
R3.6.23 現在

企業名 所在地 業種 募集職種 募集サイト・連絡先 担当者 備考

1 ㈱　ohana本舗 臼杵市野津町 農業 有機野菜の栽培要員 https://www.ohana-honpo.com/ 赤嶺　祐司

2 協栄工業　㈱ 大分市下郡 建築設備業 建築設備の管工事施工管理技士、設計士 http://www.kyoei-os.co.jp/ 大賀　豊文

3 佐々木建設　㈱ 豊後高田市来縄 総合建設業 土木施工管理（見習い） https://skg4.com/ 大野　修一

4 ㈱　友岡建設 竹田市会々 建設業 施工管理技士（土木、建築） ０９７４－６３－３０７５ 友岡　照枝

5 ㈱　松井組 竹田市拝田原 建設業 土木施工管理技士、建築施工管理技士 https://matsuigumi.co.jp/publics/index/12/ 原田　哲士

6 長幸建設　㈱ 別府市鶴見 総合建設業 土木・舗装技術者、建築施工管理技術者、土木・舗装作業員 http://www.nagayuki.com/recruit/ 森　栄治

7 ㈱　WELMA 福岡市中央区 建設業 掘削技術者（大分）、事務職（本社） welma@welma.co.jp 中島　徹士 大分（九重町）、本社（福岡市）

8 隆テック　㈱ 別府市富士見町 建設業 総務（営業、設計・施工）、事務（営業、経理、一般） ０９７７－２３－４３１７ 蒲原　昌美

9 ㈱　荒巻工業 大分市三佐 建設業 設備保全スタッフ https://aramaki-k.com/careers.php 荒巻　聡志

10 河津建設　㈱ 日田市三芳 建設業 土木・建築工事の技術者 ０９７３－２３－８１７３ 阿部　雅晴

11 ㈱　栄都 中津市中殿町 建設業 施工管理職（現場監督）、営業職 http://eito-h.com 村井　和久

12 ㈱　久保組 中津市本耶馬渓町 総合建設業 技術職（施工管理、重機オペレータ、土木作業員） http://kubogumi.moon.bindcloud.jp 相原　朝美

13 ㈱　クイック工業 大分市田尻 建設業 土木施工管理 https://www.kk-quick.co.jp/ 佐藤　圭介

14 ㈱　西野物産 中津市永添 製造業 営業職、製造職（製造ライン保守・管理等） https://job.rikunabi.com/2022/company/r149002068/ 綿内　隆志

15 豊洋精工　㈱ 国東市安岐町 製造業 総合職（管理監督者・技術者の候補） http://hoyo-g.co.jp/HOYO/corporate/recruit/graduates.html 今富 https://job.mynavi.jp/22/pc/search/corp241362/outline.html

16 富士甚醤油　㈱ 臼杵市末広 食品製造業 営業職 ０９７２－６３－３１１１ 三浦　憲太郎

17 富士岐工産　㈱ 北九州市八幡西区 金属製品製造業 技術系総合職（生産管理、技術営業、他） www.fjk-kk.co.jp 甲斐、佐藤 大分市西ノ洲日本製鉄構内

18 ㈱　日本抵抗器大分製作所 宇佐市住江 製造業 技術職（品質管理、製品検査、ISO関係業務） ０９７８－３８－２１２１ 須崎　俊二

19 大和冷機工業　㈱ 佐伯市長良 製造業 営業職、開発設計職、総務課 ０９７２－２８－３５５３ 馬場　敬冶

20 エスティケイテクノロジー　㈱ 大分市三佐 製造業 エンジニア職、営業職、総合スタッフ職、事務スタッフ職 https://job.rikunabi.com/2022/company/r604530063/ 坂元　紀美子 応募締切７月８日

21 旭タカロン　㈱ 宇佐市猿渡 製造業 ITマーケティング推進（自社サイト状況分析等） https://www.asahi-takaron.jp/ 岩本　慎一 社内情報のＤX化

