
中津市内企業の魅力発信！

NAKATSU
企業
GUIDE

中津の気になる企業３９社をピックアップ！

あの会社って何やってるの？

知らなかった企業の魅力がまるわかり！

パラパラめくって気になるところがあったら

くわしく調べてみましょう！

データ取得はこちらから



建築大工

建築施工管理者

住宅コーディネーター

施工管理職

設計・積算職

営業職

施工管理チーム

営業チーム

事務職

技術職

営業職

機械設計

製缶、機械加工

電気、組立

6 株式会社　梶原組 建設業 上宮永966番地2 技術職

製造員

フォークリフト作業員

総合職

大型乗務員

技能員

組立オペレーター

成形オペレーター

工務職

土木技術者

重機オペレータ

土木作業員

サービス提供責任者

訪問介護ヘルパー

製造職

技術職

事務職

土木設計

補償

測量

技術職

総合職

機械警備サービススタッフ

現金護送隊員

常駐警備員

技術職

事務・企画職

製造ライン職

17 T-PLAN　株式会社 研究・技術サービス業 牛神404番地11 技術職

生産技術職

保全技術職

技術職

営業職

事務職

製造

生産技術

設計

株式会社　白石総合コンサルタント 研究・技術サービス業 中央町1丁目2番35号

19 Design City Japan　株式会社 研究・技術サービス業 大新田440番地6

15 セコム　株式会社 サービス業 下池永566番地1

16 ダイハツ九州　株式会社 　製造業 　昭和新田1番地

13

14 伸和建設　株式会社 建設業

1 株式会社　いろは建築技巧 建設業 福島2372番地1

株式会社　Ｍ・ＺＥＣ 　建設業

製造業カネク大分　株式会社7

万田648番地1

11 株式会社　ケアリング　中津支店 医療・福祉業 万田671番地5

12 株式会社　シーゲル 製造業
・大新田300番地3

・田尻2680番地8

大新田492番地1

5 株式会社　オモテ 　製造業 田尻崎8番地7

2 株式会社　栄都 　建設業
・中殿町3丁目26番地3

・中殿町3丁目9番地8

4 株式会社　オフィスワタナベ 情報・通信業 永添2110番地1

中殿町3丁目15番地2

有限会社　東栄工業所 製造業 田尻崎7番地5

18 株式会社　ディーアクト 製造業 昭和新田1番地

20

3

｢NAKATSU企業GUIDE｣　企業一覧

No. 事業所名 業種 （市内本社･事業所）所在地 採用職種

9 九州市光工業　株式会社 製造業 三光森山321番地4

10 株式会社　久保組 　建設業 　本耶馬渓町跡田461番地1

8 カリツー九州　株式会社 運輸・郵便業 田尻崎3番地1



｢NAKATSU企業GUIDE｣　企業一覧

No. 事業所名 業種 （市内本社･事業所）所在地 採用職種

損害保険代理業

生命保険の募集に関する業務

22 TOTOサニテクノ　株式会社 製造業 是則700番地 製造職

建築施工管理アシスタント

総務・経理スタッフ

不動産営業スタッフ

総合職

大型運転手

中型運転手

製造職

営業職

設備保全

業務管理

設計

製造

設計

家具製作

技術職

営業職

製造職

事務職

測量

土木設計

補償

31 株式会社　ファイブフォックス 卸売・小売業
三光佐知1032番地

イオン三光ショッピングセンター
販売

生コンクリート製造プラントオペレータ

生コンミキサー車運転手

営業

33 株式会社　プラザマネジメント 宿泊・飲食業 東本町1番地2 宿泊関連業務

メカニック

フロントスタッフ

営業スタッフ

35 マレリ九州　株式会社 製造業 犬丸150番地3 技能職

営業職

製造職

物流業務職

事務職

ホールスタッフ

調理スタッフ

事務スタッフ

総合職（製造）

事務職

技術職

ＳＥ・プログラマー

システム営業

株式会社　ムクノ 製造業 東浜1013番地4

37

38 株式会社　耶馬溪製作所 耶馬渓町大字戸原1073番地1製造業

39 山秀情報システム　株式会社 情報・通信業 2645番地（外馬場）

21
株式会社　東京海上日動パートナーズ九州

大分支店中津支社
金融・保険業

豊田町423番地10

　第30上野ビル301

本耶馬渓町曽木2066番地7耶馬渓観光開発　株式会社（禅海茶屋） 宿泊・飲食業

建設業 豊田町7番地2

株式会社　ナカノ 　不動産・物品賃貸業 　野依702番地1

32 福進　株式会社

29 株式会社　西野物産 製造業 永添2684番地

製造業

36

日進コンサルタント　株式会社 研究・技術サービス業 万田602番地2

34 有限会社　松下モータース サービス業 下池永493番地3

株式会社　中津急行 運輸・郵便業 田尻崎7番地1

中津鋼管工業　株式会社 製造業 東浜332番地

23 株式会社 トップインターナショナル

28

中津木工　株式会社 製造業 大新田444番地1

上如水1333番地1

30

27

24

25

26 株式会社　中津設備技研 製造業 鍋島831番地1



従業員数 　7名（男性　4名 女性　3名）

企業PR・事業内容について

職場・求める人物像について

代表者役職・氏名 TEL 0979-64-7070

代表取締役 植山　拓也
FAX 0979-64-6286

HP https://iroha-construction.com

500万円

1億4,000万円

企業情報

◆本社所在地 設立年月日 2018年6月1日

中津市大字福島2372番地1 資本金

年商

番号 企業名 業種 職種

1 株式会社　いろは建築技巧 建設業
①建築大工
②建築施工管理者
③住宅ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

■建築を目指す人たちへ
職場体験も積極的に受け入れています。 永続的に技術

を受け継いでいける流れをつくり、大工志望者や建築

に携わりたい人たちが集まる会社へと成長させていき

ます。

■工務店だからできること

建築の面白さを知ってもらうために様々なイベントを

行っています。大工さんと一緒に作る 木工教室は毎回

■会社の特徴

伝統的な建築方法に加えて、時代のニーズに合った 新

しい技術も積極的に取り入れています。今後も技術研究

や若手の育成に力を入れ、会社の発展に努めていきます。

インスタグラムやyoutube等での会社情報の発信を積

極的に行い、地域の皆様に愛される “地域ナンバーワン

工務店”を目指して、社員一同取り組んでいます。

■社員の声

「自分に分かることは何でも教えます！難しいけどやりがい

のある仕事です。」

「自分が作ったものが形になり、喜んでもらえると嬉しいで

す。」

「主婦でも子育てと仕事を両立できる働きやすい職場で

す。」

お客様に、『豊かでゆとりのある生活』を送ってほしい

と考え、日々それぞれの業務に当たっています。

大変なこともありますが、想像以上の喜び、達成感を味

わえる時もあります。私たちと一緒に働きたいと思って

くれるなら全力でサポートします。

共にお客様の思いを形にしましょう。

色々な意見を取り入れ、職人やスタッフの働きやすい会

社を目指しています。

■オーダー家具

新築やリフォームに合わせて、自社で家具の製作も行っ

ています。既存の住宅から木材を取り出し、テーブルや

家具にリメイクする提案もしています。



■仕事のやりがい・面白さ

建築業は所属する部署によって、やりがいや面白さが異なりま
す。いずれにも共通するのは、お引き渡し後のお客様からの感
謝の言葉を頂戴した時です。

■求める人物像

採用において共通することは、会社や個人の目標達成に向け
て前向きに取り組める姿勢を持ち、お客様や各部署間と円滑
なコミュニケーションが図れる人物を求めています。

ユーザー感謝祭

2019年ハーモニーランド

職場・求める人物像について

■職場の雰囲気 中津本社

建築業の花形職である営業・設計・工事のスタッフ以外に総務
や工務など様々な部署のスタッフがおり、一棟一棟住まいの完
成に向け集中して業務に取り組んでいます。

企業PR・事業内容について

株式会社栄都は、注文住宅や建売分譲住宅の設計・施工を主な事業
とする地域密着型のハウスビルダーです。2019年度の中津市・豊前
市の中津商圏において、住宅販売棟数第一位を獲得。地域から高い
ご支持を頂きました。
(*住宅産業研究所調べ<2021年公表>)

■主力商品・サービス ■今後の事業方針

注文住宅・分譲地開発の両事業に加え、2020年から
建売分譲住宅事業にも積極的に取り組んでいます。
桧家住宅TOS展示場

住まいを一生の財産ととらえ、お引き渡し後の品質
保障やアフターサービスを始めお客様との長いお
付き合いを大切にして参ります。

代表取締役 仲本　準司
FAX 0979-23-5090

HP http://eito-h.com

代表者役職・氏名 TEL 0979-23-5066

(とちいえプラザ中津店)　中津市中殿町3丁目9番地8 従業員数 87　名（男性　58名 女性　29名）

2,000万円

37億700万円

企業情報

◆本社所在地 設立年月日 1996年4月8日

中津市中殿町3丁目26番地3 資本金

◆市内事業所所在地 年商

番号 企業名 業種 職種

2 株式会社　栄都 建設業
①　施工管理職
②　設計・積算職
③　営業職



＼エムゼックのお仕事／
自動車メーカーをはじめとする法人企業の工場の営繕、木造住宅の新築やリフォーム、新築から耐震工事まで手掛
ける公共工事の３つの事業。どの事業も地域に必要とされており、人々の暮らしを支えるために欠かせないインフラ
を整備するという社会に貢献する仕事です。

＼採用担当者から一言／
いろいろな建築現場の施工管理を経験して欲しいと考えています。また、将来は営業に挑戦したいなど、本人の希
望があれば柔軟に対応していきます。女性技術者の育成にも力を入れている当社では、男女ともに働きやすい環境
整備に力を注いでいます。

職場・求める人物像について

＼気になるオンオフについて／
年間休日は１０５日＋有休を利用できます。工場の営繕工事になると、工場が稼働しない休日に工事を行なうことも
ありますが、土日に働いた分は平日に代休を取るなど、プライベートの時間をしっかり保てるよう環境を整えていま
す。また、建設業界の朝は比較的早いですが、遅くても夕方６時には仕事が終わります。さらに、現場をチームで管
理しているため、急な休みが必要な時でも他の社員で対応できるなど、業務を１人で抱え込むことはありません。

