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会社名

PR ポイント

ソフトウエアビジョン（株）

当社はシステム構築を軸として、クラウド構築や運用保守などのサービス事業
も行っております。
「お客様の役に立つ」ことをミッションとし、33 年間熊本
で営業しております。

西田鉄工（株）

弊社は、津波や高潮、最近頻発するゲリラ豪雨などを要因とした洪水などの
被害から生命や財産を守る社会インフラの整備に貢献しております。どう社
会に貢献できるか、強い探究心と責任感を持つ人を求めています。

トランスコスモス（株）

突然ですが、あなたは今日「ＩＴ」を使いましたか？ＳＮＳ？ニュース？ゲーム？
弊社は「ＩＴ」を使って企業様を助けています。人間と同じように、企業様の
持つ悩みも様々です。一緒に社会を盛り上げてみませんか？

合志技研工業株式会社

我々「GOSHI」は、国内外のグループ全体で「ものづくり」の重要性を共有し、
お客様の商品力を高め、世界中のモビリティーユーザーの「走る喜び」に貢
献していくことに情熱を注ぎ、企業活動を展開しています。

（株）システムフォレスト

県内クラウド分野のリーディング企業として、お客様のビジネスの成功を最優
先に考え、コンサルティングや導入支援を行っています。またテレワークなど
多様性のある働き方にもチャレンジしています。熊本県ブライト企業にも選定。

（株）ＳＹＳＫＥＮ

当社は、主要取引先であるＮＴＴグループと連携しながら、九州を中心に事業
展開を進めており、普段みなさんが何気なく利用しているインターネット回線・
モバイル通信などの通信網のインフラ構築を行っております。

九州武蔵精密（株）

新しいモノを作ってみたい方、バイク・クルマに興味がある方、日本国内だけ
でなく、世界を相手に、あなたの力を存分に発揮してください。

（株）末松電子製作所

当社は、
国内電気柵のトップメーカーです。
電気柵はパルス電源を使用し猪、
鹿、
猿等の害獣の侵入防止や、放牧用の目的で使用されています。創業以来この
道一筋 41 年間、お客様のご要望に応え製造販売してきました。

メイビスデザイン（株）

電子機器の中枢で使用されている LSI（大規模集積回路）は、車、通信、医療、
家電等で必要不可欠なものであり、当社は、そのような LSI 製品を必要とし
ている企業と連携し、高性能な LSI の開発を行う会社です。

ネクサス（株）

ネクサス株式会社はプラスチック及びマグネシウム合金射出成型部品のワン
ストップメーカーとして、
金型づくりから完成部品まで一貫して生産しています。
そして研究開発を積み重ねオンリーワンメーカーを目指します。

ＫＪケミカルズ（株）

アクリルアミド誘導体製法を中核技術とし、塗料インクの脱溶剤化、各種電
子材料用途、機能性ポリマーや機能性オリゴマー、機能性溶剤への応用展開
と、機能創造型企業として世界に認められるブランドを目指します。

不二ライトメタル（株）

当社は 1969 年、熊本県長洲町に設立されました。1976 年に形材販売事
業を開始し、これが今日の当社独自事業の基礎となっており、更に、現在で
はマグネシウム合金の研究開発へ挑戦を続けています。

（有）坂本石灰工業所

有限会社坂本石灰工業所は石灰をメインとした商品の開発を行っており石灰
乾燥剤では日本一の売上げを誇っています。これまでに熊本大学と共同で「発
熱しない石灰の開発」など開発してきた開発型企業です。

（株）キューネット

当社は創業以来、地元の安心・安全を最優先に考える警備会社として歩んで
きました。今後も地元№ 1 の誇りを胸に、警備の枠にとどまることなく、熊
本になくてはならない会社を目指して邁進して参ります。
＜世界トップシェア！ １８０の国と地域へ出荷＞当社はヤマハ発動機グループ

ヤマハ熊本プロダクツ（株） の一員として船外機を製造しています。 一貫生産工場で高品質なものづくり
を追求し、お客様の信頼と共感を大切にした経営を行っています。

（株）テラプローブ

イー・ガーディアン（株）
（株）ジェイデバイス

会社名

弊社は完全受注生産でハンドメイドの特種車両を製作するメーカーです。主
力商品であるレントゲン車をはじめ、社会や人々の生活に役に立つ車を生産し
ています。のびのびとした社風で社外活動も活発に行われています。