22 中津木工　㈱ 中津市大新田 家具装備品製造業 総合職（家具設計・施工管理）、総合技術職（家具制作） http://nmsekkei.wixsite.com/nakatsumokkou 戸曽　利佳 https://job.mynavi.jp/22/pc/search/corp236383/outline.html

令和４年（２０２２年）３月卒業予定大学生の募集中企業
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23 ㈱　三井E&Sマシナリー大分工場 大分市日吉原 輸送用機器等製造業 設計、システム開発、品質保証 https://www.mes.co.jp/machinery/recruit/ 藤代　拓真 港湾クレーン、コンテナターミナル等

24 ㈱　くじゅう高原開発公社 竹田市久住町 製造販売業 総合職、営業事務職、営業職 ０９７４－７６－２５１１ 庄野　周平 ビール製造・販売

25 ㈱　デンケン 由布市挟間町 製造業 中部事業所でのＥMC評価試験技術者 https://job.rikunabi.com/2022/company/r942800033/ 枝木 中部事業所：愛知県刈谷市

26 九州乳業　㈱ 大分市廻栖野 製造業 総合職（営業、製造、システム系） ０９７－５８６－４１３５ 田中　浩一朗

27 ㈱　住理工九州 豊後高田市 自動車部品製造業 総合職（技術系） http://www.ks.sumiriko.co.jp/pdf/information.pdf 安部 https://favoita.com/movies/66

28 ㈱　エイビス 大分市金池町 ソフトフェア開発 システムエンジニア、プログラマー https://job.rikunabi.com/2022/company/r187430097/ 井上　麻実 応募締切７月６日

29 ㈱　ユビキタステクノロジー 大分市賀来北 情報サービス業 システムエンジニア、プログラマー https://www.ubtc.co.jp/ 高畠　宗正

30 ㈱　システムトレンド 大分市賀来南 情報サービス業 システムエンジニア、プログラマー https://www.trend-co.jp/recruit/index.html 小田　均

31 ビットクルー　㈱ 大分市府内町 情報通信業 システムエンジニア、インフラエンジニア https://www.bitcrew.co.jp 佐藤

32 ㈱　テクノクリエイティブ 熊本市 情報通信業・BPO事業 プログラマー、インフラエンジニア、技術職、製造職、営業職、広報職 https://job.rikunabi.com/2022/company/r333781038/ 小谷　雅司 https://job.mynavi.jp/22/pc/search/corp83968/outline.html

33 ㈱　パーソナルネット 北九州市門司区 通信業 携帯販売員 https://job.rikunabi.com/2022/company/r179781035/ 菊地　拓 大分県内事業所

34 鶴崎海陸運輸　㈱ 大分市三佐 運輸業 総合職 ０９７－５２１－６１１３ 久垣　祐也 応募締切6月28日

35 大分交通　㈱ 大分市新川西 旅客運輸業 通信事業専門職 https://job.mynavi.jp/22/pc/search/corp85790/outline.html 野崎　隆行 総合職、SE専門職は募集終了

36 日本ヒューマンメディク　㈱ 大分市賀来北 医療機器製造販売 営業員、事務員 ０９７－５４７－９１２３ 田中　泉妃

37 ㈱　人健メディカルライジング 大分市賀来北 医療機器卸販売 営業員、事務員 ０９７－５４９－４８１１ 田中　泉妃

38 ㈲　春日薬局 大分市王子北町 薬局事業 薬剤師、営業職 http://kasuga-pha.co.jp/recruit/ 竹尾　希志子

39 ㈲　中山建材店 大分市向原東 卸売業 営業（建築資材、住宅リフォーム）、施工管理 https://www.nakayama-kenzai.co.jp/ 笹　信介

40 ㈱　フレイン 竹田市拝田原 小売業（スーパーマーケット） 総合職（幹部候補）、各部門チーフ候補等 http://www.frein.co.jp/ 浦松　俊宏

41 大分石油　㈱ 大分市王子港町 小売業 総合職 https://job.mynavi.jp/22/pc/search/corp234076/outline.html 芦刈　隆志