代表者役職・氏名 TEL 0979-24-8811

代表取締役 瀧　満
FAX 0979-24-2340

HP http://www.m-zec.com

従業員数

企業PR・事業内容について

　13名（男性　8名 女性　5名）

年商 5億円

中津市中殿町3丁目15番地２ 資本金

企業情報

◆本社所在地

　2,000万円

設立年月日 2004年8月3日

3 株式会社　M・ZEC（エムゼック） 建設業
①　施工管理チーム
②　営業チーム

番号 企業名 業種 職種

「若手に任せてくれる社風があるだけでなく、会社のサポートも

あるので安心して工事を進めることができます。現在は、資格取

得をめざし、日々勉強しています」と田中さん。

「女性技術者を積極採用している当社では、現場でも女性が

働きやすい環境づくりに気を配っています。周囲の先輩方も

優しい方ばかり。安心して取り組めますよ」と山本さん。

製造工場から一戸建てまで、さまざまな建築に携われる面白みがM・ZECの魅力！

＼働くスタッフの声／



平成3年に創業、今年で30年目を迎えました。これもひとえに地域の皆様のご支援のお陰と感謝して

おります。豊富な経験と蓄積されたノウハウで、お客様に最高で安心のサービスを提供致します。

迅速な対応とお客様の満足を追求し、これからのネットワークで地域に愛されるよう人と人との出会

を大切にします。会社のモットー【今やれ、すぐやれ、早くやれ】　技術向上の為日々努力をしています。

★事業内容★

①情報機器などの販売やメンテナンス、SV構築、LAN構築、ネットワーク設定　修理対応

②複合機、プリンター、パソコンをはじめとするOA機器、財務ソフトや給与ソフトなどの各種ソフト

　ウエアの販売並びに運用サポートまで幅広く事業展開をしています。10代～50代と

　バランスの取れた職場で事業拡大して若い人に夢や希望を持ってもらえるように、そして地元の

　活性化にむけて取り組みをしています。

③総合職（事務）はお客様とのコミュニケーションを大切にしております。

◎やってみよう・頑張ってみよう　という気持ちのある方。　

◎コミュニケーションが取れる人。

◎一年目は商品の名前や使い方等を勉強してもらい、日々前進で仕事にやりがいを持ってもらいたい

◎出来ればパソコンはエクセル　ワード程度が使える方が希望です。

◎中津市や商工会議所の行事は積極的に参加します。

◎一年に一度社員旅行に行っています。😊

◎個人での資格取得も出来ます。

◎地元を愛する人で地域活性化に一緒に取り組みがしたい人

職場・求める人物像について

代表者役職・氏名 TEL 0979-23-5383

代表取締役 渡邊　直二
FAX 0979-25-3645

HP http://oa-watanabe.jp

企業PR・事業内容について

従業員数 18　　名（男性　9　名 女性　9　名）

企業情報

◆本社所在地 設立年月日 1993年6月1日

中津市大字永添2110番地1 資本金

年商

1,800万円

ー

4 株式会社　オフィスワタナベ 情報・通信業
①事務職
②技術職
③営業職

番号 企業名 業種 職種



大切にして一緒に頑張っていける方を求めています。

３Dによる機械設計 社員旅行

５つの部門があり、社内で製造に関する技術（３D機械設計、電気制御、NCマシニングによる

機械加工、溶接、組立）を覚えることができます。自分たちが設計して作り上げた装置が

実際に動く姿にはきっと感動します。

【仕事のやりがい】

年間行事として、社員互助会による社員旅行や忘年会も毎

年実施しています。

【求める人物像】

仕事に必要な資格試験などは会社で受講させます。「やる気」と「向上心」を持ち、チームワークを

オモテ杯サッカー大会

職場・求める人物像について

２０代～６０代の幅広い年齢層の人が勤務していて、先輩が

親切に指導しますので未経験の方や女性も活躍しています。

【職場の雰囲気】

大会U-9の開催、工場敷地内にある芝生グラウンドは

小学生のサッカー練習場として貸出しています。

【事業について】

当社が得意とするロボット装置の製作があります。

この設備は国内の自動車工場や米国、メキシコ、中国等の

工場の生産現場で活躍しています。地元企業でありながら

グローバルな意識でチャレンジする会社です。 エンジン工場向け設備 人協働ロボット

東京パラリンピック2020「別府おもいやりの火」採火式

で使用された人協働ロボット装置も当社が製作しました。

【社会貢献活動】

毎月1回の地域清掃活動や当社が後援する少年サッカー

清掃活動

なって解決していきます。

企業PR・事業内容について

【主力商品・事業方針】

当社は自動車完成車メーカーや関連企業、工場の生産ライン

で使用される治工具、省力化機械、ロボット装置の設計から

製作、現地試運転・立ち上げまでを一貫して行っています。

３Ｄによる機械設計、制御設計、製缶、機械加工、組立の各部

門がありものづくりを社内で完結します。当社で製作した機

械設備は単純作業の省力化や生産効率の向上を目指し、アフ

ターコロナや将来の人手不足などの課題をお客様と一体に 第一工場 第二工場

代表取締役 表　雅之
FAX 0979-32-2442

HP https://www.omote55.co.jp

代表者役職・氏名 TEL 0979-32-2574

従業員数 　31　名（男性　25　名 女性　6　名）

3億5,000万円

1,000万円

企業情報

◆本社所在地 設立年月日 1980年9月1日

中津市大字田尻崎8番地7 資本金

年商

番号 企業名 業種 職種

5 株式会社　オモテ 製造業
①機械設計
②製缶、機械加工
③電気、組立



6 株式会社　梶原組 建設業 ①  技術職

6億円

4,000万円

番号 企業名 業種 職種

中津市大字上宮永966番地2 資本金

年商

企業情報

◆本社所在地 設立年月日 1975年4月1日

代表者役職・氏名 TEL 0979-22-9471

従業員数 　10 名（男性　7　名 女性　3　名）

代表取締役 梶原　剛
FAX 0979-22-9472

HP https://kjwr.jp

工程管理、書類作成などの施工管理業務全般を行
います。中津市内～北九州周辺が主なエリアになり
ます。
仕事に慣れるまでは先輩社員がサポートしていき
ますので未経験でも心配いりません。困ったときに
は協力業者さんも大きな力になってくれます。わか
らなければ聞ける、悩めば相談できる、そのような
関係を築いていければと思っています。
ものづくりや地域貢献に興味のある方はお気軽に
お問い合わせください。
努力がカタチに残る達成感を一緒に味わいましょ
う！

企業PR・事業内容について

昭和45年の創業以来、中津市を拠点として建設業に
従事して参りました。建物の新築からリノベーション､解体工事
まで建築のことならなんでもお任せください。
安全・品質・環境保全はもちろんのこと、お客様の要望により多
く応えられるオンリー１の技術力を目指しています。建物の生
涯に寄り添いながら、技術力で地域に貢献してまいります。

職場・求める人物像について

□自由な社風の中で各々がやりがいや楽しみを
　見つけ、日々努力しています。
　現場を任されることは大きなやりがいの１つ
　です。様々な業種の職人さんとの出会いは
　楽しみでもあり、貴重な経験の場でもあります。

◆◆一緒に働く仲間を募集しています◆◆

【中津中学校屋内運動場】 【中津市民病院宿舎】 【今津小学校大規模改造】

【 現 場 の 様 子 】



中津市大字大新田492番地1 従業員数 64名（男性　14　名 女性　50　名）

企業PR・事業内容について

職場・求める人物像について

代表者役職・氏名 TEL 0979-85-0871

代表取締役　社長 岩田　雅行
FAX 0979-85-0872

HP http://www.kaneku-wasabi.co.jp

50億円

1,000万円

企業情報

◆本社所在地 設立年月日 2016年1月4日

東京都青梅市日向和田3-866 資本金

◆市内事業所所在地 年商

番号 企業名 業種 職種

7 カネク大分　株式会社 製造業
①製造員
②フォークリフト作業員

カネクは「食」に関わるモノづくりの会社であり、

モノづくりの会社としての使命は、安心で安全な

「食」をお客様に提供する事です。『安心、安全』は創業以来守り続けてきた、カネクの変わらぬ考

え方です。

お客様の「おいしい」の一言はカネクで働く社員全ての喜びです。

創業以来守り続けている『価値あるもの』をわたしたちはお客様に提供し続けます。

カネクは、お客様の声と世の中の声に真摯に耳を傾けることで、企業としての責任を果たします。

業務用加工わさびのトップメーカであるカネク株式会

社の100％子会社です。2016年に中津市にて設立され、

主として「ゆず皮」「わさび」の取り扱いを行って

おります。

カネクは、大切な社員なくして成り立ちません。

一人ひとりが「やりがい」を感じ、互いに「認め合い」、「笑顔あふれ

る」職場づくりを目指すことで、会社と社員がともに『幸福』を追求し

ていきます。カネクは、変化を遂げる会社の中で社員の一人ひとりが、

自らを「高め」、「成長」していく「食のプロ」を目指します。

ゆず皮、わさび及び加工業務

（製造ライン作業・製造機器のオペレーション・

フォークリフト作業・設備メンテナンス・品質管

理等）

一緒に頑張ってくれる方、未経験者歓迎です！

事業方針

安心、安全な価値あるものづくりを通じて、地域・

社会に貢献し、社員の物心両面の幸福を追求します。

女性を中心とした元気で明るい職場です。

子育て世代の女性も多く、急なお休みにも対応できるような

雰囲気づくりに取り組んでいます。

食品衛生教育を受けていただくので、初めての方も安心して

働くことができます。

ピンクで統一された可愛らしい雰囲気の女性更衣室



■企業ＰＲ■

カリツー九州は、カリツーの物流ネットワークの一翼を担うオペレーション会社として、

２０１６年８月より事業を開始致しました。 

自動車関連各社の進出が進み国内に於ける一大集積地へと成長を続ける中

地元に根ざした細やかな、より良い物流サービスを提供する為、 

安全・品質へのこだわりを持った取組みを継続しております。 

■事業内容■

主要業務は、自動車部品輸送サービスですが、

現在は一般貨物輸送及び国際物流の拡大に向けた活動にも力を入れ、

単にモノを運ぶ輸送にとどまらず、保管・仕分け・流通加工機能を有した物流拠点も展開しております。

■職場の雰囲気

職員・技能員・乗務員全員と連携をとり、

アットホームな雰囲気で仕事をしております！

■仕事のやりがい・面白さ

コミュニケーションとチームワークを重視し、

周りの人たちと協力し合い進めることが多いため、

困っている時はお互いを助け合い仕事をしております！

「ありがとう、助かったよ！」の言葉をやりがいに感じております。

■求める人物像

明るく、元気で人と関わることが好きな方を求めております。

入社前に、物流の知識は必要ありません！

入社後の研修にて必要な知識を学んでいただきます。

コミュニケーションとチームワークを重視し、

やる気とチャレンジ精神のある方をお待ちしております！

8 カリツー九州　株式会社 運輸・郵便業
①　総合職
②　大型乗務員
③　技能員

11億798万円

3,000万円

番号 企業名 業種 職種

愛知県安城市三河安城町1-4-4 資本金

◆市内事業所所在地 年商

企業情報

◆本社所在地 設立年月日 2016年3月1日

中津市大字田尻崎3番地1 従業員数 130名（男性　90名 女性　40名）

企業PR・事業内容について

職場・求める人物像について

代表者役職・氏名 TEL 0979-26-9191

代表取締役 荒川　伸広
FAX 0979-26-9192

HP http://www.karitsu.co.jp/kyushu/index.html



面倒見の良く経験豊富な先輩達がサポート

してくれるので知識や技術を高められます。

アットホームな雰囲気もあり、違う部署

での交流や社内行事も豊富です。

福利厚生も充実していて、安くておいしい

社員食堂は大人気です！

求める人物像

●アピールが苦手でも、ルールを守りコツコツと努力ができる人
工場には決まった手順で作業をすることや、ルールを守ることが求められます。これは皆さんの安全を確保し、商品
の品質を守る、作業効率を高めることを目的として定められています。
正しい手順で作業をすることが効率よく高品質な製品の生産に結び付きます。
コツコツと積み重ねた結果がきちんと評価される職場です。

●与えられた業務をさらに効率良くしたいと思える人
正しい手順を身に着けたら、次はそれをさらに効率よくするための改善にチャレン
ジします。与えられた環境を自らのアイディアでより良いものにすることが好きな方
にはぴったりの職場です。
改善の取り組みもきちんと評価されるのが工場の作業です。
結果が出れば、表彰されます。

●いろいろな職種にチェレンジしたい方
適性により、設備保全職や品質保証職といった間接部門へ異動もあります。

職場について

TEL 　0979-41-7266

FAX 　0979-41-7302

HP ー

企業PR

当社は、1903年の創業以来、自動車用ランプやバックミラーなど
の自動車部品を開発してきた市光工業株式会社の生産子会社。市
光工業株式会社は、今では当たり前になったプロジェクターヘッド
ライトや電動格納ミラーなど、これまでにない部品を業界に先駆
けて開発しつづけてきました。生産子会社である当社も、国内向
け自動車用ヘッドランプ、テールランプの製造を担い業績は好調。
堅調に売上を伸ばしています。市光工業株式会社と同様、これか
らも選ばれつづける会社です！

