熊本の未来を

この講座は文部科学省が実施している
「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業
（COC+）」事業の一環として行うものです。

デザインする

事務・技術系を問わず

熊本県内
魅力的な事業所

学生を採用したい企業が
集まります！

就職情報の
提供

【事務・技術系問わず】

熊本県内への就職を希望するみなさんへ
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。
ブライト企業

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

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 3 〜 29

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） 先着 40 名

月

日

北地区

日

毎週
火 水 金
学生会館
カフェテリア食堂

図書館

至 阿蘇
赤門

開催
要領

各社担当から 50 分の
プレゼンテーション・質疑応答

事前登録は熊大就職ナビ「KUMA

至
熊本市街

NAVI」から

百周年
記念館

熊大就職ナビも参照しよう
入口

FORICO

南地区
N

主催・問い合わせ：くまもと地方産業創生センター
雇用担当：高口・林田 ,TEL: 096-342-3288（101）
email：kouguchi@kumamoto-u.ac.jp

インキュベーション
ラボラトリ
１階会議室
〒860-8555
熊本市中央区黒髪 2 丁目 39 番 1 号 黒髪南 S4 1F
http://www.kumamoto-u.ac.jp/organizations/kico/kridc

3 3 〜 29

開催
時期

月

日

日程
月日 曜日

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
企業名

開始

14:00 トランスコスモス㈱

連絡先（メール）

所属

時間
13:00 ソフトウエアビジョン㈱ 総務部

3/3

日

毎週
火 水 金

主任

原 智美

t.hara@svckk.co.jp

会社ホームページ

http://www.svckk.co.jp/

人事本部ＨＲ推進部西日本Ｈ

Suzuki.Takayuki@trans-

Ｒ推進課リーダー鈴木隆之

cosmos.co.jp

代表取締役 富山孝治

tomi@systemforest.com http://www.systemforest.com

http://www.trans-cosmos.co.jp/

金

企業ＰＲポイント

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。
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？
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

15:00 ㈱システムフォレスト

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。

16:00 ㈱ＳＹＳＫＥＮ

13:00 (株)末松電子製作所

経営管理本部 総務部 人事部門
内之段渉・高田恭汰

総務部

井手啓二

経営企画本部
14:00 ネクサス(株)
3/8

16:00 ㈱キューネット

13:00 ヤマハ熊本プロダクツ㈱

14:00 ㈱テラプローブ
火

3/21

ryuuichi-

採用担当

miyazaki@fujisash.net

宮﨑

人事労務部長

成松祥子

企画推進部総務課

saiyo@qnet-sec.co.jp

採用担当

木村

人事総務グループ

平嶺

recruit@teraprobe.com

アシスタントマネージャー

katsuko.yamaguchi@jdevices.co.jp

山口賀津子

高明

14:00 ㈱ハイコム

経営企画部 部長

泰道

総務課所長室長

徳永雄二

揚洋

http://www.nexus-grp.co.jp

http://fuji-lm.co.jp/

http://www.qnet-sec.co.jp

http://www.y-k-p.co.jp/

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。
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。
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。
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。
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。

http://www.teraprobe.jp/recruit 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
/fresh/recruit2018/index.html

http://www.e-guardian.co.jp/

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

soumu@e-rocky.co.jp

www.e-rocky.co.jp

a.taido@8156.jp

http://group.8156.jp/index.html

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。
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。
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。
「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！
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。

火

水

税理士法人さくら優和
パートナーズ

16:00 肌美和(株)

総務部

11:00 熊本トヨタ自動車㈱

総務部 今村信介

13:00 (株)九州ソフタス

総務部

14:00

小柳茂寛

tokunaga@tkcnf.or.jp

koyanagi@kimiwa.jp

toyota.co.jp

松井、平岡

総務人事部人材育成室

究所

城井

14:00 ㈱三井ハイテック

yuuji-

美礼

総務課採用担当

田中、井上

総務部総務課採用担当

contact@kyushusoftas.co.jp

総務・人事グループ人事チー
赤石・朝野

人事教育部

http://www.kimiwa.jp/

採用担当

溝田・生原

toyota.co.jp/index.html

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

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。
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。
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。
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

m̲kii@kwsi.co.jp

http://www.kwsi.co.jp/

saiyou@kumamoto-

http://www.kumamoto-

「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

cgc.or.jp

cgc.or.jp

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。

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。

saiyo@kumamotodente http://www.kumamotodentets 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

出家（でいえ）、小野（おの） tsu.co.jp

ム

http://s-ket.com

s-imamura@kumamoto- http://www.kumamoto-

(株)くまもと健康支援研

13:00 金剛㈱

jinji@kongomail.com

u.co.jp/

www.kongo-corp.co.jp

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。
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。

recruiting@mitsui-high- http://www.mitsui-high-

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

tec.com

tec.com/ja/

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。

staﬃng@nishida.co.jp

http://www.nishida.co.jp

saiyo17@atsumaru.jp

http://atsumaru.jp

金
15:00 西田鉄工㈱

16:00

管理本部人事・総務グループ
マネージャー庭田靖

㈱あつまるホールディン 総務部人事課
グス

課長代理

古池泰士

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。
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。

13:00 ㈱冨坂建設

副社長

14:00 ㈱ヤマックス

管理本部人事課

y-

冨田由衣

tomita@tomisaka.co.jp

富田

tatsuya.tomita@yamax.
co.jp

http://www.tomisaka.co.jp/

http://www.yamax.co.jp

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。
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。

火
15:00 ㈱南栄開発

16:00 社会福祉法人清香会

13:00 フジデノロ㈱

14:00 ㈱構造計画研究所
3/29

guardian.co.jp

ト

永野

16:00 熊本電気鉄道㈱

3/28

dl-ar-kumamoto@e-

人事部チーフ・スペシャリス

総務部長

15:00 熊本県信用保証協会

3/24

sayuri̲kimura@y-kp.co.jp

13:00 ㈱ロッキー

15:00

3/22

http://www.getter.co.jp/

総務人事部 人事グループ

田原健理
16:00 ㈱ジェイデバイス

k-ide@suematsu-el.jp

s-grp.co.jp

アカウントリレーション部
15:00 ｲｰ・ｶﾞｰﾃﾞｨｱﾝ㈱

http://www.sysken.co.jp

yumiko̲yoshioto@nexu

グループマネージャ
吉本由美子

水
15:00 不二ライトメタル㈱

3/14

経営管理

chance@sysken.co.jp

アイケイエス開発㈱設計企画部
許斐ゆうき

企画室長

山内林太郎

管理部人事課

中村有紗

人事総務部 リクルート室 室長
湯村 晶

konomi@nan-ei.com

http://www.nan-ei.com

rintaro2000@gmail.com http://www.wel-seiko.com

nakamura@fujidenolo.c
o.jp

saiyou@kke.co.jp

http://www.fujidenolo.co.jp/

http://www.kke.co.jp/

水
15:00 ㈱プレシード

16:00 ＫＪケミカルズ㈱

管理本部総務部人事係

fu-

梶本文代

kajimoto@preceed.co.jp

管理本部 業務管理部長 森上

satoshi.morigami@kjche
micals.co.jp

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。
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。
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。
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。
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。

http://www.preceed.co.jp

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。

https://www.kjchemicals.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。

