
企業名 所在地 業種 募集職種 就業場所 募集期間

1 光綜合工業　㈱ 大分市 建設業 施工管理：４名 別府市、県内現場 12月31日

2 平和扶桑テクノ　㈱ 大分市 建設業 現場施工管理：３名 大分市 随時

3 伸和建設　㈱ 中津市 建設業 土木技術者１名（土木科卒） 大分県・福岡県 随時

4 ㈱　ＷＥＬＭＡ 福岡市 建設業 掘削技術者１名、電気工事士１名、事務職１名
現場職九重町、
事務職本社 12月31日

5 ㈱　久保組 中津市 建設業 土木技術者２名 中津市 2023年3月

6 河津建設　㈱ 日田市 建設業 土木・建築技術者 日田市 随時

7 豊國建設　㈱ 大分市 建設業
建築技術者（建築工事の設計・積算・見積・施工・管理）、
土木技術者（土木工事の積算・見積・施工等）、地質調査

技士（現場管理、原位置試験等）
大分市、他 随時

8 ㈲　岩賢住宅 大分市 建設業
施工管理３名、設計１名、大工見習２名、家具職人

見習い２名、積算員１名、営業２名
大分市 随時

9 協栄工業　㈱ 大分市 建築設備業 技術職（施工管理技士・設計士）２名（学部不問） 大分市 採用枠到達まで

10 ㈱　友岡建設 竹田市 建設業 施工管理技術者（建築・土木）２名 竹田市 2023年2月

11 西日本土木　㈱ 豊後高田市 建設業 建築施工管理１名
豊後高田市

大分市
12月31日

12 ㈱　いろは建築技巧 中津市 建設業 建築大工１～２名 中津市 随時

13 ニューテクノファースト　㈱ 大分市 建設業 総合職（営業が中心）、技術職（現場担当） 大分市 2023年2月

14 ㈱　荒巻工業 大分市 建設業
設備保全スタッフ（工事部）、金属修理加工スタッフ

（製品部）：各２名
大分市 随時

15 ㈱　佐伯建設 大分市 建設業
建築技術職（施工管理、建築系学科卒）、設備技術
職（電気・機械系学科卒）、土木技術者（土木系学

科卒）
県内 2023年2月

16 河野電気　㈱ 大分市 建設業
技術職（電気設備施工管理技術者、配電盤

設計技術者）４名
大分市 9月30日

17 隆テック　㈱ 別府市 建設業 営業職１名、エンジニア１名 別府市 11月30日

18 新成建設　㈱ 大分市 建設業 施工管理技術職、営業職、総務職 大分県内 12月31日

19 ㈱　クイック工業 大分市 建設業 土木施工管理２名 大分市 随時

20 ㈱　平和建設 大分市 建設業 土木技術職（土木施工管理技術者）１名 大分市 2023年1月

21 利光建設工業　㈱ 大分市 建設業 土木施工監理技術者（測量、工程管理、施工管理）２名 大分県内 12月31日

22 ㈱　菅組 豊後高田市 建設業 土木技術者１名、建築技術者１名
大分市

豊後高田市
11月30日

23 大分部品　㈱　電子開発設計室 佐伯市 製造業 ソフトウェア開発・エンジニア職：１～２名 佐伯市 採用枠到達まで

24 ㈱　オオツカデイゼル 大分市 製造業 エンジニア（原動機）若干名、エンジニア（電気機器）若干名 大分市 12月31日

25 九州乳業　㈱ 大分市 製造業 総合職（営業、製造、品質管理、情報システム）３～５名 大分市 概ね１１月まで

26 木村化工機　㈱ 大分市 製造業 製造管理職１名 大分市 採用枠到達まで
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27 ㈲　東栄工業所 中津市 製造業 総合職、技術職：１名 中津市 採用枠到達まで