事業について

■主力商品：自動車用ヘッドランプ、リアランプ
■顧客：国産自動車メーカー各社
■強み：親会社の市光工業グループの一員であることで、最新の技術や設備が導入されています。また、多くの社員
が中津市出身のため、社員の団結力が高いのも特徴です。

代表取締役社長　 小島　浩

代表者役職・氏名

年商

従業員数

採用職種

9 九州市光工業　株式会社 製造業
①組立オペレーター
②成形オペレーター
③工務職

244名（男性200名 女性44名）

100億円

業種

企業情報

設立 1983年7月1日

ブースNO 企業名

中津市三光森山321番地4 資本金 5,000万円

◆本社所在地



当社は公共土木工事を主とした総合建設業を営んでいます。地域と共に、地域のために、をスローガンに

社員一丸となって頑張っています。

建設業は人々の生活環境の整備、災害から地域を守るという大きな役目を担っています。

生活環境の整備とは、私たちの身近にある、道路・橋・上下水道などを新設または改良することです。

災害から地域を守るとは、洪水を防ぐため河川（堤防・護岸）の改修をしたり、山崩れや土石流が

起きないよう、治山治水ダムを造ったりすることです。

当社は総合建設業として、施工計画や品質管理、安全管理、原価管理、発注者との折衝を行い、

工事全体の取りまとめを行い、工事を完成させます。

20代から60代まで幅広い年代の人が働いています。

R3.3月には20代の女性も入社し、活躍しています。

仕事も遊びも全力で。楽しくやっています。

未来の建設業を担う人材を募集しています。

見習いから始まり、現場代理人→主任技術者→

監理技術者とステップアップしていきます。

地域のために、地域と共に。やりがいのある仕事です。

自分の未来、会社の未来をともにつくっていきましょう。

社員一同、お待ちしています。

企業PR・事業内容について

河川改修工事を行いました。（R3.1完成） 治山ダム工事を行いました。（R3.2完成） 橋の補修工事を行いました。（R3.6完成）

職場・求める人物像について

代表取締役 久保　幸宏
FAX 0979-52-2718

HP http://kubogumi.moon.bindcloud.jp

代表者役職・氏名 TEL 0979-52-2727

従業員数 　17　名（男性　14　名 女性　3　名）

4億円

3,000万円

企業情報

◆本社所在地 設立年月日 1981年1月13日

中津市本耶馬渓町跡田461番地1 資本金

年商

番号 企業名 業種 職種

10 株式会社　久保組 建設業
①　土木技術者
②　重機オペレータ
③　土木作業員

30代 主任

技術者です。

40代 監理

技術者です。

20代 主任技術者と

なって初めての現場で

奮闘中です。

社員旅行あります。

お酒を飲む人も飲まない人も楽しみました。

もちろん

仕事は

一生懸命に。

安全第一で。



平成13年4月に指定を受け訪問介護事業所として事業開始。

福岡県では、福岡市内に５支店、北九州市に１支店有り、訪問介護・デイサービス・認知症デイサービス

看護小規模多機能・グループホーム・訪問看護・居宅介護支援など多彩な介護事業を展開。

在宅介護を通じて「心と命をつなぎ」「利用者とご家族をつなぐ」「住み慣れた地域をつなぐ」を

ケアリングのホスピタリテイとして胸に刻み全職員、日々働いています。

高齢の方　障害をお持ちの方が、1日でも長く自分の自宅で過ごしていただけるように、自分らしく

笑って過ごせるように寄り添いながら支えていけたらと頑張ってます。

高齢者が大好きで明るく・楽しく働いている仲間がいる会社です。

介護が必要な高齢者様が、安心して、楽しく、豊かな人生（生活）を送れるよう

介護サービスを提供するのが介護職の仕事です。

働きながら、やりがい、喜びを感じられることも出来ます。

人生の先輩方に敬意をもって介護サービスを提供し、「安心して生活できる」

「楽しかった」「元気になった」「美味しかった」「（入浴）気持ちよかった」など

感謝と喜びの声を直接いただく。逆に、人生の先輩方から、接遇、

仕事への取り組み方、介護技術や生き方などいろんな事を

日々学ばせていただけます。

☆キャリアアップ制度により、

　　昇給・昇格あります。

☆研修制度があり、スキル

　アップを支援します。

11 株式会社　ケアリング　中津支店 高齢者福祉
①サービス提供責任者
②訪問介護ヘルパー

12億円

2,000万円

番号 企業名 業種 職種

福岡県福岡市博多区千代３－６－３ 千代大学通２階 資本金

◆市内事業所所在地 年商

企業情報

◆本社所在地 設立年月日 2000年11月29日

中津市大字万田671番地5 従業員数 350名（男性80名 女性270名）

企業PR・事業内容について

職場・求める人物像について

代表者役職・氏名 TEL 092-642-7888

代表取締役 中尾　光明
FAX 092-642-7880

HP https://www.caring.jp



中津市大字田尻2680番地8 従業員数 202名（男性145名 女性57名）

企業PR・事業内容について

職場・求める人物像について

代表者役職・氏名 TEL 0979-26-5562

代表取締役社長 清水　二郎
FAX 0979-26-5563

HP 近日公開（2022年2月末）

15億円

1億円

企業情報

◆本社所在地 設立年月日 2003年9月1日

中津市大字大新田300番地3 資本金

◆市内事業所所在地 年商

番号 企業名 業種 職種

12 株式会社　シーゲル 製造業
①製造職
②技術職
③事務職

中津工場

中津第２工場

”『あなたと共に』を創造する”をフィロソフィに、

社員一人ひとりとチカラを合わせ成長している企業です

弊社は中津市内に２つの工場を構え

自動車内装部品の成形、組立てから検査、出荷まで

安全第一で品質の良い製品を製造しています

企業PR

事業内容

・ダイハツ九州、トヨタ自動車九州、日産車体九州

（順不同、敬称略）

・自動車内装部品

【インストルメントパネル、ドア、内装トリム、荷室部品】

主な納入先と主力製品

・射出成形機【８機 650ｔ～2500ｔ】

・自動溶接機【４機】

・大型塗装ブース

・自動組み立て機（内製）

保有設備

一人作業から組立てラインで

力を合わせて行う作業まで

いろいろなスタイルで

生産しています

働くスタイルも常昼、２交替制

３交替制と様々で自分に合った

働き方がきっと見つかります

職場紹介

弊社は現場で使う設備を内製しております

作業現場と技術スタッフが知恵を絞り

話し合い、力を合わせて製作しています

職場紹介Ⅱ

クリップ

自動挿入機

・誠実な方

・自由な発想で物事を捉えられる方

・モノつくりが好きな方

・コミュニケーションの取れる方

求める人物像



【事業内容】

公共土木工事に伴う測量、設計、補償業務

・都市計画や一般土木事業の調査、測量、計画、補償業務

・公共用地の取得に関する調査、積算業務

・道路、河川、構造物設計業務

・不動産表示登記業務

・一級建築士事務所、土地家屋調査士事務所

公共事業を主軸としているため、道路や河川、水道などの生活に必要不可欠な環境整備に

関わることができる大変やりがいのある仕事です。

【業務内容】

・土地の測量や権利者の調査

・建築物や機械工作物などの調査および算定

・店舗等の営業に関わる算定

・土地の現状把握、周辺地域の状況把握、正常な取引価格の調査および資料収集を行い、

　対象地の土地価格を評価

※社用車（普通車：AT）を使用し、調査・測量業務等に従事します。

【業務エリア】

・主な担当区域は大分県内及び九州全域です。

【休暇・休日】

完全週休2日制

年間有給休暇10日～20日（下限日数は、入社半年経過後の付与日数となります）

祝日休み、年末年始休暇、夏季休暇、慶弔休暇、有給休暇、産前・産後休暇（取得実績

あり）、育児休暇（取得実績あり）

公共事業に無くてはならない会社で、地域社会に貢献できます。

女性の専門職も多く、結婚や出産後も活躍しています。

未経験者でも大歓迎！業務に精通する資格取得(測量士、建築士、補償業務管理士等)に向けて会社がサポートします。

探求心や向上心のある方を求めます。

【土木設計業務】 【補償業務】

学歴：高卒以上 学歴：高卒以上

（土木学科卒であれば尚可） （建築学科卒であれば尚可）

必要資格：普通自動車免許 必要資格：普通自動車免許

（土木施工管理技士、RCCM資格　あれば尚可） （建築士、補償業務管理士　あれば尚可）

従業員数 　48名（男性33名 女性15名）

企業PR・事業内容について

職場・求める人物像について

代表者役職・氏名 TEL 0979-23-0136

代表取締役 白石　陽一
FAX 0979-23-1644

HP ー

3億5,000万円

1,000万円

企業情報

◆本社所在地 設立年月日 1973年7月11日

中津市中央町1丁目2番35号 資本金

年商

番号 企業名 業種 職種

13 株式会社　白石総合コンサルタント 研究・技術サービス業
①土木設計
②補償
③測量



企業PR・事業内容について

職場・求める人物像について

代表者役職・氏名 TEL 　　0979 - 23 - 7733

代表取締役 山本　寛泰
FAX 　　0979 - 23 - 7766

HP http://www.shinwa-kensetsu.info/

企業情報

　　２１名(男性 1５名 女性 ６名)

中津市大字万田648番地1 資本金

８億3,100万円年商

従業員数

◆本社所在地 設立年月日 1979年8月6日

2,500万円

14 伸和建設　株式会社 建設業
①　技術職
②　総合職

番号 企業名 業種 職種

【新卒社員の仕事内容】

施工管理職の補助として、現場代理人である上司と

現場に出ながら、現場の巡回、CADによる施工図面の作成や、検査時に提出する

書類や写真の整理・管理、工程表や見積書の作成などのパソコンを使用した事

務作業を主に行っています。そして一人前の現場監督を目指しながら資格取得

も目指します！

地域に根差した総合建設業

『顧客からの信頼を第一とし、高品質なものづくりを通じて、地域社会に貢献する』

企業理念のもと、『地域社会に必要とされる企業』を活動の根底としています

伸和建設では、一般住宅事業から公共事業まで 幅広く手掛けています。

町のシンボルとなるような建築に携われます！

建築工事としては、病院、高齢者住宅、学校、工場、一般住宅などを施工しています。

土木工事としては、橋梁工事、砂防ダム工事、河川工事、造成工事、外構工事などを施工しています。

当社にはグループ企業が複数あるので、社員同士の交流も多数！イベントも盛りだくさん！研修や福利厚生もしっかり
しています。資格などの取得も徹底サポートしますので成長しながら、働ける職場環境が整っています。
積極的で熱意のある優秀な人材を募集しております！！

BBQ(^0_0^)