（株）イズミ車体製作所

自動車、半導体、家電など世界中の大手メーカー向け生産システムを、開発・
提案から設計・製作まで一貫した対応で提供。海外子会社も北米・ヨーロッパ・
東南アジア・中国・台湾等１０社とグローバルに展開。

平田機工（株）
（株）オジックテクノロジーズ

当社は大手半導体メーカーをルーツに持つ国内屈指の半導体テスト会社です。
現在はソフト・ハード開発事業として、世界最速 / 最小の顔認証モジュールや、
脳波解析を応用した意思伝達装置の研究開発も推進しています。

オオクマ電子（株）

PC・モバイルなどを利用したオンラインゲームや SNS などの、サポート業務
全般（メール対応・投稿監視など）をお任せします。SNS・ネットショッピング・
ゲーム・アニメ好きの方、大歓迎！未経験でも丁寧に研修します。

理化電子（株）

当社は日本最大の半導体後工程メーカーです。東芝、富士通、ルネサス他日
本を代表する半導体メーカー後工程事業を合併し成長を続けてきました。高
い技術力とコスト競争力を武器に世界を舞台に事業を展開しています。

PR ポイント

開発型のビジネスを行っている会社。パワー半導体用セラミック基板や自動
車部品等への表面処理や産業用 MEMS 部品加工がメイン事業。医療バイオ
関連では MEMS を医療分野へ、サクランを化粧品医薬品分野へ展開中。
エレクトロニクスやメカトロニクスの製品を中心に、技術の向上、設計の高度
化、商品開発・研究を進めています。世界初の使用済み注射薬自動認識シス
テムなど自社製品を始め高い技術力で世界市場に挑戦しています。
【熊本→ World】世界トップクラスの技術をさらに一歩先へ。創業から半世紀
以上続く、半導体検査部品メーカーの技術職を募集します。Made in 熊本の
技術を世界に送り出すため、あなたの力を貸してください。

（株）同仁化学研究所

同仁化学研究所は、大学や医療機関、研究所や工場などで行われている様々
な研究・開発・製造に不可欠な「試薬」を取り扱っている熊本の企業です。6
つの拠点を情報ネットワークで結び、世界へ向けて活動しています。

（株）テクノフレックス

金属製フレキシブル管継手・伸縮管継手のメーカであり、国内最大のシェア
を誇る企業です。特殊環境に対応した機器を対象とし将来にわたり市場は安
定しています。熊本で設計技術者として働きたい方を歓迎します。

（株）ロッキー

「工場型スーパー」という斬新なビジネスモデルで全国から注目される企業。
AI を駆使した無人スーパー研究など常に業界最先端を追求めています。熊本
発の小売業イノベーションを私たちと共に巻き起こしましょう！

（株）ハイコム

不動産事業にはじまり、通信事業を中心に 26 期連続増収増益の企業です。
新たなビジネスの開拓に取り組んでおります。2 年前には水事業を行い、南
阿蘇への社会貢献を行いながら事業拡大をおこなっております。

（株）荏原製作所

荏原は 1912 年に創業した「産業機械メーカ」です。水と空気と環境の分野
で、優れた技術と最良のサービスを提供することにより、社会インフラ、エネ
ルギー安定供給、産業、最先端技術分野で社会に貢献しています。

税理士法人さくら優和
パートナーズ

経営者の傍に寄り添って、顧客企業発展のお手伝いをしています。税理士の
資格も必要ありません。必要なのは、顧客企業と熊本経済を発展させたいと
いう熱い情熱のみです。平均年齢 36 歳の若手集団がお待ちしています。

（株）テラプローブ

当社は大手半導体メーカーをルーツに持つ国内屈指の半導体テスト会社です。
現在はソフト・ハード開発事業として、世界最速 / 最小の顔認証モジュールや、
脳波解析を応用した意思伝達装置の研究開発も推進しています。