28 ㈱　菊家 由布市 製造業 営業販売職２名、回製造職２名 由布市 採用枠到達まで

29 豊洋精工　㈱ 国東市 製造業
総合職（技術・品質管理・保全・生産管理・マネジメ

ント・事務・営業・ネットワーク＆システム保守運
用）：１～５名

各工場（国東、豊
後高田、由布、朝

倉、北九州）
12月28日

30 ㈱　テクノクリエイティブ大分支店 大分市 情報通信業 ITエンジニア:１０名程度 大分市、他 12月31日

31 ㈱　ネクストワン 臼杵市 情報通信業 ソフトウェア開発・ＷＥＢデザイン：１～２名 臼杵市、大分市 12月31日

32 ㈱　ダイレクトマーケティンググループ 大分市 情報通信業 総合職、栄養士：２名 大分市 12月31日

33 ㈱　ザイナス 大分市 情報通信業
システムエンジニア、インフラエンジニア、AIエンジ

ニア、WEBデザイナー:若干名
大分市 2023年2月

34 ㈱　アーネット 大分市 情報通信業 システムエンジニア、プログラマー：１名 大分県内 採用枠到達まで

35 ㈱　ＮＢＳロジソル 日田市 運輸業 総合職６名
九州、関西、中
部、関東各拠点 12月31日

36 カリツー九州　㈱ 中津市 運輸業 総合職 中津、福岡 2023年3月

37 青木運輸倉庫　㈱ 中津市 運輸業 物流系総合職（倉庫での入庫・出庫作業）５名 中津市 採用枠到達まで

38 大分交通　㈱ 大分市 運輸業
総合職、システムエンジニア：若干名、

通信事業専門員５人程度
大分市、他 10月31日

39 ㈱　リード 北九州市 卸・小売業 auショップでの営業：右記ショップ各１名 別府、杵築、日田

40 新光石油　㈱ 大分市 卸・小売業 総合職3名 大分市内10カ所 2023年1月

41 ㈲　中山建材店 大分市 卸・小売業 事務職１名、施工管理（リフォーム）１名 大分市 随時

42 ㈲　富城物産 大分市 卸・小売業 営業２名 大分市 随時

43 ㈱　松村硝子店 大分市 卸・小売業 総合職、専門職 大分市 随時

44 ㈱　リ・クリエイト 別府市 卸・小売業 別府湾サービスエリア（売店、フードコートスタッフ）３名 別府市 随時

45 ㈱　デンザイ東亜 大分市 卸・小売業 総合職（営業・事務）:１～２名 大分市 9月15日

46 ネッツトヨタ東九州　㈱ 大分市 卸・小売業 営業職：若干名 大分県内 9月30日

47 大分トヨタ自動車　㈱ 大分市 卸・小売業 営業職１名 大分県内 採用枠到達まで

48 ㈱　庄司酒店 臼杵市 卸・小売業 一般総合職５名程度 臼杵市 2023年1月

49 ダイエーコンサルタント　㈱ 宇佐市 専門・技術サービス業
建築・土木技術職（建築積算・土木設計、3DCADオ

ペ、ドローン操作）３名
宇佐市 12月28日
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50 西日本コンサルタント　㈱ 大分市 専門・技術サービス業 技術系総合職（土木設計）若干名 大分本社 採用枠到達まで

51 アイテク　㈱ 大分市 専門・技術サービス業
技術職（トンネル・橋梁等の調査・点検及び書類作

成業務）２名
大分市 12月28日

52 ㈱　エリア 日出町 専門・技術サービス業 半導体製品技術者１名 杵築市 2023年1月

53 日本フォレスト　㈱ 日田市 バイオマス発電 工場作業員、企画事務１～２名 日田市 随時

54 ㈲　夢想園産業 由布市 宿泊業 接客スタッフ２名、フロントスタッフ１名、調理師２名 由布市 2023年3月

55 ㈾　鬼山地獄 別府市 宿泊業 フロントスタッフ若干名 別府市 随時

56 ㈱　ジョイフル 大分市 飲食業 総合職１０名 全国 2023年2月

57 ㈱　城島高原オペレーションズ 別府市 娯楽業
総合職（接客、企画、事務等）４名、技術職（アトラク

ションメンテナンス）２名、
別府市 11月30日

58 ㈱　クース・コーポレーション 佐賀市 学習支援業 明光義塾の教室長２名
大分、佐賀、長
崎、福岡、宮崎 １２月頃まで

59 (社福) 　新友会 大分市 障がい者福祉
生活支援員（知的障がい者の生活・就労支援、相

談等）１名
大分市 12月31日

60 (医）　天心堂 大分市 医療・福祉 看護師３名、介護福祉士３名 大分市 随時

61 (社福)　みずほ厚生センター 臼杵市 高齢・障がい者福祉 生活支援員、保育士、介護士 臼杵市 12月31日

62 ㈱　鶴進ＨＭＧ 別府市 高齢者福祉 介護職３名、 別府市 2023年3月

63 ㈱　福祉の杜いまじん 大分市 福祉 介護職４名、生活相談員２名、総合職１名 大分市、別府市 2023年3月

64 (社福)　みのり村 杵築市 福祉 福祉総合職（ケアワーカー）、福祉総合職（支援員）:若干名 杵築市、日出町 2023年3月

65 (社福)　一燈園 別府市 福祉 総合職（介護）１名 別府市 １2月頃まで

66 (医)　帰巖会 豊後大野市 医療・福祉
看護師、作業療法士、理学療法士、言語聴覚

士、社会福祉士
豊後大野市 2023年1月

67 (社福)　庄内厚生館 由布市 福祉 支援員３名、保育士３名 由布市 試験日：9/17、11/12

68 (医)　仁愛会 臼杵市 医療・福祉 支援相談員１名（社会福祉士受験資格学科卒） 臼杵市 随時

69 ㈱　エイジェックグループ 大分市 その他サービス業
エンジニア技術職10名、製造職10名、ＩＣＴビジネス職5名、

総合職3名、システムインテグレータ5名 九州圏内 2023年2月

70 ㈱　大分イカリテクノス 大分市 ペストコントロール業 営業・業務・総務：２名 大分市 2023年4月
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