🌺女性技術者🌺

💛3名活躍中💛

健康経営事業所

認定企業☆



1962年、日本初の警備会社として創業した、セコム。

「あらゆる不安のない社会の実現」を使命とし、

社会に信頼される確かな安心を提供してきました。

■主力商品・サービス ■今後の事業方針

※オンラインセキュリティシステム 「社会システム産業」の構築をめざし、

ご契約先のセンサーが異常を感知すると、 セキュリティ事業を中心に、防災事業、メディカル

セコムコントロールセンターが緊急対処員に急行を 事業、保険事業、地理空間情報サービス事業、

指示。駆け付けた緊急対処員が、適切に対応を BPO・ICT事業を国際的に展開しています。

行います。

■仕事のやりがい・面白さ

入社時はセキュリティスタッフとして配属しますが、

将来は適材適所で、幅広い分野（営業・事務・技術

管制・事業所責任者等々）で、自分の力を発揮できます。

■求める人物像・必要とされる能力・スキル

特別な経験や資格は必要ありません。

必要な資格は、普通運転免許だけです。（AT限定可）

入社時に４泊５日の研修あり。

配属後６ヶ月はインターンとして先輩社員と同行して、

業務内容を習得いただきます。

地域社会に貢献できる安定した職場で働いてみませんか！　

「地域限定コース」あり。 * *

中津支社は１９８５年に事務所を開設し、

中津市を中心として３６５日、２４時間休みなく

｢安全・安心｣をご提供しております。

15 セコム　株式会社 サービス業
①機械警備サービススタッフ
②現金護送隊員
③常駐警備員

3,943億8,900万円

663億8,500万円

番号 企業名 業種 職種

東京都渋谷区神宮前一丁目５番１号 資本金

◆市内事業所所在地 年商

企業情報

◆本社所在地 設立年月日 1962年7月7日

代表者役職・氏名 TEL 03-5775-8100

中津市大字下池永566番地1 従業員数 16,153名（男性13,403名 女性2,750名）

代表取締役社長 尾関　一郎
FAX

HP http://www.secom.co.jp/

企業PR・事業内容について

職場・求める人物像について



当社は開発、設計、調達、生産準備、

生産を一貫して担う自動車製造メーカーです。

総務や人事、経理、生産管理など本社機能を

備えており、まさにクルマづくりがまるごと

つまった会社です。

大分県中津市と福岡県久留米市に拠点を

構えています。

「メイドイン九州」の企業活動と、

どんな時代のニーズにも対応し、

必要とされるスモールカーをつくっていく

ことが私たちの使命です。

若さ溢れる活気ある職場です！

①② (短大卒以上の方) ③ （高卒以上の方）

・幅広い業務に携わることに興味がある方 ・元気と忍耐力のある方

・コミュニケーション能力に自信のある方 ・コミュニケーション能力に自信のある方

16 ダイハツ九州　株式会社 製造業
①技術職
②事務・企画職
③製造ライン職

ー

60億円

番号 企業名 業種 職種

中津市大字昭和新田１番地 資本金

年商

企業情報

◆本社所在地 設立年月日 1960年6月1日

従業員数 4,400名（男性4,120名 女性280名）

企業PR・事業内容について

職場・求める人物像について

代表者役職・氏名 TEL 0979-33-1230

代表取締役社長 日野　克浩
FAX 0979-33-1217

HP http://www.daihatsu-kyushu.co.jp/



企業理念「人なり」のもと、技術で社会貢献、未来創造する会社です。

■主力商品・サービス

①エンジニアリングサービス

・自動車、電機関連メーカーへの技術支援

・発電・水処理プラント、通信設備の点検保守、現地調整 

②製品/設備　開発受託 設備設計開発

・設備、製品設計開発

・蓄電システム「青空コンセント」設計開発、販売

③電動モビリティコンサルティング

・超小型EV導入支援

・グリーンスローモビリティ実証、導入支援 小型EV向け蓄電システム開発

■職場の雰囲気

会社全体の風通しが良く、職場でも和気藹々とコミュニケーションが取れる人間関係のため、

仕事で壁にぶつかっても相談や悩み事を打ち明けられる職場環境です。定期的な食事会や

登山、ハイキング等のレクリエーション等も行っています。

■仕事のやりがい・面白さ

担当する仕事は社会を支える重要なインフラに関する業務や、これからの脱炭素社会への取組み

に必要不可欠な開発プロジェクトのため、社員一人ひとりが、やりがいと責任感を感じて仕事を

しています。そのためモチベーションも高く、技術スキルの向上にもつながっています。

■求める人物像

①将来の夢や目標に向かって強い意志を持ち、自ら行動を起こす人

②技術で貢献するために、情熱をもって自身のスキルアップを図れる人

③お互いを尊重、助け合い、支え合いながら協働できる人

17 T-PLAN　株式会社 研究・技術サービス業 ①技術職

2億3,000万円

3,480万円

番号 企業名 業種 職種

中津市大字牛神４０４番地１１ 資本金

年商

企業情報

◆本社所在地 設立年月日 2006年3月1日

従業員数 　25　名（男性　22名 女性　3名）

企業PR・事業内容について

職場・求める人物像について

代表者役職・氏名 TEL 0979-53-8880

代表取締役 寺下　満
FAX 0979-53-8382

HP http://www.tplan0301.com/index.html



葵機械工業と川村金属製作所は、ひとつの企業となり、株式会社ディーアクトとして、生まれ変わりました。

1.国内外拠点ﾛｹｰｼｮﾝ 2.製品　自動車用骨格部品 3.売上高の推移(連結)

4.売上構成 5.職場紹介

5.職場紹介（社員食堂）

職場・求める人物像について

企業PR・事業内容について

新たなモビリティ社会の実現に向け、その人材の育成と、グローバルへの展開に挑戦し続けてまいります。

私たちは共に、長年にわたり、トヨタグループでコンパクトカーの生産を担うダイハツグループの一員として、「お客様第一」「品

質第一」を大切に、高品質・低価格の自動車・産業機器部品/生産設備の開発・生産を行ってまいりました。

この度、二つのサプライヤーが高い技術と、リーンなものづくりの経験を結集させ、そのシナジー効果を最大限に発揮し、新たな

モビリティ社会の実現に、アクティブに挑み、貢献していきたいと考えております。超ハイテン技術は、普遍の主力技術であり部

品の軽量化をさらに追求するとともに、生産体制の高速化、効率化図り、時代を先へ、先へと進めてまいります。

食堂名はD's kitchenです。

ファミレスの様な食堂で、各定食やお

好きな麺類・デザートを格安で提供し

ています。

消毒、パーテーション設置、席間隔確

保など、コロナ対策を万全に行い、従

業員のコミュニケーションや憩いの場に

もなっています。

　経験・年齢・性別問わず、

　明るいやる気のある方を

　お待ちしています。

詳しくはこちら

代表取締役社長 土井　昇
FAX 0979-32-1955

HP https://www.d-act.co.jp/

代表者役職・氏名 TEL 0979-32-0117

　　　中津市大字昭和新田1番地 従業員数 1,090名

493億8,400万円

3億7,500万円

企業情報

◆本社所在地 設立年月日 2021年8月1日

滋賀県湖南市小砂町1番地7 資本金

◆市内事業所所在地 年商

番号 企業名 業種 職種

18 株式会社　ディーアクト 製造業
①　生産技術職
②　保全技術職

製品生産(プレス/組立/部品輸送)

独自のプレス加工ノウハウと金型

技術を駆使して車体部品を生産。

最新の溶接技術で製品を組み立

て、お客さまのもとへ出荷します。

品質管理

自動車に求められる最も重要な要

素は品質です。厳しい品質管理の

もと、精度保証に取組み、不具合

品の未然防止に努めています。

女性専用ラインの構築

多様化するライフステージに合わ

せて、誰もが自分らしく働ける環

境を目指し、制度の充実化や様々

な取り組みを進めていきます。



当社は機械設計の会社。というと、遠い世界の話のような気がするかも

しれませんが、実は身近な生活に大きく貢献している仕事なのです。

ペットボトル、肥料、鉄、タイヤ、医薬品、食品・・・。

当社が設計する機械設備は、毎日さまざまなモノを世の中に送り出して

います。

最も得意とするのは、石油分野をはじめとする化学工業の機械設備設計。

創業以来取り組んでいる分野であり、全国的にもトップクラスの実績を有しています。取引先は関東を

中心に全国に広がっていて、日本を代表するエンジニアリング企業とパートナーシップを組み、国内は

もとより世界各地のプラント設計に携わってきました。

＜事業内容＞ ＜業務案内＞

◆ 化学プラント ◆ 基本設計

◆ 製鉄設備 ◆ 詳細設計

◆ 医薬・食品プラント ◆ 三次元設計

◆ エネルギー・環境プラント ◆ 強度計算・構造解析

◆ 一般産業機械 ◆ 技術者派遣

◆ その他サービス(配管、包装機械など）

「機械が好き」　「設計がしたい」　「世界をめざす」　「チームワークが得意」・・・なんでもOK！

文系・理系を問わず、ここから、スペシャリストへの道を歩みませんか？

社員の平均年齢は35歳！20代、30代の社員が活躍中。

外国籍の社員は1割を超え、今後の海外展開や高度人財の採用を見据え、2021年6月1日から社名と

ロゴの変更を行いました。新しい旗印のもと、会社を盛り上げてくれる仲間を募集しています！

毎月バレーボールの練習を行うなど

社員の誕生月にはホールケーキをプレゼント！ レクリエーションも活発です。

職場・求める人物像について

業種

研究・技術サービス業

職種

①技術職
②営業職
③事務職

企業PR・事業内容について

代表取締役社長 加治　耕二

代表者役職・氏名

1,000万円

https://designcity.jp/

5億円年商

FAX 0979-24-6648

TEL 0979-24-9742

企業情報

設立年月日 1979年1月5日◆本社所在地

　　76名（男性　54名 女性　22名）

番号 企業名

19 Design City Japan　株式会社

従業員数

HP

資本金中津市大字大新田440番地6

国境も分野も越えて、

あらゆる設計のニーズに

対応します！



大手マテハンメーカーの省力

化システムのハード製品（ラッ

ク）を製造しています。取引先

はみな大手で仕事が安定して

います。エンドユーザーは機械、

食品、医薬、電池等のメーカー

のほか物流企業や官公庁など

多岐にわたり、全国各地で（海

外でも！）我が社のラックが社

会の役に立っています。

令和元年度「おおいた働き方改革」実践推進モデル企業（県内企業４社限定）

に選ばれ、若手リーダーが中心となり誰もが働きやすい職場を目指して

「働き方改革」に本気で前向きに取組んだ結果、令和3年度「おおいた働き方

改革」推進優良企業表彰を受賞しました。タイ人技能実習生の受入れを10年

以上継続して実施しており、ダイバーシティ社会を先取りしている職場です。 中津でオンリーワンの

また鋼構造物製造に関するいろいろな資格の取得に熱心な会社です。 認定企業です！！

・チームワークを大切にする人

・人を思いやる気持ちを大切に

する人を求めています。

・教えあう風土づくりを大切に

する人、同じ時代を一緒に生き

ていく頼りがいのある存在を

大募集中です。

・人として正しい事をする。

・人のために汗をかく。

という行動指針のもと、マテ

ハンの未来をともに語りま

せんか！まずはQRコードより我が社の最新情報にアクセス！！

20       　             有限会社　東栄工業所 製造業
①　製   造
②　生産技術
③　設   計

番号 企業名 業種 職種

4億5,689万円

300万円中津市大字田尻崎7番地5 資本金

年商

企業情報

◆本社所在地 設立年月日 1976年1月14日（創業63年）

従業員数 22名（男性　20名 女性　2名）

企業PR・事業内容について

職場・求める人物像について

代表者役職・氏名 TEL 0979-32-5591

代表取締役   児島　靖正
FAX 0979-32-5592

HP http://www.toei-kogyosho.co.jp

ラックを作るメンバーはユニークだが

出来上がる製品は均一を目指す！



＜今注目の商品・サービス＞ ☆『ドライブエージェントパーソナル』

＜今後の展望＞

21 株式会社　東京海上日動パートナーズ九州
大分支店中津支社

金融・保険業
①損害保険代理業
②生命保険の募集に関す
る業務

130億4,000万円

1億円

番号 企業名 業種 職種

福岡県福岡市南区塩原３－２６－１５－４階 資本金

◆市内事業所所在地 年商

企業情報

◆本社所在地 設立年月日 2003年4月1日

代表者役職・氏名 TEL 0979-62-9182

中津市豊田町423番地10 　第30上野ビル301 従業員数 　　238名

代表取締役 平野　光保
FAX 0979-62-9183

HP ｈｔｔｐｓ：//www.tnpgrp.co.jp

＜職場の雰囲気＞
■安定･成長･自由な時間のバランスが取れた環境づくりを目指しています｡３０代から
７０代まで、男女・幅広い年齢層の職場です。それぞれの個性を尊重し、様々なメン
バーの特徴を生かした多様性に富んだ温かい職場です。