肌美和（株）

熊本県御船町に本社工場がある肌美和は、熊本文化の一つである馬油と地
域資源の馬プラセンタを原料とした化粧品・健康食品を一貫製造し熊本から
安心・安全な商品を日本全国、世界へ発信していきたいと思います。

熊本トヨタ自動車（株）

昭和 12 年 7 月の創立以来、車一筋に活動して参りました。トヨタ車とレクサ
ス車を扱う販売店として県下に 18 箇所の店舗を展開して地域に密着し、お
客様視点を大切にして、地域社会に貢献できる企業であり続けたいと考えて
います。

（株）九州ソフタス
（株）くまもと健康支援

研究所

熊本県信用保証協会

システム運用（サーバやネットワーク保守など）から企画、開発、導入まで
ＩＴに関わる全てを業務としております。学部や専攻は問いません。一からＩＴ
のノウハウを身に付けていただきます。
社会の健康課題に対し、地域に合わせた企画・開発・実施運営を行うソーシャ
ルビジネスを展開する会社です。多職種で連携し健康づくりのマルチプラン
ナー＆スペシャリストを目指します。
「信用保証」をもって中小企業金融の円滑化を図る公的な保証機関で、国や
地公体の中小企業政策の一翼を担っています。地域経済を支える中小企業を
金融・経営の側面から支援することで、熊本の発展に貢献しています。

東京エレクトロングループ

東京エレクトロングループは、機械・制御・物理・化学・材料等の最先端工学
を結集した半導体をつくる“機械”をつくっています。また私たちが開発した
装置は付加価値技術を持ち、世界で高い競争力を誇っています。

世界シェアＮｏ .１のマイコンを中心に、アナログ＆パワーデバイスからシステ
ルネサスセミコンダクタマ ムＬＳ
Ｉまで、多彩な製品群と高い技術力を駆使し、世界中のお客様のニーズ
ニュファクチュアリング（株）に応えた半導体ソリューションを提供しています。

ソニーセミコンダクタマ
ニファクチャリング（株）

半導体製品の設計・開発・製造・カスタマーサービスまでを手掛ける半導体
デバイスメーカです。特に主力事業であるイメージセンサーは世界 No.1 を誇
り、世界中のスマートフォンやカメラ、監視用・車載用カメラなどに搭載され
ています。

（株）ジェイデバイス

当社は日本最大の半導体後工程メーカーです。東芝、富士通、ルネサス他日
本を代表する半導体メーカー後工程事業を合併し成長を続けてきました。高
い技術力とコスト競争力を武器に世界を舞台に事業を展開しています。

（株）ヒューマン

熊本で創業３０年。組込みシステム、装置開発、ﾓｼﾞｭｰﾙ製品から開発品の分
析、解析サービス等現在は 5 つの事業分野で会社を構成しています。 自社で
設計、開発、製造、販売と一貫したモノづくり企業です。
「技術が世の中を変える瞬間に立ち会いませんか？」弊社は２００１年熊本生
まれのガス漏洩検査装置の開発製造会社です。卓越した技術を武器に「もの
づくり」を行い、世の中を変える。それを実現できる会社です。

熊本電気鉄道（株）

当社は、地域に根差した公共交通を軸に不動産・保険事業を展開しており、
地域活性化の為にアジアの活力を取り込む観光・インバウンド事業も拡大し
ております。共に地域の為に活躍したい方を心よりお待ちしています。

金剛（株）

業界トップのシェアを誇る丸ハンドル式移動棚をはじめ、自動書庫システム等、
ＩＴ化に対応した製品・ソフトを開発。また、地震に対応した免震技術の開発
する等、常に業界をリードする製品の開発・製造・販売を行う会社です。

白鷺電気工業株式会社

今年 2 月に創業 70 周年。九州電力
（発変電・送電・通信）の工事や点検で培っ
た総合技術をベースに官公庁や民間工事を行い、近年は農業分野など新規事
業も展開中。平成 28 年 2 月「熊本県ブライト企業」として認定。

東証１部上場／創立 68 年・海外進出 40 年以上／世界中の企業から高い評
価を受けている「超精密加工技術」
、その技術でエコ家電やハイブリッド車に
搭載されるモーターコアを製造、業界トップクラスのシェアを誇ります。

