり。当社はその研究開発において、産学を問わず新たな価値を
創造する共創志向で進めております。社会のニーズを的確に捉え、サービス可能
な技術を蓄積してまいります。

システムエンジニア
セールスエンジニア

株式会社　エイジェック 大分市 その他の事業サービス業

弊社グループ企業３７社の正社員採用と、大手企業や行政の請負含むアウト
ソーシング系の正社員採用活動を行っています。　いろいろな職種の募集を行っ
ておりますのできっとご自身に合った仕事が見つかります。①勤務地、②職種の
優先希望も考慮した採用をしております。

①技術職＆研究職
②生産サポート職
③施工管理職
④オフィスワーク職
⑥総合職
＊文系理系不問

株式会社　山忠 佐伯市 食料品製造業

創業73年を迎え、独自の「SEAGANIC(シーガニック)」というブランドで、ひじきを製
造から販売まで一貫して行っています。ひじきを中心とした海藻の食品メーカーと
して国内トップクラスのシェアを誇ります。業務は残業・休日出勤はほとんどなく計
画的に活動しています。

製造職
営業職

社会福祉法人　安岐の郷 国東市 福祉・介護事業

私たちと国東市で一緒に働きませんか？安岐の郷で働く４つの魅力『笑顔あふれ
るやりがいのある仕事』『未経験者でも安心な介護のプロへの研修』『安心の新
人教育「エルダー制」』『働く女性を応援！育メンパパも応援！仕事と育児の両
立』につきましては当法人公式HPをご参照下さい。

介護職、看護職、
厨房職（管理栄養士・

栄養士、調理員）、
事務職

株式会社　ダイレクトマーケ
ティンググループ

大分市 その他の専門サービス業

通信販売のコンサルティング会社として経営のお手伝いをしながら、お客様の主
要コールセンターとして複数のセンター運営をしています。大手企業様の化粧品
やサプリメントを取り扱い、全国のお客様からご注文が入ります。丁寧な研修が
あり、未経験者でも安心して勤務可能です。通信販売や化粧品、人と関わるのが
好きな方はぜひお越しください。

総合職

有限会社　中山建材店 大分市 建築材料等卸売業

大正9年創業以来、住まいの仕事に携わり、住宅やビル、オフィス等に使用する
建築資材の販売・施工業者として、あらゆるニーズにお応えし、トータルに提案す
る地域密着型の「快適住空間」をお届けし、地元大分の産業の発展に貢献してい
こうと考えています。

施工管理

１３：００
～

１３：４０

１４：００
～

１４：４０
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株式会社　TONERIKO
大分市
由布市

介護事業

大分市と由布市にある高齢者介護施設です。令和3年2月より、新たに大分市に
施設をオ－プン。自然豊かな中、「明るく・笑顔でその人らしく過ごして頂ける愛
いっぱいの施設」をモットーに、ご利用者様へのサービスを行っています。また、
無資格からでもキャリアアップを目指す方には資格取得へのバックアップ。幅広
い年齢層の職員が働いてます。

介護職

株式会社　プライムコンセプト 大分市 その他の専門サービス業

当社は観光業界に特化した、コンサルティングの会社です。旅館、ホテルの経営コンサル
ティング事業、国内外予約サイトの運用代行業務を軸に全国で600施設以上のサポート運
用実績がございます。社員平均年齢は31.4歳、若手社員が多く活躍する職場です。
大分支店には、現在7名の従業員が活躍中！ 観光地大分の魅力を最大限に伝えたいと、
地元愛あるメンバーが大活躍しております。

WEBマーケティング
職

モバイルクリエイト
株式会社

大分市 情報通信業

当社は、東証一部上場企業であるFIGグループの中核企業で、携帯通信のインフ
ラを活用した移動体通信網及びGPSを活用した移動体管理システムを提供する
移動体通信事業者です。
携帯通信網を利用したIP無線機「ボイスパケットトランシーバー」を主力製品とし
て、動態・運行管理システム、タクシー配車システム等を提供しています。