企業PR・事業内容について

＜会社の特徴＞
■弊社は、創業以来、業界のリーディングカンパニーとして世界中から支持されている東京海上日動グループの保
険代理店です。当社はそのグループ企業の一員で、九州内に　２０拠点を展開している生命保険・損害保険を一つの
窓口で案内する総合保険代理店です。おかげさまで、創立以来業績は好調に推移しております。
■中津支社は、平成２９年８月に開設した新しい事務所です。中津・宇佐・豊前地域で地元社会に寄り添った会社を
目指しています。
■研修制度や資格取得制度など、個々のスキルアップを応援し、仕事と家庭の両立を支援、メリハリを持って働ける
会社です。

＜会社の業務内容＞
■損害保険代理店業務、生命保険の募集に関する業務、保険に関する総合的コンサル、年金資金・資産運用に関す
る業務、法人・財務や相続・事業継承に関するコンサル、企業の顕在・潜在リスク診断など。

■主力の自動車保険も時代とともに内容が変化します。今ではドライブレコーダー付の自動車保険が出ています！
事故現場の画像と通信通話でお客様をお守りします。一秒でも早くお客様のいざに寄り添いたい、弊社ではこのよ
うな新しい情報提供を積極的に行っています。

■2017年８月に設立した中津支社も増員を行い、メンバーが増えてき
ました。経営理念にある「地域で最も信頼される保険代理店」を目指し
日々改善の努力を行っています。まだまだ新しい組織ですので、皆の意
見を取り入れ、力を合わせて頑張っていきます。

職場・求める人物像について

＜仕事の内容（営業）＞
■既存のお客様や新規開拓先に、最適な保険をご案内を行うコンサルティング営業を行っていただきます。充実し
た研修制度と先輩社員による同行指導等により、着実に保険のプロとしてステップアップいただけます。

＜入社後のサポート体制＞
■入社後、ご経験により偶数月にあわせて東京海上日動火災保険株式会社の「IP制度」を用いて1年～2年、研修出
向の可能性があります。（勤務地：東京海上日動火災保険株式会社　大分支店中津支社）
■IP制度とは・・研修プログラム受講とOJTを通じて、商品知識等を学んでいくため、保険の知識がない方でも着実
に成長することができます。



TOTOサニテクノは、TOTOグループの先駆けとして、その中核となる衛生陶器事業を担う会社です。

創業以来続く「親切な気持ち」、「奉仕の心」を忘れずに、いつの時代にあっても、良品とお客様の満足を

追求し、社会から必要とされる企業であり続けたいと願っております。

 世界中のお客様のために、「人と環境にやさしい未来」を創造します。

■生産製品

国内最大の腰掛便器の生産拠点として、

主力の腰掛便器をはじめ洗面器・手洗器等を

お客様の元へお届けしています。

■職場の雰囲気

若手社員からベテラン社員まで年齢層は幅広く、業務だけに限らず改善活動等も活発で、

和気あいあいと仕事に取り組んでいます。

幅広い年齢の方と一緒に仕事をする事で、コミュニケーションの取り方や仕事への取り組み方を

学ぶことができます。また、新入社員の教育にも力をいれています。

■仕事のやりがい・面白さ

不良品をなくすための対策や改善活動が良い結果に繋がった時にやりがいと達成感を感じます。

また、製造した製品が商業施設内のトイレに設置されているのを目にするととても嬉しいです。

■求める人物像

強い「自覚と意志」を持ち、自ら学び成長する自律人財。

自律人財とはTOTOグループの想いや方向性に共感し、自分の役割を理解した上で、

何をすべきかを自分で考えて行動する人財。

■研修制度

入社式後は、TOTOグループ全体で行う総合研修があります。

自律人財になるための基本行動（ビジネスマナー・「報・連・相」）や

基本知識（TOTOの歴史・製品・安全）を学び、学生から社会人への意識転換を図ります。

22 TOTOサニテクノ　株式会社 製造業 製造職

322億円

1億円

番号 企業名 業種 職種

中津市大字是則700番地 資本金

年商

企業情報

◆本社所在地 設立年月日 1957年3月12日

従業員数 　　1,915名（協力企業含む）

企業PR・事業内容について

職場・求める人物像について

代表者役職・氏名 TEL 0979-32-1111

代表取締役社長 山﨑　政男
FAX 0979-32-3589

HP https://tst.jp.toto.com



私たちが求めるのは、まず、活発に動ける方です。既成概念に捉われず、新
たな発想で仕事に取り組める方に期待しております。
さらに、常に知識の向上をめざし、勤勉に取り組むことができる方。
時代とともに私たちが携わる仕事も変化し続けています。
私達とともに、新たな、価値あるものを創造していただける⽅との出会いに

期待をしております。

企業PR・事業内容について

私共、株式会社トップインターナショナルは中津、宇佐、豊前など九州北部
を中心に、建設業と不動産業を手掛けています。
おかげさまで今年で創業３５年を迎えます。「建設と不動産を通じて社会に
貢献する」を理念に掲げ、人々の暮らしに安心安全を届け、それを通じて社
会に貢献できる企業を目指しています。

　“建設×不動産のコラボレーションで事業を展開”

商業施設、医療・介護施設、公共施設、健康住宅などの企画・設計・
施工・管理をしています。また、近年では建物のリノベーションも多
く手掛けています。
長年培った技術とノウハウで、用地の斡旋から宅地造成、建物の設計
及び施工まで、すべて自社で賄えることが最大の強みです。

職場・求める人物像について

◇幅広い世代の仲間とともに和気あいあいと仕事に取り組める職場環境です。
「⾃分たちの仕事があちらこちらに残されていく喜びを⼀緒に感じてください！」

◇社員の「こんなことがしたい！」という声を聞き、仕事の質の向上・改善につなげていま
す。上司や先輩が温かく見守る環境の中、若手が伸び伸びと活躍しています。

◇建設や不動産業界は“資格社会”でもあるため、現場で専門知識を学び資格取得をめざ
す社員も多いです。もちろんその頑張りは評価に直結します。多岐にわたる工法、取り扱
う建物の種類が多いので、視野を広げながら成長できる会社です。

“新たな風を吹き込んでくれる仲間を求めています。”

代表取締役 林　誠司
FAX ０９７９ー２５ー０７６０

HP http://top-i.co.jp/

代表者役職・氏名 TEL ０９７９ー２２ー８１３６

従業員数 　８名（男性３名 女性５名）

3億3,141万円

2,000万円

企業情報

◆本社所在地 設立年月日 1987年11月6日

中津市豊田町７番地２ 資本金

年商

番号 企業名 業種 職種

23 株式会社　トップインターナショナル 建設業
①建築施工管理ｱｼｽﾀﾝﾄ
②総務・経理スタッフ
③不動産営業スタッフ



24 株式会社　中津急行 運輸・郵便業
①総合職
②大型運転手
③中型運転手

番号 企業名 業種 職種

28億1,064万円

3,000万円

従業員数 221名（男性195名 女性26名）

中津市大字田尻崎７番地１ 資本金

年商

企業情報

◆本社所在地 設立年月日 1960年8月22日

■職場の雰囲気
職場の雰囲気は明るく活気のある会社です。
ドライバーの方が多く、1人での作業が主になりますが、毎月座談会（小単位の会議）を行い
仕事上での「困ったこと」「改善点」などみんなで意見を交換しています。
また、年間のイベントとして
「新年会・納涼祭・運動会・スーパー給料日(眠気防止にするめやバレンタインにはチョコレート)」
といったイベントも多数計画し、部署関係なく会社全体の親睦を深める取組みを行っています。
社内では、女性も多く在籍しておりドライバー職、作業職、事務職と多方面で活躍しています。

■求める人物像
「元気」と「やる気」のある方を求めています!!
今まで経験がなくても「運転が好き」「将来大型のトラックを運転してみたい」
「事務仕事をしてみたい」という方大歓迎です!!
ベテラン社員がプロとしての心構えをやさしく教えます。
福利厚生の面も充実しており「誕生日にプレゼント」
をお渡しして、お祝いします
中津急行は、全社員の物心両面の幸福を目指しています。

代表者役職・氏名 TEL 0979-32-5555

代表取締役社長 仲　浩
FAX 0979-32-5559

HP http://www.nakakyu.com

企業PR

「地域密着」と「顧客満足・社員満足No.1」を合言葉に、お客様、お得意様に喜んでいただける様に「感動のサービス」

を提供しています。

地域に支えられ、おかげさまで創立71周年を迎えました。

これからも全社員で「本物の商品」づくりに

努力精進し、お客様、地域の皆様方の役に立ち、

信頼頂ける地域密着企業を目指します。
■事業内容

中津市に本社を置き、大分市の大在に営業所があります。

倉庫は合計すると11,000坪以上。

自動車部品を中心に家電や薬品、雑貨等の輸送、

大分営業所ではガソリンや軽油の輸送も行っています。

トラック１台を丸ごと貸し切る輸送や色々な荷物を混載して運ぶ輸送など、

お客様のニーズに沿った、物流提案をしています。

選ばれる理由→安全性・確実性・迅速力・ドライバーの魅力があります！！

職場・求める人物像について

このトラック見たことないですか?(^▽^)

HPやfacebookやってます！
HPに企業動画も載せてるので

チェックしてくださいね♪

新年会

納涼祭

運動会

スーパー給料日



番号 企業名 業種 職種

25 中津鋼管工業　株式会社 製造業
①製造職　③設備保全
②営業職　④業務管理

神奈川県川崎市川崎区中瀬2-9-12 資本金

◆市内事業所所在地 年商

企業情報

◆本社所在地 設立年月日 1970年4月1日

企業PR・事業内容について

安心と信頼を提供する、幅広い産業界で活躍している「冷間引抜鋼管」のメーカーです

弊社は、「冷間引抜鋼管（れいかんひきぬきこうかん）」を主力製品
とする金属加工メーカーです。
冷間引抜鋼管とは、金属製のパイプ（鋼管）を、そのパイプの径よ
りも小さな穴（ダイス）に通すという加工によってつくるもの。もと
もとの鋼管よりも強度が高く、仕上がりはなめらか。
さまざまな寸法に加工ができ、小ロットにも対応が可能というメ
リットを備えています。
当社の製品の多くは、安全性が強く求められる自動車の重要部品
に採用されており、このことからも技術力の高さを感じ取ってい
ただけるはずです。

当社の設立は1970年。半世紀を超える歴史のなかで着実な成長を遂げ、安定した経営基盤を築き上げています。
今後はその安定基盤のもと、新たな分野にもチャレンジしていきたいと考えております。
冷間引抜鋼管へのニーズは多様で、自動車の他にもプラントやビルディング、船舶など幅広い分野において活用さ
れています。自動車の分野で培った高技術を、そうした他分野で展開していきたいという目標を掲げているのです。
半世紀以上の歴史を持つ当社にとって、それは新しい歩みの始まりと言ってもいいでしょう。

中津市大字東浜332番地 従業員数 68名（男性60名 女性8名）

※社員同士、プライベートでも部署の垣根を超えた和気あいあいとした社風が自慢です。※

募集職種

営業職 設備保全職

当社で製造した引抜鋼管を顧客に対して提案していただ
きます。主な取引先は商社で、既存のお客様が中心です。
将来的には新しい顧客の開拓にもチャレンジしていって
ください。
主に関東・中部・関西・中国・九州地方いずれかのエリアを
担当していただき、納期や数量、サイズ、価格等をお客様
のご要望に合わせて調整しながら商談を進めていきま
す。

当社は精密機械による精密引抜鋼管（パイプ）の製造を
行っています。そうした製造用機械の保守・保全全般が設
備保全職の仕事です。具体的には工場にある各種機械設
備の定期的なメンテナンスや不具合時の対応、また新規
設備導入に際しての設計製造などを手がけていただきま
す。