42 ㈱　庄司酒店 臼杵市大野 小売業 総合職（販売、企画、マーケティング、SE） https://job.rikunabi.com/2022/company/r715900023/ 田代　なつみ

43 ㈱　豊和銀行 大分市王子中町 金融業 総合職 https://www.howabank.co.jp/recruit/new/ 黒田　宇一郎

44 大分県信用組合 大分市中島西 金融業 総合職 https://job.rikunabi.com/2022/company/r809200040/ 小野　美佐子
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45 ㈱　HK企画 日田市 建設コンサルタント業 調査・点検業務の総合職 http://hk-jpn.com 原口　弥生 しごと版「ひたふる」

46 共立コンサルタント　㈱ 宇佐市法鏡寺 建設コンサルタント業 測量、設計技術者 https://www.kyouritu-c.com/ 津々良　洋一

47 ダイエーコンサルタント　㈱ 宇佐市森山 建設コンサルタント業 土木関係設計調査業務、ドローン事業等 http://daiei-consul.co.jp/ 篠原　昭弘 大卒理系希望

48 ㈱　桑野設計 大分市宮崎 建築設備設計 建築設備設計技術者（電気設備、機械設備） http://kuwano-em.co.jp/recruit 佐藤

49 ㈱　大有設計 大分市花津留 建築設計 設計士、意匠設計、構造設計、電気・機械設備設計 https://dai-yu.jp 河野　淳

50 ㈱　エリア 日出町豊岡 技術サービス業 基板設計技術者、半導体製品技術者 ０９７７－７３－２４８５ 小川　浩

51 ㈲　夢想園産業 由布市湯布院町 宿泊業 接客スタッフ、調理師 ０９７７－８４－２１７１ 坂梨　勝彦

52 ㈱　大林観光 大分市南鶴崎 娯楽業 総合職（幹部候補） https://job.mynavi.jp/22/pc/search/corp85903/outline.html 永田　俊一郎

53 ロイヤルクリーナー㈱リファイン大分 豊後大野市犬飼町 ホテルリネン業 事務職、障害者就労支援社員、工場内勤務社員、ルート営業社員 http://refineooita.com 宮迫　賢太郎

54 ㈱　セルモ大分支社 大分市大道町 冠婚葬祭業 総務経理 https://recruit.celmo.co.jp/recruit/requirement.php 安田

55 (福)　みずほ厚生センター 臼杵市江無田 医療・福祉 生活支援員、保育士、介護職員 http://www.mizuhokousei.com/guide/tokutei.html 髙橋　智秀

56 医療法人　積善会 豊後高田市呉崎 介護サービス 介護職（介護老人保健施設　希の里） https://nozomi-sekizen.com 伊藤　智

57 ㈲　木下 別府市南立石 高齢者福祉サービス 初任者研修・実務者研修修了者、介護福祉士、看護師 ０９７７－２２－３１１３ 木下

58 ㈱　鶴進HMG 別府市石垣西 介護業 総合職、介護職 https://www.ｂｅｐｐｕ-myway.jp/ 佐藤　正幸

59 (福)　新友会 大分市辻 社会福祉事業 知的障害者生活支援員、就労支援員 ０９７－５９５－１０４１ 小塩　桂史

60 社会医療法人社団　大久保病院 竹田市久住町 医療業 看護師、准看護師、介護福祉士、介護士 ０９７４－６４－７７７７ 永田　浩一

61 (公財) 大分県建設技術センター 大分市向原西 その他のサービス業 土木技術職員 https://www.contech.or.jp/page30.html 小野　祐次

62 ㈱　大分イカリテクノス 大分市八幡 その他のサービス業 総合職（総務・営業）、技術職 oitaikaritech_4641@circus.ocn.ne.jp 菊屋　恵理子 ペストコントロール業

＊ 業種別企業数

農業１、　建設業１２、　製造業１４、　情報通信業６、　運輸業２、　卸・小売業７、　金融業２、　専門・技術サービス業６、

宿泊業１、　生活関連サービス業・娯楽業３、　医療・福祉６、　その他のサービス業２
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