
※　参加企業情報：企業名(企業HP)、動画、求人情報をクリックし、詳細情報が確認できます。
技術系求人情報 福祉系求人情報 教育系求人情報 営業系求人情報

建築土木求人情報 販売系求人情報

46 病院 （社福）芽豆羅の里（芽豆羅グループ）  宗像医院 動画 事務 看護・介護 保育教師
62 介護 (社福)伊呂波福祉会 生活支援員
45 介護 (社福)大分県社会福祉事業団 動画 支援員
64 介護 (社福)宇水会　 事務員 ケアワーカー/メルヘン ケアワーカー/宇水園 支援員 生活相談員
61 PR 商品・パンフ/企業PRコーナー
47 介護 (株)日豊ケアサービス 宇佐事業所 看護介護職 調理員
65 介護 (社福)明峰会　軽費老人ホーム　ケアハウス光 動画 世話人 施設介護職 夜勤介護　 介護パート オハナ介護　 安心家族支援員　

66 介護 (株)悠隆 ぶどうの杜介護職

63 介護 (医)信和会 介護老人保健施設　和光園 動画 介護福祉士 介護士

30 保育園 (社福)常照会　慈光保育園 動画 保育士
31 幼稚園 (社福)宇佐福祉会　宇佐こども園 動画 保育教諭
28 幼稚園 (学)吉用学園  認定こども園　ことぶき幼稚園 動画 保育教諭
29 動物園 九州アフリカ・ライオン・サファリ(株) 動画 接客

5 工事 (有)原田工務店 動画 工務
4 工事 日豊工事(株) 電気工 配管工
3 工事 (株)藤電設工業 電工
1 施工 (株)末宗組 動画 建築技術者　 土木技術者 土木作業員オペレータ

2 工事 大晃通信建設(株) 動画 外線作業員
6 施工 (株)奥田組 動画 建築技術者　 土木技術者 土木作業員
7 施工 (株)野村建設 動画 土木施工管理
77 建設 森田建設(株) 動画 事務職 施行管理職
76 鉄鋼 清松総合鐡工(株) 建築鉄骨加工
8 土木 西日本土木(株)　宇佐砕石所 動画 建築施工管理　 土木施工管理 重機オペレータ

9 土木 末宗建設(株) 動画 監督・監督補助

53 産廃 共栄九州(株)
50 金型 吉野プラスチックス(株)大分工場 製造技術
56 自動車 エムエム・シー(株) 動画 業務 製品段取 品質保証
57 自動車 (株)藤野製作所　宇佐工場 技能職 技術職
60 自動車 鬼怒川ゴム工業(株) 九州生産部　第２工場 技能職
55 自動車 (株)九州イチタン 動画 金型設計・生産技術 鍛造工 設備保全
68 自動車 (株)キリウ大分 製品製造鋳造検査 技術職鋳造技術 製品製造鋳造 製品製造機械加工 製品製造保全 製品製造品証 製品製造加工検査 フォークリフト
59 自動車 ゴトープラスチック(株) 製造員
58 自動車 (株)ダイメイプラスチック大分 成形技術
71 自動車 ナカシン(株)宇佐工場 動画 製造職
67 自動車 (株)日工社　大分工場 動画 製造
74 自動車 富双シート(株) 動画 事務 設備保全 製造工程 品質管理
73 自動車 双葉産業(株)　九州工場 動画 内装部品製造
69 自動車 明星九州(株) 動画 技能職
70 自動車 (株)ユーテック 製造作業員 品質管理員
72 自動車 (株)ヨシカワ　大分工場 動画 製造員
42 縫製 (株)サーブ　大分工場 縫製オペレータ