製造職 生産管理職

17億2,600万円

1億円

職場・求める人物像について

専用の機械を使用して当社の製品を作ります。鉄鋼メー
カーから仕入れた鋼管をもとに、お客様のご要望に合わ
せて精度の高い鋼管（パイプ）へと加工していきます。引
抜加工や切断加工など精度の高いパイプ加工を通しても
のづくりのやりがいが味わえます。

当社の事業を支える社内システムの管理（開発・改良・保
守等）を中心に、情報システム業務を幅広く担当していた
だきます。将来的には生産管理業務に携わり、よりトータ
ルな立場からものづくりを支えていってください。

新しい時代を切り開いていくにあたって欠かせないのが、意欲を持って仕事に取り組んでくれる若いみなさんで
す。当社の人材観は「働き一両、考え五両」という言葉に集約できます。指示を待っているだけ（働き一両）ではなく、
自ら考えて行動する（考え五両）を重視しています。
冷間引抜鋼管はさまざまな産業界において不可欠な存在。それだけに広く社会を支えるやりがいも味わっていただ
けます。ぜひ当社でその大きなやりがいを追求していってください。

代表者役職・氏名 TEL 0979-22-7111

代表取締役 田染　恭則
FAX 0979-24-9895

HP http://www.nakatsu-k.co.jp



26 株式会社　中津設備技研 製造業
①設計
②製造

1億5,000万円

1,000万円

番号 企業名 業種 職種

中津市大字鍋島831番地1 資本金

年商

企業情報

◆本社所在地 設立年月日 1981年3月1日

従業員数 　　7名（男性　7名 女性　0名）

企業PR・事業内容について

職場・求める人物像について

代表者役職・氏名 TEL 0979-32-7240

代表取締役 宮脇　利彦
FAX 0979-32-5784

HP ー

北部九州を中心に、生産活動で必要な自動

機や各種治具等の設計及び製作を行っていま

す。

近年では、自動車の溶接治具やロボット工

程の設備などを、よく手がけさせて頂いてい

ます。

特に3DCADでの設計や、三次元測定機を使

用した精度の保証は弊社の強みでもあります。

設計、加工、組立という、ものづくりの一連

の仕事を自社で行っている為、様々な改善も

即座にでき、より品質の良い製品ができると

考えています。

主に自動車関連の、設備や装置の設計及び製作を行っていま

す。お客様のご要望によっては1/100㎜単位での精度を要求さ

れることもあり、三次元測定機などを使用して作り込みを行い

ます。また現地での設備の設置工事や改造工事なども弊社が得

意とするところです。

みなさんはブロックでモノを作ったことはないだろうか？自分が創造した事を形作り表現する遊び

ですよね。できあがった時は喜びや達成感があり、さらに『よくできたね』と評価を受ければ嬉し

かったことと思います。

これらはものづくりをする我々にとって、とても大切にしなければならない感情の一つだと考えて

います。モチベーションを保ち、良い仕事をするためには必要なことだと思います。

我々と共にものづくりを実践することで、豊かな心を養い、社会に貢献することができます。真面

目にコツコツ打ち込める方を募集しています。みなさんと働けることを楽しみにしています。

ご興味がございましたら、お電話くださいませ！！

設計の様子 加工の様子 組立の様子



27 中津木工　株式会社 製造業
①設計
②家具製作

3億3,100万円

2,000万円

番号 企業名 業種 職種

中津市大字大新田444番地1 資本金

年商

◆本社所在地 設立年月日 1943年8月13日

職場・求める人物像について

代表者役職・氏名 TEL 0979-22-4161

代表取締役 安藤　憲明
FAX 0979-22-4651

HP

従業員数 　32名（男性　23名 女性　9名）

http://nmsekkei.wix.com/nakatsumokkou

企業PR・事業内容について

九州圏内を活動拠点として、特注の木製製品

の製造を幅広く手掛けております。

製作から現場の取付、現場の管理

まで一貫して自社で行います。

完全受注生産の企業です。
地元大分県内を中心に、福岡・鹿児島など九州を拠点に活動しています。

創業以来８０年以上木製品に携わってきて、今まで培っ
てきた技術を伝え続け、自分たちの仕事に誇りを持ち、お
客様から「中津木工に頼んで良かった」と思っていただけ
るような仕事を提供できるように成長し続けます。

学校・老健・福祉・文化施設、宿泊施設・商業施設などの店舗の
ショーケース・カウンター・下足箱などをオーダーメイドで
製作しています。

社歴や役職を超えて、フラットにコミュニケーションを取れる風通しの良い会社です。

休日はバイク好きな仲間同士でツーリングに行っている人もいます。

【設計職】
図面の作成だけでなく、現場の施工管理もしていただきます。

建築工事中の現場に関わりますので、家具の知識、建築に関わる知識まで学び、習得することができます。
実際に現場が出来上がっていく過程から取付後の出来上がりを見られることがこの仕事の醍醐味です。

現場を経験する度に知識や技術が身に付き、デザイン力が磨かれます。

【家具製作職】

図面を見ながら工具や機械を使用して、全て一人で組立てて、完成させます。

最初は出来ない工程もありますが、徐々に出来るようになります。毎回同じ製品はなく、違うものを作るので大

変さはありますが、完成した時は、モノづくりの楽しさや、やりがいを感じられます。

●モノづくりが好き・プラモデルや機械いじりが好きな人

●建築に興味のある人

●コミュニケーション能力のある人

●物事を粘り強く最後までやり遂げられる人

※会社・工場見学もいつでも可能ですので、事前にご連絡下さい。

◆求める人物像

◆職場の雰囲気

◆対象職種

【施工例；バーカウンター】

【施工例；ショーケース】



　

職場見学を随時しています！

建設機械に興味がある方もない方も、

スキルアップしたい方は大歓迎です♪

Instagramもしています。是非、チェックをお願いします→→→

職場・求める人財像について

〇技術職・・・建設機械器具類の保守点検修理をします。

〇営業職・・・ルート営業で、既存のお客様の問合せに対応します。

〇資格は持っていなくても大丈夫！

　　　　　　入社後に会社のサポートで必要な資格を取得できます。

〇新入社員の方には、ゆっくり丁寧に指導していきます。

際には行政関連機関と連携し、迅速に災害復旧活動の支援を行います。

企業PR・事業内容について

〇事業内容

  ・建設機械器具類のレンタル、販売、修理 　 ・中古機械及び車両の販売、買取

  ・レンタカー各種   ・選挙看板のレンタル・販売・設置及び

選挙機器・資材の販売

私達の会社は、建設機械のレンタルをメインで行っております。豊後高田市から

行橋市まで７営業所、岡山県倉敷市に１営業所あり、地域から存在を期待される

企業を目指しています！選挙ポスター掲示板製造では、西日本で№１のシェアです！

また、日本建設機械レンタル協会等に加盟しており、疾病や災害発生等の有事の

代表取締役 中野　陽一
FAX 0979-32-2110

HP http://www.nakano-co.net/

代表者役職・氏名 TEL 0979-32-0005

従業員数 　　59名（男性 44名 女性 15名）

24億300万円

9,685万円

企業情報

◆本社所在地 設立年月日 1971年6月28日

中津市大字野依702番地1 資本金

年商

番号 企業名 業種 職種

28 株式会社　ナカノ 不動産・物品賃貸業
①技術職
②営業職



の役に立てる仕事を私達と共にしていきましょう！

ンの場として、慰安旅行や新年会も毎年開催し

ており、仕事以外での繋がりも非常に大事にし

ています。

自身の成長意欲のある方、やる気のある（チャレンジ精神のある）方、コミュニケーション意欲の

ある方を求めています。モノづくりや食品に興味のある方ももちろん大歓迎です。特別な能力やス

キル等は無くても大丈夫です！従業員全員で共に成長しながら、安全・安心な食品づくりで世の中

こそです。また、社員同士のコミュニケーショ

造部門の他に、企画営業部門や開発研究部門、品質保証部門など多岐

にわたる活動を行っています。さらに、安全安心で美味しい食品をお

届けするため、原料受入から製造、出荷までの各作業工程で様々な検

査や厳しい衛生管理も徹底して行っています。

職場・求める人物像について

当社の製品（小袋品）は、食品業界では決して表立って知られてはいない黒子のような存在で

すが、無くてはならない「名脇役」でもあります。世の中に長年必要とされている製品作りと

日々の企業進化に皆やりがいを持って取り組んでいます。

当社社員の年齢層は10代から60代ととても幅広いですが、歳の差関係なく皆で積極的に助け

合って仕事をしています。これは地元に根付き、

地元とのかかわりを大切にしている弊社だから

おいてはトップクラスの知名度と売上実績を持っています。また、製

企業PR・事業内容について

誰もが一度は目にし口にしたことのあるカップ麺に入っている「かやく」。

当社が製造しているのはインスタントラーメンなどに使用される乾燥具材

（農・畜・水産物）、粉末スープ小袋及びフライ製品（あげ玉、ワンタン

、天ぷら等）などです。大正2年に創業し、109年目を迎えた国内トップ

クラスの実績を持つ食品製造・加工メーカーとして、大手食品メーカーの

パートナーとしても高い評価をいただいています。

各種即席かやくの製造販売、あげ玉等の各種フライ製品製造販売、その他各種乾燥食品の販売、

小袋充填包装製品の加工および販売が主な事業内容になります。本社を含めた計5箇所のグループ

工場（サンエース、ジャパック、セイユー、ニシノユニティ）を有し、乾燥食品やフライ製品を

始めとする様々な原材料をパック製品（小袋包装）にする受託加工に

代表者役職・氏名 TEL 0979-22-2230

取締役社長 野依　達也
FAX 0979-22-6700

HP https://nishino-bussan.com

企業情報

283名（男性 110名 女性 173名）

中津市大字永添2684番地 資本金

130億円年商

従業員数

◆本社所在地 設立年月日 1963年8月

8,000万円

29 株式会社　西野物産 製造業
①製造職
②事務職

番号 企業名 業種 職種



◆ 測　　　量 : 基準点測量、水準点測量、現地測量、河川測量、路線測量、用地測量、深浅測量等。

◆ 土木設計 : 土木構造物（河川、砂防、道路、橋梁等）、公園、下水道、照明、環境、景観等の調査、計

画、設計、施工計画等。

◆ 補　　　償 : 土木事業に必要な建物補償調査、積算等。

◆ 土木 Ｉ Ｔ : 防災シュミレーション、マップ作成、行政・防災情報システムの提案、構築、保守等。

 一、 なくてはならぬ人

 一、 事に当たれる人

 一、 確実進む人

 一、 成して喜ぶ人

 一、 努力を惜しまぬ人

 一、 笑顔で話す人

　　　　　　　場づくりを目指しています。

　　◆ やりがいのある仕事で自分を成長させたい方。

30 日進コンサルタント　株式会社 研究・技術サービス業
①　測　　　量
②　土木設計
③　補　　  償

7億5,000万円

1,000万円

番号 企業名 業種 職種

中津市大字万田602番地2 資本金

年商

企業情報

◆本社所在地 設立年月日 1971年11月18日

代表者役職・氏名 TEL 0979-24-5436

従業員数 　　55名（男性 45名 女性 10名）

代表取締役 寺本　昇司
FAX 0979-22-3448

HP http://www.e-nissin.co.jp

職場・求める人物像について

企業PR・事業内容について

　【企業PR】

　　１９７１年に測量会社として創業し、おかげさまで50年を迎えました。

　　主に大分県内の公共事業を受注している会社です。土木・建築の高い

 専門性を生かしたコンサルティング業務を行っており、更に情報システム

 を活用した土木施設のデータベース化や施設点検、避難マップ等の提案、

 運用支援を行っております。 豪雨災害等では早期復旧を目指し、災害現

 場での測量や災害復旧設計等を担当し、使命感を持って業務に当たって

 おります。

　【事業内容】

　　測量業、土木設計業、補償業、土木IT業を主業務としております。

　　◆ 地元での就職を希望する方。

　　◆ 測量や設計に興味のある方。

　　◆ 理想のまちづくりを手掛けてみたい方。

　【職場について】

　　社訓には、我々が目指す人が掲げられています。

　　　　　　　『日進月歩』する技術を身につける姿勢や自分の成果に喜びを感じ、将来の目標を持てる職

　【求める人物像】



31 株式会社　ファイブフォックス 卸売・小売業 ①販売

503億2,700万円

7,750万円

番号 企業名 業種 職種

東京都渋谷区千駄ヶ谷3－13－12 資本金

◆市内事業所所在地 年商

企業情報

◆本社所在地 設立年月日 1976年12月8日

代表者役職・氏名 TEL 092－714－7655

中津市三光佐知1032番地　イオンショッピングセンター 1階 従業員数 2714名（男性847名 女性1867名）

代表取締役 上田　稔夫
FAX 092－714－5433

HP www.fivefoxes.co.jp

企業PR・事業内容について

【店舗イメージ】

【店舗イメージ】

職場・求める人物像について

コムサイズム等を全国に展開する総合アパレルです
ファッションを通じて、ファッションの楽しさ
面白さ・素晴らしさを、届けられる
感動企業を目指します！！

■ファイブフォックスってどんな会社？
自社で、商品の企画・製造・販売までトータルで手掛け
ているアパレルです。商品だけではなく、店内装飾もそ
の1つです☆

■ブランドはどのぐらいあるの？
コムサプラチナ・コムサイズム等、婦人服・紳士服・子供
服・雑貨等、幅広い年齢層の方々にファッションをお届
け出来るよう、15ブランドを展開中です！

