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【技術系】
熊本県内への就職を希望するみなさんへ

熊本県内
魅力的な事業所

就職情報の
提供

熊本県がブライト企業・リーディング育成企
業として認定している企業、熊本県工業連合
会、熊本県企業誘致連絡協議会、熊本県情報
サービス産業協会等の会員企業から参加企業
を募りました。

技術系

学生を採用したい企業が
集まります！

開催
時期 3  6    30 日日月 ～ 月 木

開催
場所

インキュベーションラボラトリ
１階会議室

毎週

各社担当から 50分の
プレゼンテーション・質疑応答

開催
要領

（黒髪南 S7）

入口

インキュベーション
ラボラトリ
１階会議室

学生会館
カフェテリア食堂

健全経営で社員を大切にしている企業として
県が認定した企業

先着 40名

メールで事前登録

ブライト企業

リーディング
育成企業

業界や地域をリードし成長する企業として県
が認定した企業



開催
時期 3  6    30 日日月 ～ 月 木

毎週 開催
場所

インキュベーションラボラトリ
１階会議室（黒髪南 S7）

採用担当者

月日 曜日
開始
時間

所属

13:00 西田鉄工㈱
管理本部人事・総務グ
ループマネージャー
庭田靖

staffing@nishida.co
.jp

http://www.nishida.
co.jp

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。

14:00
合志技研工業株
式会社

管理部総務ブロック労
政グループ

t-
fujimoto@go.goshi.
co.jp

http://www.goshigi
ken.com/

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。

15:00
㈱イズミ車体製
作所

総務部　部長
藤田勇輝

fujita@izumishatai.c
o.jp

http://www.izumish
atai.co.jp

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。

16:00 九州武蔵精密㈱ 管理部長　宮本憲博
norihiro-
miyamoto@kmusas
hi.co.jp

http://kmusashi.co.j
p

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。

13:00
メイビスデザイ
ン㈱

第一技術部　課長
西牟田輝満

terumitsu.nishimut
a@maviss-
design.com

http://www.maviss-
design.com/

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。

15:00
ＫＪケミカルズ
㈱

管理本部 業務管理部長
 森上

satoshi.morigami@
kjchemicals.co.jp

 
https://www.kjche
micals.co.jp

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。

16:00
（有）坂本石灰
工業所

企画開発室　高木泰憲
k-
kaihatu01@sakamo
to-lime.com

sakamoto-lime.com
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。

13:00 平田機工㈱
管理本部 総務人事部
人事G
上田・木村

recruit@hirata.co.jp
http://www.hirata.c
o.jp/

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。

14:00
㈱オジックテクノ
ロジーズ

総務課　課長
金森雄気

ogic@ogic.ne.jp
http://www.ogic.ne.
jp/

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。

15:00 オオクマ電子(株)
総務部総務課長
貝田博実

kaida@okm.co.jp
http://www.okm.co.
jp

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。

16:00 理化電子㈱
経営企画室　採用担当
齋藤 仁美

recruit@jp.rikadens
hi.com

http://rikadenshi.co
m/

【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。

13:00
㈱同仁化学研究
所

総務部　鐵井
e-
tetsui@dojindo.co.j
p

http://www.dojindo
.co.jp/

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。

14:00
㈱テクノフレック
ス

熊本工場技術部　フレ
キ技術課長　白石　充

shiraishi@technofle
x.co.jp

http://www.technof
lex.co.jp

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。

15:00 ㈱荏原製作所
人事開発室採用
グループ
貞松佑輔

saiyo@ebara.com
https://www.ebara.
co.jp

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。

16:00 ㈱テラプローブ
人事総務グループ
平嶺

recruit@teraprobe.c
om

http://www.terapro
be.jp/recruit/fresh/r
ecruit2018/index.ht

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。

11:00
東京エレクトロ
ングループ

東京エレクトロング
ループ採用担当

tkljinji@tel.com
http://www.tel.co.jp
/

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。

13:00
ﾙﾈｻｽｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀﾏ
ﾆｭﾌｧｸﾁｭｱﾘﾝｸﾞ㈱

人事総務部 人事課
佐々木敦

atsushi.sasaki.ra@re
nesas.com

http://career.renesa
s.com/new_gradua
tes/index.html

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ムＬＳＩ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に応えた半導体ソリューションを提
供しています。

14:00
ソニーセミコン
ダクタマニファ
クチャリング㈱

人事部人材リソース課
大城（オオギ）・岩
下・古閑

sony-
semiconductor-
saiyou@jp.sony.co

http://www.sony-
semiconductor.co.j
p/

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。

15:00 ㈱ジェイデバイス
人事部チーフ・スペ
シャリスト
山口賀津子

katsuko.yamaguchi
@j-devices.co.jp

http://www.j-
devices.co.jp/

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。

16:00 (株)ヒューマン
管理統括本部人事総務
部人事課 課長代理
江藤・主任　浦﨑

kiyoko_urasaki@hu
man-inc.co.jp

http://www.human
-inc.co.jp/

 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。

13:00 ㈱エイムテック
メンテナンス部長
山西康裕

yamanishi@aim-
tech.co.jp

http://www.aim-
tech.co.jp/

「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。

14:00
白鷺電気工業株
式会社

管理本部長　片岡忠雄
kataoka@shirasagid
enki.co.jp

http://www.shirasa
gidenki.co.jp

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。

15:00
株式会社十八測
量設計

総務部　課長石橋崇文 soumu@18ss.co.jp
http://juuhachi.co
m/

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。

16:00
株式会社　緒方
建設

総務部・総務課長
緒方孝子

info@ogata.asia
http://www.ogata.a
sia

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。

13:00
富士通九州システ
ムサービス

総務人事本部　人財部
山下、福山

fqss-
recruit@cs.jp.fujitsu.
com

http://www.fujitsu.c
om/jp/group/fqss/

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。

14:00 (株)九州ソフタス 総務部　松井、平岡
contact@kyushu-
softas.co.jp

http://www.kyushu
-softas.co.jp

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。

3/30 木

3/16 木

3/23 木

3/27 月

3/6 月

3/9 木

3/13 月

日程
企業名 連絡先（メール） 会社ホームページ 企業ＰＲポイント