51 フェルト 旭タカロン(株) 動画 製造技術
40 貴金属 (有)大分ツツミ貴金属 製造
52 超鋼 九州瑞穂(株) 動画 技能職

教
育

宇佐市企業情報＆動画・求人情報　リンク一覧表（2023.01.28開催） <順不同>

業種 No 区分 企業名(企業HPリンク) 動画
事務系

求人情報
製造系求人情報 その他

求人情報栄養管理系求人情報 栽培系求人情報

福
祉

建
設

製
造

https://usa-sjcp.com/?p=4765
https://usa-sjcp.com/?p=4767
https://usa-sjcp.com/?p=2420
https://usa-sjcp.com/?p=2445
https://usa-sjcp.com/?p=2441
https://www.youtube.com/watch?v=tb-WUODv3XE&list=PLSYH_EU_-03nTO7cLpcibWTkIR5wS9aQ1
https://usa-sjcp.com/?p=2429
https://usa-sjcp.com/?p=2447
https://usa-sjcp.com/?p=6686
https://usa-sjcp.com/?p=4776
https://usa-sjcp.com/?p=4770
https://hoikuen.mezura.jp/
https://youtu.be/TxdejjbLI6o
https://onl.la/An61z1P
https://onl.la/An61z1P
https://onl.sc/LNxSJLc
https://onl.sc/C7upEfS
https://usa-sjcp.com/?cat=6
http://www.irohafukushi.jp/
https://onl.sc/vrL3B4y
https://usa-sjcp.com/?cat=6
https://oitaswo.jp/
https://youtu.be/-DyDHAzRbmc
https://onl.sc/1v76ip4
https://usa-sjcp.com/?cat=6
http://www.usuien.org/
https://onl.bz/QjyHCm1
https://onl.bz/WRYJ4W1
https://onl.bz/uCy6MRY
https://onl.bz/JiQuQWe
https://onl.bz/LZXzyuX
https://usa-sjcp.com/?cat=6
https://usa-sjcp.com/?cat=6
http://olive-care.com/
https://onl.sc/imUXU8y
https://onl.sc/pqahzFj
https://usa-sjcp.com/?cat=6
http://www.meihokai.or.jp/facility/index08.html
https://youtu.be/SntJ24DZfgQ
https://onl.sc/fCUa9dt
https://onl.sc/4TjZ56p
https://onl.sc/HbAfx5Z
https://onl.sc/aeumKxS
https://onl.sc/raZLPn2
https://onl.sc/pCNEA5w
https://usa-sjcp.com/?cat=6
http://www.yu-ryu.co.jp/
https://onl.sc/E3w21De
https://usa-sjcp.com/?cat=6
https://wadahp.com/wakouen/
https://youtu.be/u3DS88CM128
https://onl.sc/C1ng5K9
https://onl.sc/Yq6B5xk
http://www.jikou-h.jp/
https://youtu.be/dMfy5Yg49Gk
https://onl.sc/c4SCNEn
https://usa-sjcp.com/?cat=7
http://usahoikuen.jp/
https://youtu.be/j5y7v4MV6pA
https://onl.sc/qiTRUix
https://usa-sjcp.com/?cat=7
http://kotobuki-youchien.jp/publics/index/2/
https://youtu.be/481jGlwwsAA
https://onl.sc/DpHwQ4Z
https://usa-sjcp.com/?cat=7
http://www.africansafari.co.jp/
https://youtu.be/xMXnTDKQ9Zo
https://onl.la/gikGV4N
https://harada-koumu.com/
https://youtu.be/6c4Pcm6j1XA
https://onl.sc/336VE7T
https://usa-sjcp.com/?cat=13
https://nippo-usa.co.jp/
https://onl.sc/3Fd6KdA
https://onl.sc/4BZkzYU
https://usa-sjcp.com/?cat=13
https://fujidensetsu-kogiyo.jimdofree.com/
https://onl.sc/yYhGxwF
https://usa-sjcp.com/?cat=13
http://www.suemune-gumi.co.jp/
https://youtu.be/IiFHXNoaC24
https://onl.la/W8cJ6De
https://onl.la/6afNMmP
https://onl.la/wnfWdxT
https://usa-sjcp.com/?cat=13
http://dtk-kk.com/
https://youtu.be/VsbMInQNNZI
https://onl.sc/H5CvBJY
https://usa-sjcp.com/?cat=13
http://okudagumi.com/
https://youtu.be/7gaXuljMyDE
https://onl.sc/Cg4nRNi
https://onl.sc/tnvcYkD
https://onl.sc/pgGNWZA
https://usa-sjcp.com/?cat=13
http://www.nomuken.co.jp/
https://youtu.be/155-WgwFsqg
https://onl.sc/4xzsJJm
https://usa-sjcp.com/?cat=13
http://www.moriken-gp.co.jp/
https://www.youtube.com/watch?v=0dkX9cCYu8o
https://onl.sc/ZJpmZJE
https://onl.sc/GgAk7Qe
https://usa-sjcp.com/?cat=13
http://www.kiss.ne.jp/
https://onl.sc/YFwEUEj