【2019年入社社員】

【勉強会風景】

■　ファッションを学びながら、販売スキルを身につけよう☆服が好き！！とい
うきっかけでご入社される方がとても多いです。販売の知識や技術は、先輩が丁
寧にお教えします！！接客だけではなく、店内の清掃や装飾などにも携わって
いただきお客様が快適にお買い物をして頂ける環境づくりをするのも大切なお
仕事の一つです。

■先輩から一言
私は、小さな頃から服が好きで入社しました。初めは、お客様とどう会話し
たらいいかわからず戸惑いましたが、先輩方が優しくフォローしてくださ
いました。今では、私を訪ねて御来店してくださるお客様も出来、お客様の
喜んでくださる笑顔に私も幸せな気持ちにもなれ、販売のお仕事にやりが
いを感じています。

■求める人物像
ファッションが好き！　人を喜ばせること事が好きな方！！
新しい仕事・新しい環境でチャレンジをしてみたい！という方
一緒に素敵なお店をつくりましょう！！



■主力商品・サービス

・生コンクリート製造販売

・一般貨物自動車運送事業

■今後の事業方針

■職場の雰囲気

①生コンクリート製造プラントオペレーター

【仕事内容】

【求める人物像】

32 福進　株式会社 製造業

①生コンクリート製造プラント
オペレータ
②生コンミキサー車運転手
③営業

3億7,000万円

2,000万円

番号 企業名 業種 職種

中津市大字上如水1333番地1 資本金

年商

企業情報

◆本社所在地 設立年月日 1982年1月8日

代表者役職・氏名 TEL 0979-32-5688

従業員数 22名（男性20名 女性2名）

代表取締役 中川　伸雄
FAX 0979-32-2542

HP ー

1年目は生コンクリートの性質のことを学びながら、プラントの仕組み等を学んでもらい、生コンクリート製造
プラントでの機械の運転業務・プラント機械の整備保守業務・プラントの作業終了後の清掃業務等を行ってい
ただきます。

仕事に対して真面目に前向きに取り組んでくれる方。

企業PR・事業内容について

当社は昭和57年創業、同年JIS（日本産業規格）認証を取得し、今年40周年を迎える信
頼と実績のある生コン製造販売の会社です。
自社プラントでJIS規格に従った高品質な生コンクリートを製造し、アジテータートラック
（生コン車）に積み込み、建設現場などへ運搬します。
住宅基礎・工場・砂防ダムなど、使う用途に応じて様々な配合の生コンクリートを製造し、
品質管理を徹底して行っています。

職場・求める人物像について

30代から60代の幅広い年齢層で和気あいあいとしています。

お客様のニーズに応えられる企業として地域
社会の発展に貢献できればと思っておりま
す。



グランプラザ中津ホテルでは97室のゲストルームをご用意

しています。ゆったりとした潤い、気品に満ちたやすらぎ。

ここには、とっておきの優雅な時間が流れています。

■主力商品・サービス【宿泊】 ■ビジョン

シングルルームからスイートルームまで、幅広いタイプの 大分・中津のパイオニア的存在として絶えず

ゲストルームをご用意しております。 新しいサービス・商品を提案していく

進取の気風を持ったホテル。

 【Single Room】 【Grand Suite Room】  【Suite Room】

■職場の雰囲気

仕事を通して得られる達成感が自身の成長にも繋がり、

更に会社発展へと繋がります。その意識を持ち

スタッフ全員が日々業務に取り組んでおります。

■仕事のやりがい・面白さ

お客様から「ありがとう」の感謝のお言葉をいただくと、

非常に遣り甲斐を感じます。

■ 求 め る 仲 間

・心の底からお客様の“幸せ”を願える方。

・「人になにかをして喜ばれる“よろこび”」

を感じられる方。

とにかくやる気があって、何でもやってみたいという

好奇心旺盛な方を希望します。

従業員数 　　25名（男性　8名 女性　17名）

企業PR・事業内容について

職場・求める人物像について

代表者役職・氏名 TEL 0979-24-7111

代表取締役 松田　邦嗣
FAX 0979-24-7623

HP http://www.grand-plaza.jp

1億円

900万円

企業情報

◆本社所在地 設立年月日 1986年9月7日

中津市東本町1番地2 資本金

年商

番号 企業名 業種 職種

33 株式会社　プラザマネジメント 宿泊・飲食業 ①　宿泊関連業務



従業員数 　19名（男性11名 女性8名）

企業PR・事業内容について

代表者役職・氏名 TEL 0979-22-1349

取締役 松下　幸之助
FAX 0979-25-0229

HP http://www.m-car.jp

3億8,000万円

1,000万円

企業情報

◆本社所在地 設立年月日 1976年6月1日

中津市大字下池永493番地3 資本金

年商

番号 企業名 業種 職種

34 有限会社　松下モータース サービス業
①メカニック
②フロントスタッフ
③営業スタッフ

新車販売、中古車販売はもとより、

クレジット販売やリース販売など、

お客様のライフスタイルにあわせ

たご提案をいたします。

営業職のやりがいは？

「良いクルマを紹介していただいた！また私の知り合

いを紹介したい！」と、お客さまから新しいお客様を紹

介していただいたときは、すごく嬉しい気持ちになりま

す。私と会社を信頼していただき、そしてお客様のご期

待に添えるよう頑張ろう！そう思う瞬間にやりがいを

感じます！

将来の目標は？

会社をどんどん大きくしていきたいと思います。10年前を振り返る

と展示台数も10台程度の小さなクルマ屋でしたが、今は在庫150台

です。自分たちが頑張っている成果だと思いますし、お客様からご愛

顧いただいていることが嬉しいです！これからも、もっともっと展示

台数が増え、より多くのお客様にご支持いただけるよう頑張ります！

売上管理から労務管理まで、会

社の運営がしっかりできるように

縁の下の力持ちの気持ちで頑

張っています。

クルマのルームクリーニングからボディ

コーティングまで「すごく綺麗！」

って言っていただけることが嬉しくて

頑張っている部門です。

アップル車検グループによるメカニック研修。九州のスキ

ルの高い仲間が集まった年に一度1泊2日の勉強会

です。

アップル車検グループによる営業系の研修。電話対応

から営業接客まで、幅広

いスキルを磨きます。

繁盛店ツアー。リーダーに

なると全国の繁盛してい

るお店の視察ツアーにも

参加します！

お客様の安心をお手伝いする

保険部門。より良いご提案ができ

るように、日々勉強です。

お客様感謝祭や初売りイベントを社

員全員でやり切ります！もちろん懇

親会や歓迎会もありますよ！

整備士を目指したのは兄がいたから。

家族ぐるみでクルマ好きな家族に育った私は、兄の背中を見て育ちました。

高校卒業して近隣の工場に入社

しましたが、兄が整備士として頑張

る姿に、やはり自分も整備士になろ

うと思い、1年足らずで工場を退職。

現在、松下モータースで働いていま

す。

3級、2級と資格を取得して、兄以

上の整備士を目指すために日々奮

闘しています！



■主要製品（自動車部品）

■健康経営宣言

■大分県内100億円企業ランキング ・・・ 第５位

（2021年9月16日大分合同新聞掲載）

■こんな方々と一緒に働きたいと考えています。

　１、コミュニケーション（報連相）を大切にする。

　２、目標を達成するための、チームプレーを大切にする。

　３、決められたルールを守る。

　４、クルマや物づくりが大好き。

　５、仕事を通じて地元に貢献したい。

　６、楽しく、明るく、元気よく、そして時には厳しく。

企業PR・事業内容について

2019年11月にカルソニックカンセイ九州株式会社からマレリ九州株式会社に社

名変更しました。マレリグループのコーポレートビジョン実現に向けて、地元企業と

して地域貢献を果たしながら、世界をリードするモノづくり革新で、モノづくり競争

力No1を目指します。

■コーポレートビジョン　

　

グローバルな自動車関連企業として、世界をリードする技術革新とモノづくりに情

熱を持って取り組み、 持続可能な社会の実現に貢献します

内装樹脂製品、コックピットモジュール、マフラー、ラジエーター、

モーターファン

当社は、企業として全社員の健康安全を確保する施策を積極的に推進

することによって、活き活きと創造的に働ける環境を整えることを宣言しま

す。 これにより本人や家族の幸せにつながるとともに、会社の持続的成

長、さらには社会の発展へ大きく貢献することを大切にします。

職場・求める人物像について

代表取締役社長 井澤　淳一
FAX 0979-32-5605

HP https://www.marelli.com/jp

代表者役職・氏名 TEL 0979-32-6611

中津市大字犬丸150番地3 従業員数 969名（男性 774名 女性 195名）

699億円（2020年度）

9,000万円

企業情報

◆本社所在地 設立年月日 2002年7月1日

宇佐市大字和気111番地 資本金

◆市内事業所所在地 年商

番号 企業名 業種 職種

35 マレリ九州　株式会社 製造業 ①技能職

代表取締役社長

井澤 淳一

Cockpit module   

中津工場

#12 カルソニック IMPUL GT-R

マフラー係

藤野 蓮

（入社1年目）

最初は、うまく出来なかった事が、だんだ

んと出来るようになりました。自分自身が

成長しているのを実感しており、仕事にや

りがいを感じています。

新入社員に聞いてみた!!