ITエンジニア
ビジネス系総合職

梅林建設　株式会社 大分市 総合工事業

梅林建設は１９０２年（明治３５年）に創業し、２０２２年に１２０周年を迎える九州
屈指の伝統、実績、技術力を誇る総合建設業です。創業以来一貫して「建設業を
通して地域社会に奉仕する」を基本理念に地域に密着した企業として社会基盤
に全力を傾けています。事業内容としては建築、リニューアル、土木等建設工事
の請負及び設計等をおこなっています。

建築技術職
建築設備職
土木技術職
事務・営業職

株式会社　プロディジ 東京都 情報通信業

大分出身の代表が秋葉原で会社を設立して１５年、２０１８年に大分開発センター
を開設。【楽しくなければ仕事じゃない！】 をコンセプトに「面白くて役に立つ」もの
作りができる開発会社として走り続けています。
大分でも秋葉原本社と同じ仕事を行うことができ、業務系・エンタメ系など様々な
案件にアサイン可能。VRやARなど最先端技術にも携わることができます！

技術職
（プログラマー）

株式会社　ホックス 日出町
電子部品・デバイ

ス・電子回路
製造業

日出町で電子機器等の基板、マイコン・メカトロニクス製品の設計・開発、製造を
おこなっています。コンピュータ、医療機器、産業用機器などに使われる制御基
板実装に特化したメーカーです。
お客様に安心して任せていただける提案型EMS企業として高品質な実装基板を
強みに、多種多様な製品に対応しています。

技術職
管理スタッフ職

株式会社　デンザイ東亜 大分市 電設資材卸売業

当社は、パナソニック(株)100％出資の電気設備機器、住宅設備機器の総合商社
です。長年培い蓄積してきた専門性、ノウハウを磨き上げ、照明や空調、防災、
情報通信設備など、住まいやビル、店舗、工場の電気設備機器をまるごと取り
扱っています。多彩な業務展開でお客様を総合的にバックアップし、おかげさまで
大分県内のマーケットシェアは50％以上を占めています。

総合職
（営業職・事務職）

３．２４オンライン企業説明会　参加企業アピール
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大分石油　株式会社 大分市 その他の小売業

創立７１周年。石油製品を主軸に地域の皆様のカーライフをサポート。安定したエ
ネルギー供給を行うことで、暮らしの安心と安全をご提供します。再生可能エネル
ギー分野でも常に新しい取り組みに挑戦中。一貫した教育体制のもとで人間力を
培い、次世代を担うリーダーとなる社員を育成します。

総合職

日本ハウジング　株式会社 大分市 建築業

日本ハウジングは、大分と大分に住む人を豊かにする住宅をつくる会社です。
大分は木材、珪藻土、七島藺など、全国でも有数の産地です。
それらを丁寧にデザインし、大分の気候風土に合った住む人にやさしい家を、１
つ1つきちんと作りたいと思っています。

現場監督
マーケティング

株式会社高田魚市場 豊後高田市 卸売業

【3年連続全国品評会入賞！】「魚市場」という社名ですが、市場業務の他に冷凍
食材の卸売、蒲鉾・しゅうまいなどの水産練り製品製造＆販売も行っています。IT
にも力を入れ業務の効率化、社内清掃を重視し社内はピカピカ！働きやすい環
境が整っています。

営業職
事務職
製造職

株式会社　みらい蔵 豊後大野市 小売業・卸売業

小売業としてはプロ農家向けの農業資材販売事業を展開している。主要な販売チャネル
は、店舗（夢アグリ）、外商（人的営業）、となっている。卸業としては、米穀事業課(米の物
流事業)です。農産物研究所(土壌分析)です。新事業では、オンライン上で相談にのりなが
ら、必要な資材を店舗で写しながら販売につなげる新しい方式の販売方法を開発すること
で、店舗の商品をネット上で販売を拡大できる事業です。

小売業(ネット販売)