https://usa-sjcp.com/?cat=13
http://www.nnh1131.jp/
https://youtu.be/T_EXuJtVn6o
https://onl.sc/9cbi9AX
https://onl.sc/cu6V1Qu
https://onl.sc/zNR3ee7
https://usa-sjcp.com/?cat=13
http://www.suemune.co.jp/
https://youtu.be/lZpxlG0IS08
https://onl.sc/JMKX3nC
http://www.kyoeikyushu.com/
https://usa-sjcp.com/?cat=9
http://www.yoshinokogyosho.co.jp/
https://onl.sc/pVQ7AWC
https://usa-sjcp.com/?cat=9
http://www.mmc-ma.com/
https://youtu.be/Nnqmmnsrims
https://onl.sc/bHe8q1r
https://onl.sc/eiGUuns
https://onl.sc/r2MDy9a
https://usa-sjcp.com/?cat=9
http://www.fujino-co.jp/
https://onl.sc/3rFyjxq
https://onl.sc/wx5VB1L
https://usa-sjcp.com/?cat=9
http://www.kinugawa-rubber.co.jp/
https://onl.sc/jAtDT62
https://usa-sjcp.com/?cat=9
http://www.ichitan.co.jp/kyutan.html
https://youtu.be/MPowb2AUjNM
https://onl.sc/AGbJ7XJ
https://onl.sc/FmWEBgh
https://onl.sc/vtcbntx
https://usa-sjcp.com/?cat=9
http://www.kiriu.co.jp/kiriu/
https://onl.sc/7yJVnhR
https://onl.sc/pk8i6EK
https://onl.sc/ZjFddvc
https://onl.sc/5TrVYTZ
https://onl.sc/2rVrdjr
https://onl.sc/vfk7Nx4
https://onl.sc/vhmsF8W
https://onl.sc/GD2Xqp2
https://usa-sjcp.com/?cat=9
http://www.goto-plastic.co.jp/
https://onl.sc/f1J2JGx
https://usa-sjcp.com/?cat=9
http://www.daimei.jp/
https://onl.sc/S1NZaDE
https://usa-sjcp.com/?cat=9
http://www.nakashin-net.jp/
https://www.youtube.com/watch?v=BxKk7fC8rUU
https://onl.sc/Kzhz49s
https://usa-sjcp.com/?cat=9
http://nikkowsha.co.jp/
https://youtu.be/9OuLBh-C6fc
https://onl.sc/1QLs4Xh
https://usa-sjcp.com/?cat=9
https://www.fujiseat.co.jp/about
https://www.youtube.com/watch?v=ZsyGq40OkPg
https://onl.sc/FazdFFE
https://onl.sc/75HteU2
https://onl.sc/hrfseck
https://onl.tw/W6iNLL7
https://usa-sjcp.com/?cat=9
http://futaba-s.co.jp/
https://youtu.be/kFTXi1I3icM?list=PLSYH_EU_-03nTO7cLpcibWTkIR5wS9aQ1https://youtu.be/kFTXi1I3icM?list=PLSYH_EU_-03nTO7cLpcibWTkIR5wS9aQ1
https://onl.sc/cuhvPtN
https://usa-sjcp.com/?cat=9
http://www.meisei-metal.co.jp/meiseikyushu
https://youtu.be/au7wUQf72LE
https://onl.sc/kHH5JaL
https://usa-sjcp.com/?cat=9
https://usa-sjcp.com/?p=4411
https://onl.sc/MKNzh76
https://onl.sc/MKNzh76
https://usa-sjcp.com/?cat=9
https://www.k-yoshikawa.net/
https://youtu.be/ly92w-tas9M
https://onl.sc/NhYvvKg
https://usa-sjcp.com/?cat=9
http://saab-group.jp/profile/
https://onl.sc/KX11eA7
https://usa-sjcp.com/?cat=9
https://www.asahi-takaron.jp/
https://favoita.com/movies/35
https://onl.sc/VpnXUXM
https://usa-sjcp.com/?cat=9
https://www.tsutsumi.co.jp/
https://onl.sc/g1FKN3K
https://usa-sjcp.com/?cat=9
http://www.mizuho-loy.co.jp/kyushu/
https://youtu.be/0iOwBL3iilw
https://onl.sc/wRE2ufL
https://usa-sjcp.com/?cat=7
https://usa-sjcp.com/?cat=7
https://www.youtube.com/watch?v=tb-WUODv3XE&list=PLSYH_EU_-03nTO7cLpcibWTkIR5wS9aQ1
https://usa-sjcp.com/?p=2429
https://usa-sjcp.com/?p=2429
https://usa-sjcp.com/?p=2445
https://usa-sjcp.com/?p=6686
https://usa-sjcp.com/?p=4776
https://usa-sjcp.com/?cat=6
https://usa-sjcp.com/?cat=6
https://usa-sjcp.com/?cat=13
https://usa-sjcp.com/?cat=13
https://usa-sjcp.com/?cat=9
https://usa-sjcp.com/?cat=9