株式会社十八測量設計

当社は、熊本の地場企業として道路・河川・橋梁等の公共事業を通し、地域
住民の皆様の安心・安全を守る建設コンサルタント会社です。より良い仕事
をして、社会貢献活動をしましょう。

弊社は、津波や高潮、最近頻発するゲリラ豪雨などを要因とした洪水などの
被害から生命や財産を守る社会インフラの整備に貢献しております。どう社
会に貢献できるか、強い探究心と責任感を持つ人を求めています。

株式会社 緒方建設

創業以来 63 年間、社会基盤を支える土木工事とお客様の夢を実現する建
築工事に携わり、地域の発展に寄与して参りました。現在、若手技術者の育
成や IoT による建設現場の生産性改善及び品質の向上に取り組んでいます。

富士通九州システムサー
ビス

お客様が抱える経営課題を解決するために、お客様の現場改革の視点で経
営分析をおこない、最新のＩＣＴスキルを駆使してシステムを構築します。
また、お客様システムの安定稼動を総合的にサポートいたします。

（株）三井ハイテック

西田鉄工（株）
（株）あつまるホールディ

ングス

㈱冨坂建設

求人情報誌「あつまるくんの求人案内」
「ゲットサポート」を九州各県・名古
屋にて毎週 16 版を発行。創業 35 周年を迎え㈱雇用促進事業会から社名を
変更し求人メディア事業に加え、
ゴルフ場・ホテル事業、
アグリビジネス事業（あ
つまる山鹿シルク）を展開。
我々の社会における価値はお客様一人ひとりの日々の暮らしや事業への想い
をカタチにするところにあります。お役に立つために計画初期から関わるこ
とが大事であり、企画設計施工の一貫体制はその一歩の始まりです。

（株）ヤマックス

当社はコンクリート二次製品の製造・販売を行うメーカーです。小さな道路脇
の側溝から、車が通れる大きなトンネル、高層ビルの壁材まで、様々な製品
をお客様に提供し、社会貢献度の高いモノづくりを行っております。

（株）南栄開発

創業から 33 年、熊本の街づくりに数多く携わり、発展を遂げて参りました。
売主にも買主にもご納得いただける、土地の新たな価値を創造しております。
H28 年には熊本県ブライト企業に認定されました。

社会福祉法人清香会

もうすぐ創業５０年、地域に根差し縁ある人を必ず幸せにを理念に掲げ主に
知的障がい者の方々のライフプランニングと QOL 向上のお手伝いをしていま
す。利用者、地域、職員の全てが幸せを実感できる環境作りを目指します。

フジデノロ（株）

地元熊本県（菊池郡）で長く働ける安定企業！創業以来「46 年間黒字経営」
を続け、半導体・医療・航空機などの業界を最先端技術で支える樹脂加工メー
カーです。

（株）構造計画研究所

当社は数値解析やシミュレーション等の技術を活用し、建設・防災、情報通信、
製造、意思決定支援の領域でコンサルティングやシステム開発等のサービス
を展開しています。皆さんの経験を活かせる場がここにあります。

（株）プレシード

液晶ディスプレイや半導体、自動車などの生産設備全般の開発・設計・製作
をワンストップで行う技術者集団です。取引先は国内に留まらず、グローバル・
先端技術を肌で感じることができます。様々な知識や技術、経験を求める探
究心溢れる企業です。

ＫＪケミカルズ（株）

アクリルアミド誘導体製法を中核技術とし、塗料インクの脱溶剤化、各種電
子材料用途、機能性ポリマーや機能性オリゴマー、機能性溶剤への応用展開
と、機能創造型企業として世界に認められるブランドを目指します。

（株）エイムテック

（株）九州ソフタス

システム運用（サーバやネットワーク保守など）から企画、開発、導入まで
ＩＴに関わる全てを業務としております。学部や専攻は問いません。一からＩＴ
のノウハウを身に付けていただきます。

地方創生プログラム
地元・くまもとの企 業を知る貴重な機会

企業説明会
2018 年 3 月から実施予定
地方創生プログラムでは、県内企業の就職情報を提供するた
め企業説明会の実施を予定しております。どなたでも参加可
能ですので是非参加してください。
（上の一覧は 2016 年度の
開催企業実績ですので、変更となる場合があります）