３．２５オンライン企業説明会　参加企業アピール
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大分ダイハツ販売
株式会社

大分市 機械器具小売業

大分ダイハツは、「地域の人々に愛されるダイハツブランド」を企業理念とし、全
社員が車の販売や整備を通じて、お客様に安全で安心なカーライフをご提供する
ことにより、お客様から信頼される『地域No1のカーライフパートナー』になることを
目指しています。　社員一人一人が自信と誇りを持った働き甲斐のある会社で
す。

営業職

株式会社
福祉の杜いまじん

大分市 介護事業

スローライフ・スローケアをコンセプトに要介護者が地域の中で普通の暮らしを支
援することを目指しています。一人一人の能力が発揮でき「大切な」存在として安
心して働けるような職場作りを目指しています。令和3年3月末に、南大分に新規
事業所がオープンします！オープニングスタッフ募集しております！！

介護職
生活相談員

株式会社
さかえ写真スタジオ

大分市 生活関連サービス業

創業60周年を迎えた老舗の写真館です。ブライダル・成人式・七五三・お宮参り
などの撮影を衣装からヘアメイクまでトータルでコーディネートしています。幅広い
ニーズにお応えできる細やかなサービス提供を強みに、現在、さかえ写真スタジ
オ本店と、こども写真館のスタジオステップを大分・福岡・宮崎に9店舗展開中で
す。しあわせをつくるヒトになる！…をモットーに頑張っています。

フォトグラファー・
コーディネーター

カリツー九州　株式会社 中津市 運送・倉庫業

カリツー九州株式会社は、カリツーの物流ネットワークの一翼を担うオペレーショ
ン会社として、２０１６年８月より事業を開始しました。
自動車関連各社の進出が進み国内に於ける一大集積地へと成長を続ける中、
地元に根ざした細やかな、より良い物流サービスを提供する為、安全・品質への
こだわりを持った取り組みを継続しております。

総合職

３．２５オンライン企業説明会　参加企業アピール
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サンエポック　株式会社 大分市 情報サービス業

サンエポック㈱は、主に自動車補修業界向けのソフトウエアの企画・開発・サポートを行っ
ているメーカーです。小さな会社ですが、2006年に経営革新計画承認受容、2010年には
特許取得など、様々なことにチャレンジしております。　軽自動車耐久レースのチームスポ
ンサーもしています。私達の使命は、カーオーナー様のニーズにお応えするためのネット
ワークを構築し、業界の発展に貢献することだと考えています。アットホームな会社です。

企画営業
プログラマ・SE

株式会社　ダイプロ 大分市 各種商品卸売業

大分県下一円にLPガスを供給し、60年以上に渡り地域密着でお客様と共に歩ん
できました。現在は電力事業などホームエネルギー企業として一層の基盤強化に
努めながら、リフォーム・新エネルギー商品の販売を通じ、更なるお客様の満足
度向上に取り組んでいます。

営業職
技術職

株式会社　アサヒ 大分市 卸売業

㈱アサヒは、自動車部品用品を卸売りをしている会社です。私たちがお届けする自動車の
部品は、自動車社会に欠かすことのできない物です。また、単に部品を売り、必要な商品
を必要な場所に、必要な時間以内にお届けするだけではなく、お客様が求めている商品、
知識、サービスを提案することがお客様の視点に立つことであり、私たちの使命だと考えて
います。真面目な社員が多く、全員力で支えるアットホームな会社です。

ルート営業
事務職
総合職

株式会社　タカフジ 大分市 設備工事業

大型プラントの機械据付、鋼製品加工、配管製作及び総合メンテナンス工事における現場
監督を主な業務としています。環境に必要不可欠なゴミ処理施設・上下水道施設・エネル
ギー関連施設などの新設からメンテまで様々なニーズにお応えします。
先輩に教えてもらいながら仕事を覚えてもらうシステムが形成されているので、全くの未経
験者でも安心です。

工事監督
発電所監視
重機オペレータ
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