※　参加企業情報：企業名(企業HP)、動画、求人情報をクリックし、詳細情報が確認できます。
技術系求人情報 福祉系求人情報 教育系求人情報 営業系求人情報

建築土木求人情報 販売系求人情報

宇佐市企業情報＆動画・求人情報　リンク一覧表（2023.01.28開催） <順不同>

業種 No 区分 企業名(企業HPリンク) 動画
事務系

求人情報
製造系求人情報 その他

求人情報栄養管理系求人情報 栽培系求人情報

37 金属 佳秀工業(株)　宇佐工場 動画 製造スタッフ
43 梱包 パック・ミズタニ(株)大分事業所 段ボール製品製造

32 酒類 三和酒類(株) 動画 総合職 総合職 総合職 総合職
33 食品 宇佐パン粉(有)/スターフーズ(株) 動画 生産工程
36 食品 （株）西野物産  ((株)ニシノユニティ) 製造職
35 食品 大関食品(株) 製造作業員
34 食品 (株)オオタニ 製造員
54 医療 アドテック(株) 研究開発 製造業務
41 福祉機器 トクソー技研(株) 動画 技術職 営業職
38 電気部品 (株)日本抵抗器　大分製作所 技術職
39 配管部材 (株)タマフレックス工業 生産技術 製造
44 漁網 (株)長浦製網所 工員

専門 49 設備設計  (有)TR設計 機械設計

15 果樹栽培 (株)未来農林 農場管理技術
18 野菜 (株)安心院オーガニックファーム 出荷管理 農産物生産
14 福祉 (社福)緑の大地 支援員
16 種鶏 (株)イシイ雛事業部　九州孵卵場 動画 種鶏農場管理
17 鶏卵 (株)カジワラファーム 農場作業
12 茶栽培 (株)碑成園（ひなりえん） 動画 茶葉の栽培
13 培土 (株)アクト化成 工場作業員 品質管理

26 飲料 (有)ライフ 接客スタッフ
22 雑貨 (株)ホームセンターセブン 販売員
23 雑貨 (株)コメリ　九州ストアサポートセンター 販売・商品管理

19 護身用具 (株)エスエスボディガード 動画 ネット受注・入出荷管理

24 ドコモ (株)ティ・エフ・シー　ドコモショップ 販売職
27 au (株)ワールドスタイル　(ａｕショップ) auショップスタッフ

25 PR 商品・パンフ/企業PRコーナー
21 車修理 (株)宇佐車輛 自動車整備
20 農機具 (株)中九州クボタ 整備職 営業職

10 レンタル (株)ナカノ 技術職 営業職
80 JA 大分県農業協同組合　ＪＡおおいた 事務 営業接客
11 葬祭 (有)城商店　総合葬儀　城葬祭 葬祭スタッフ