・ 地域の魅力を広くＰＲしていく為、首都圏他、様々な場所へ行き、多くの方に地域の魅力、

地域食材を活かした商品提案をしていきます。この新規事業への取組を会社と一体となって

取り組み、共に成長していける「やる気」、「粘り強さ」のある方。

・ 市場のニーズや新たな商圏の開拓の為の新商品開発に一緒に取り組んでいただける

健康志向、美容志向の食品に興味のある方。

・ 新規開拓に向け、常に周囲の状況、情勢に気を配り様々な情報の収集、分析に興味のある方。

中津市大字東浜1013番地4 従業員数 35名（男性　22名 女性　13名）

3,000万円

3億円

福岡県豊前市八屋2533-2 資本金

◆市内事業所所在地 年商

企業PR・事業内容について

職場・求める人物像について

代表者役職・氏名 TEL 0979-22-0440

代表取締役 向野　秀定
FAX 0979-24-1227

HP https://mukuno.co.jp

企業情報

◆本社所在地 設立年月日 1950年8月10日(創業 明治31年2月)

番号 企業名 業種 職種

36 株式会社　ムクノ 製造業

①営業職
②製造職
③物流業務職
④事務職

わが社の使命感は安全、安心と

三意(熱意、誠意、創意)の精神で

冷力と熱力を基本として

食の健康と美味しさ、

住まいの快適さ、

物流の迅速かつ正確さを創造し、

社員の成長と企業の発展を通して

地域社会に貢献することです

生活事業部

・ガス事業

環境にやさしいエネルギーＬＰガスを

家庭用から産業用までお届けしています

・リフォーム事業

地域密着の強みを活かし、お客様に

合わせた、心地よく暮らしていただく

為のリフォームを提案しています。

食品事業部

・食品事業

株式会社ムクノのルーツでもある氷は、

耶馬渓山系の伏流水を使用。４８時間

かけて丁寧に作りあげた純氷を

製造、販売しております。

又、地場で採れた地域特産品を活用

した食品を自社で開発、製造、販売し、

地域活性化に取り組んでおります。

・物流倉庫業

お客様からお預かりした個々の商品を

年間を通して適温で保管し、品質を保持

します。

お客様の商品がいつでも「安全」、

「安心」に活用出来る様、丁寧に

流通管理します。

物流事業部

いちじくを中心とした地域特産品を活用した加工食品を開発

しており、近年はベルギーの国際味覚審査機構iTQiにおいて

優秀味覚金賞二つ星を頂くなど、商品に対する評価も

高まっております。

創業より、製氷業、倉庫業、ＬＰガス販売を通じて、地域活性化に貢献出来る様、取り組んで

まいりました。近年は地域特産品を活用した食品の開発、製造にも取り組んでおります。

はじめは地場での販売から始まった取り組みも徐々に販路を広げ、現在では関西、関東、

北海道と全国に中津市及び大分県の魅力を発信しております。



番号 企業名 業種 職種

37 耶馬渓観光開発　株式会社　（禅海茶屋） 宿泊・飲食業
①ホールスタッフ
②調理スタッフ
③事務スタッフ

中津市本耶馬渓町曽木2066番地7 資本金

年商

企業情報

◆本社所在地 設立年月日 1959年12月21日

やお土産を通して故郷の魅力を発信しています。

店舗“禅海茶屋”は、2016年の日本新三景選定100周年を記

従業員数 　４　名（男性　　名 女性　４　名）

るサービスと故郷の魅力の発信に努めます。

職場・求める人物像について

■職場の雰囲気

んに利用した和風造り。古民家風の落ち着いた雰囲気で、素材

代表者役職・氏名 TEL 0979-52-2432

代表取締役 古園　眞理
FAX 0979-52-3225

HP https://yabakei.com

企業PR・事業内容について

　創業60年。名勝“競秀峰（青の洞門）”の麓に位置し、お食事

豊の国だんご汁、禅海うどんといった郷土料理や

宇治抹茶や八女抹茶などを使用したスイーツがあ

ります。土産処では、中津耶馬渓の商品をはじめ、

当店オリジナルや大分県を代表する数多くの商品

を取り揃えています。引き続き、お客様の心に残

4,000万円

2,000万円

観光業として、全国各地や世界各国からのお客様に心に残るサービスを提供できる様に、

地域の文化を大切にしながら、時代を見据えて新たな技術やサービスを日々導入している

事も面白さのひとつです。

また職場だけに留まらず、プライベートでも交流があり、その信頼関係からも日頃の仕事に

活かされており、より明るい環境が築けています。

■仕事のやりがい・面白さ

　飲食店としてだけでなく、地域の情報館として故郷の魅力発信がとても大切となります。

その為、ひとつのお店の事だけでなく、地域の事業等に積極的に参加いたします。

また、メニュー開発や土産開発も全員の意見を活かし、創っています。

念してオープンし、日本の文化と技術を伝えべく、古材をふんだ

　女性を中心とする職場であり、お互いに助け合いながら楽しく勤めています。

にも拘った郷土料理や甘味を提供しています。

■主力商品・サービスと今後の事業方針

　食事・甘味処では、耶馬渓手打ちそばをはじめ、



■業務内容

弊社は寺崎電器産業株式会社のグループ企業の一員として豊富な製品ラインナップの中で

100Aクラスから800Aクラスの生産を担当しています。

また自社にてブレーカの部品生産、樹脂成型加工も行っております。

製品を通して、「かけがえのない人命と財産を

危険な電気事故から保護する」ことを使命として

社会に貢献している企業です。

また省エネルギー、廃棄物の削減と資源の有効

活用にも積極的に取り組んでいます。

■主力商品・サービス

■職場の雰囲気

各従業員が頻繁にコミュニケーションをとり、スムーズに業務遂行が可能な職場環境を作り、

プライベートでは世代を問わず共通の趣味を通じ交流を深めています。

■仕事のやりがい・面白さ

生産現場でのブレーカ生産用の最新設備を使っての組立作業、製品検査業務のみでは無く、

部品加工では工作機を用いた部品加工技術、樹脂成型加工では樹脂成型機を用いた部品加工技術、

品質管理部門の3Dスキャナーを駆使した精密測定や品質管理スキル、

生産技術部門では3D-CADを駆使した生産治具設計業務や工場の生産設備メンテなど

それぞれの職場でスキルアップする事により会得したスキルに応じた評価を行います。

製品組立 部品加工 樹脂成型加工 生産技術

企業情報

番号 企業名 業種 職種

38 株式会社　耶馬溪製作所 製造業
①総合職（製造）
②事務職
③技術職

◆本社所在地 設立年月日 1973年11月1日

中津市耶馬渓町大字戸原1073番地1 従業員数 130名（男性53名 女性77名）

33億3,000万円

8,000万円大阪府大阪市平野区加美東6丁目13番47号 資本金

◆市内事業所所在地 年商

企業PR・事業内容について

職場・求める人物像について

代表者役職・氏名 TEL 0979-54-3151

代表取締役社長 武田　務
FAX 0979-54-2393

HP http://www.terasaki.co.jp

ノーヒューズブレーカー
漏電遮断器



私たちは日本全国のお客様に“広がる”、

“深まる”、“可能性を切り拓く”高品質な

サービスを届けています。

弊社はソフトウェアを開発・販売する会社として

誕生し３８年目。現在では全国多数のお客様に

ご愛用いただいております。

近年ではクラウド版システムの開発に力を

入れており、お客様へのDX化推進に取り組んでいます。

■主力商品・サービス ■今後の事業方針

・木材業種向け各種パッケージソフトウェア WEBシステム開発をベースに

・音声認識を利用した入力ツール アンドロイド版ソフトウェア、音声

・WEB会議システムの提案 認識ツール、ARコンテンツの提供

・OA機器販売（サーバ、パソコン、タブレット他） などにチャレンジしていきます。

その他

・市販業種向け業務パッケージ販売・保守等

■職場の雰囲気

現在はパートを含む9名。少人数ならではの機動性を活かせる環境です。

また会社の方針でもあるチームワーク（人間性）重視の社員構成となっています。

また社会保険・厚生年金・退職金制度加入や福利厚生も充実しており

安心して業務に集中できる環境です。

■職場・求める人物像について

1.チームワークを大切に行動できる人

■仕事のやりがい。面白さ

1.ソフトウェア開発者には知識を深め、経験を積める職場です。

　伸びるかどうかは自分次第ですが開発や人との関わり合いが

　好きな人には合っていると思います。

2.システム営業は「物としては存在しないソフトウェアをどうやって販売・提案するか」がポイント。

　自身の企画力・提案力が弊社では十分に発揮できます。結果として大きな商談も取れる可能性も

　大いにあります。夢や希望がある方には弊社はおすすめです。

従業員数 9名（男性　6名 女性　3名）

企業PR・事業内容について

職場・求める人物像について

代表者役職・氏名 TEL 0979-22-5485

代表取締役 矢頭　明
FAX 0979-24-3390

HP https://www.e-yamahide.co.jp/

1億円

1,000万円

企業情報

◆本社所在地 設立年月日 1984年8月1日

中津市2645番地（外馬場） 資本金

年商

番号 企業名 業種 職種

39 山秀情報システム　株式会社 情報・通信業
①ＳＥ・プログラマー
②システム営業





<問合せ>

中津市 商工農林水産部 商工・雇用政策課

TEL 0979-62-9044（直通）FAX 0979-24-4020

E-mail syoukoukoyou@city.nakatsu.lg.jp

中津市内で正社員を雇用予定又はその意欲のある、

中津市内に本社または支社のある企業・事業所等の情報を掲載しています。

詳しくはサイトをご覧ください。　

https://kigyo.city-nakatsu.com/

平成28年度より「就職面接会」を開催しています。

大学進学等で市外・県外に転出した大卒予定者や一般求職者、ＵＩJターン就職希望者と、

市内企業とのマッチングをはかります。

開催時の様子はサイトをご覧ください

https://www.city-nakatsu.jp/doc/2020081100145/

平成29年度より「企業説明会」を開催しています。

事業内容や働く現場に求められる人材などの説明を、企業担当者から直接お聞きください。

中津市内の企業の魅力を発見し、ぜひ今後の就職活動にお役立てください。

開催時の様子はサイトをご覧ください　

https://www.city-nakatsu.jp/infodoc/2019031800075/

市内に居住し、かつ、市内に事業所を有する企業に勤務している方、又は勤務予定である方を対象に

技能検定受検料を助成しています。

※技能検定：職業能力開発促進法に基づき実施される検定

　　　　　　自動車整備士技能検定規則に基づき実施される自動車整備士検定

詳しくはサイトをご覧ください。　

         https://www.city-nakatsu.jp/doc/2021071200036/

中津市は、様々な雇用・人材育成に関する支援を行っております。ぜひご活用ください。

～2022年度の開催日時等は未定です。市報・HP等でお知らせします～



平成30年7月、特に人材不足といわれる「有資格者（保育士、看護師、介護士、教諭、技術者等）」を中心に、

雇用マッチングを行う「中津市人材バンク」を開設しました。

これまで、登録者数260人、登録事業者数108社、

マッチング数52名の実績があります。

詳しくはサイトをご覧ください。　

http://nakatsu-cci.org/publics/index/85/

<問合せ>

人材バンク就職支援室

〒871-8510　大分県中津市殿町1383-1　中津商工会議所内

TEL 0979-22-2250（中津商工会議所）

月～金（祝日、年末年始は除く）8：30～17：30

ジョブカフェおおいたは、若者の雇用関連サービスを1箇所でまとめて受けられるよう大分県が

設置している公的な就職支援機関です。

「ジョブカフェおおいた中津サテライト」では就職に関するあらゆるご相談に親身に対応します。

対象者：学生・生徒、フリーターを含む若年者（概ね49歳未満）

詳しくはサイトをご覧下さい。

https://www.enisie-oita.net/jobcafe/description/

<問合せ>

ジョブカフェおおいた中津サテライト

〒871-8510　中津市殿町1383-1（中津商工会議所内）

TEL 0979-22-1207　FAX 0979-22-1207

開所時間／8:30～17:30　

休み／土・日・祝日（年末年始）

「おおいた学生登録」は、大分の企業情報・企業説明会・セミナーの開催案内等の

就職に役立つ情報や、大分の旬な地域情報を郵送やメールでお届けして、

学生の皆さんの県内就職をサポートする情報提供サービスです。

登録対象

大学等に在籍し、大分県内での就職を検討している方

※大分県出身者でなくても登録可能です。

※大学等：大学、短期大学、大学院、高等専門学校、専修学校、公共職業能力開発施設

登録はサイトより ※中津市からのご案内も届きます。是非ご登録ください

http://www.pref.oita.jp/site/sme/oita-gakuseitouroku.html

<問合せ>

おおいた産業人財センター

〒870-0035　大分県大分市中央町3-6-11

TEL 097-533-2631　FAX 097-576-8306

E-mail info＠enisie-oita.net

就職支援機関よりお知らせ
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