輸送 48 貨物 司東九州(株)　大分営業所 大型トラック乗務員

78 警察 大分県警察　宇佐警察署 動画 警察官
79 自衛隊 防衛省　自衛隊 動画 自衛官
75 市役所 宇佐市役所 動画 会計年度任用職員 一般事務
88 移住 ＵＩＪ移住・定住支援コーナー
87 学校 大分県工科短期大学校 動画
85 就職 ジョブカフェ中津
86 就職 おおいた産業人財センター
84 就職 ハローワーク宇佐
89 PR 商品・パンフ/企業PRコーナー
82 PR 先輩の話を聞こう！　ブース.1
83 PR 先輩の話を聞こう！　ブース.2

公
務

相
談

製
造

農
業

販
売

サ
ー

ビ
ス

https://usa-sjcp.com/?p=4765
https://usa-sjcp.com/?p=4767
https://usa-sjcp.com/?p=2420
https://usa-sjcp.com/?p=2445
https://usa-sjcp.com/?p=2441
https://www.youtube.com/watch?v=tb-WUODv3XE&list=PLSYH_EU_-03nTO7cLpcibWTkIR5wS9aQ1
https://usa-sjcp.com/?p=2429
https://usa-sjcp.com/?p=2447
https://usa-sjcp.com/?p=6686
https://usa-sjcp.com/?p=4776
https://usa-sjcp.com/?p=4770
https://www.youtube.com/watch?v=tb-WUODv3XE&list=PLSYH_EU_-03nTO7cLpcibWTkIR5wS9aQ1
https://usa-sjcp.com/?p=2429
https://usa-sjcp.com/?p=2429
https://usa-sjcp.com/?p=2445
https://usa-sjcp.com/?p=6686
https://usa-sjcp.com/?p=4776
https://kasyu-kogyo.com/
https://youtu.be/VLCEPg390VY
https://onl.sc/T1av4BN
https://usa-sjcp.com/?cat=9
http://www.p-mizutani.com/
https://onl.sc/5wEhfGX
https://usa-sjcp.com/?cat=9
https://www.iichiko.co.jp/
https://youtu.be/XgMm_TnLOms
https://onl.sc/2FEQM8h
https://onl.sc/2FEQM8h
https://onl.sc/2FEQM8h
https://onl.sc/2FEQM8h
https://usa-sjcp.com/?cat=9
http://www.usapanko.jp/info.html
https://youtu.be/j8IMTzV8kzU
https://onl.sc/558A7ik
https://usa-sjcp.com/?cat=9
https://www.nishino-bussan.com/
https://onl.sc/wvASsDv
https://usa-sjcp.com/?cat=9
http://www.ozeki-foods.co.jp/
https://onl.sc/rV6KxJn
https://usa-sjcp.com/?cat=9
https://o-tani.co.jp/company/
https://onl.sc/NPPtjyy
https://usa-sjcp.com/?cat=9
http://www.adtec-inc.co.jp/
https://onl.sc/KyTu8sk
https://onl.sc/KyTu8sk
https://usa-sjcp.com/?cat=9
http://www.tokso.net/kaisha1.htm
https://youtu.be/t4dOLIGhlZ4
https://onl.sc/xdm12L4
https://onl.sc/ReL94Wv
https://usa-sjcp.com/?cat=9
http://www.jrm.co.jp/
https://onl.sc/cuSgjtJ
https://usa-sjcp.com/?cat=9
https://tamaflex.co.jp/
https://onl.sc/C52Ei1r
https://onl.sc/e2NcYFi
https://usa-sjcp.com/?cat=9
http://www.nagaura.co.jp/
https://onl.sc/pKEAeVk
https://usa-sjcp.com/?cat=19
https://tr-plan.co.jp/
https://onl.sc/ypU44U6
https://www.omotonooka.com/company
https://onl.sc/N3zgjRs
https://usa-sjcp.com/?cat=14
https://ajimu-organic.com/
https://onl.sc/MWyxqDw
https://onl.sc/MWyxqDw
https://usa-sjcp.com/?cat=14
http://www.toyonosato.com/
https://onl.sc/uvSmHW2
https://usa-sjcp.com/?cat=14
http://ishii1969.com/
https://youtu.be/vIhDqZ-t3EM
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