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◇紹介職種等一覧
カテゴリー

営業系

営業系

営業系

営業系

職 種

法人向け営業
（得意先が中
心）

法人向け営業
（得意先が中
心）

法人向け営業
（得意先が中
心）

法人向け営業
（得意先が中
心）

企業名

株式会社アステム

株式会社大分銀行

株式会社デンザイ東亜

富士甚醤油株式会社

仕事内容

この仕事のやりがい

医療商社（アステム）の営業職のことを
「ＭＳ（マーケティングスペシャリス
ト）」と呼びます。ＭＳは様々な医療メ
ーカーの医薬品や医療機器を取り扱い、
幅広い知識を活かして病院や薬局・介護
施設へ最適な商品を提供しています。中
立な立場で、公平に商品提案を行ってい
ます。

地元九州の人々の健康を守るために
日々業務に励んでいます。医療商社の
仕事は、自らの提案一つで患者様の命
を救うこともできる大変やりがいのあ
る仕事です。アステムでは「ＭＳ」か
らさらに進化した「ＭＣ（メディカル
コミュニケーション）」を育成し、医
療機関との高レベルでのコミュニケー
ションを実現しています。

「明るく・正しく・たくまし
く」をモットーに、日々、九州
の人々の健康を守るために業務
に励んでいます。何事にも前向
きで、チャレンジ精神旺盛な社
員がたくさん活躍しています。

銀行業務、コンサルティング業務、経営
企画、ＩＴ・システム業務

クラウドファンディングでの販促拡大
の支援や、会計業務をＩＴ化するツー
ルの提案など、お客さまの本業支援や
コンサルティング業務を拡大していま
す。多種多様な業界とお取引させてい
ただいているからこその情報力と提案
力でお客さまの本当の課題解決や新た
なビジネスチャンス開拓に貢献するこ
とができます。また、銀行の業務内容
が大きく変わろうとする中、新規事業
に携わることもできます。

・大分への熱い気持ちを持った
人
・好奇心や向上心のあふれた人
・失敗を恐れずチャレンジでき
る人
・豊かなコミュニケーションが
できる人
・相手の立場や気持ちに立って
考えることができる人

大分県内物件の建設業務にて携わった
仕事となります。
様々な電設資材（商品）が、各現場で
工事会社様の手によって取付られ建物
等が完成し、お客様から笑顔で「あり
がとう」と言って貰えた時の達成感。

・明るく、素直で協調性がある
人
・コミュニケーション能力が高
い人
・興味をもち取り組みができる
人

・電気、住宅設備機器の総合卸売業
主な販売先は大分県内の電気工事会社様及
び設備工事会社様、そのほかには工場関係
及びハウスメーカー、工務店等へ直需販売
もしています。

人が生活する上で欠かせない「食」を
通じて、様々な方々と関わることが出
来ます。
また、伝統的な和食の調味料を製造し
ておりますので、日本の食文化の伝統
を支えていると思えることも、やりが
いの一つです。

様々な個性が集まっています
が、
「誠実」であることが一番の
特徴だと思います。

「和食」の代表的な調味料である醤油・味
噌や、それらを原料とした加工調味料（ド
レッシング・ぽん酢・焼肉のたれ）などの
製造と販売を行っています。

ルートセールス
・前担当者より引き継いだ得意先を担
当。
照明器具・配線器具といった電気設備資
材の商品提案、見積書作成、商品配達、
集金業務

スーパーや飲食店等、食品を販売・食事
を提供する店舗や、食品工場などへルー
トセールスを行います。
「食」に関連のある場所は全てが営業先
の対象となります。
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活躍している人材の特徴

事業概要
大分市・福岡市に本社を置き、九州に根ざ
して１４０年の歴史ある企業です。社員数
は、約１，６００名、売上高は、九州沖縄
に本社を置く全企業の中で、「ＴＯＰ１
０」に入っています。医療総合商社とし
て、医療用医薬品や医療機器、医療材料、
医療情報システムなど幅広い商品を活かし
て医療機関のトータルサポートを実現して
います。

会 場

１４号教室
Ｆ

１８９３年の創業以来、大分県のリーディ
ングバンクとして、地域の発展に貢献する
ために活動しています。お客さまの事業や
生活に寄り添う預金や融資の支援はもちろ

１４号教室

ん、昨今は SDGs の視点も取り入れた、新し
い銀行のカタチを目指した業務を行ってい

Ｆ

ます。コンサル、国際関係、市場運用など
の多種多様な専門的な業務にも携わること
ができます。

１４号教室
Ｆ

１４号教室
Ｆ

カテゴリー

営業系

営業系

営業系

職 種

法人向け営業
（得意先が中
心）

法人向け営業
（新規開拓が
中心）

個人向け営業
（得意先が中
心）

企業名

柳井電機工業株式会社

富士甚醤油株式会社

大分トヨタ自動車株式会
社

仕事内容

この仕事のやりがい

・日立製品を中心とした産業用機械器具
の販売・・・営業部門
・設計・施工・・・エンジニアリング部
門
・メンテナンス・・・メンテナンスサー
ビス部門
・ソフトウェア開発・・・研究開発部門

・私たちの生活を支える水道設備や空
調設備、プラント機器等を販売から設
計施工、メンテナンスまで一貫して行
うことで、人びとの生活を守るという
使命感を持って働くことができます。
それにより、お客様から感謝の言葉い
ただく際には、より一層のやりがいを
感じます。
・またエンジニアリング部門では、自
分が設計した設備が出来上がっていく
達成感を味わうことができます。
・ただ「モノ」を売るのではなく、お
客様と対話を重ねながら「コト」を売
るという、他の企業にはない魅力を感
じながら日々働くことができます。

・挑戦したい！というマインド
を持つ人材
・新しいことが好きな方
・自ら考え行動し、人の立場に
立って物事を解決できる方
・素直で謙虚な方

大分県唯一の日立特約店として、社会イン
フラ・プラント・空調・ロボット SI・ド
ローン画像解析の 5 つの柱を軸に、販売か
ら設計施工、メンテナンスまでを一貫して
行う総合エンジニアリング会社です。最近
では IoT を利用して地元企業の現場改善、
品質向上、技術継承などに寄与するソフト
を開発するなど、新たな分野での成長を目
指しています。

スーパーや飲食店等、食品を販売・食事
を提供する店舗や、食品工場などへルー
トセールスを行います。
「食」に関連のある場所は全てが営業先
の対象となります。

人が生活する上で欠かせない「食」を
通じて、様々な方々と関わることが出
来ます。
また、伝統的な和食の調味料を製造し
ておりますので、日本の食文化の伝統
を支えていると思えることも、やりが
いの一つです。

様々な個性が集まっています
が、
「誠実」であることが一番の
特徴だと思います。

「和食」の代表的な調味料である醤油・味
噌や、それらを原料とした加工調味料（ド
レッシング・ぽん酢・焼肉のたれ）などの
製造と販売を行っています。

様々な努力と苦労を重ねてご契約をい
ただけるのは確かに嬉しいことです
が、仕事を通じてお客様から「あなた
から買って良かった」「ありがとう、
また頼むね」といった、信頼や感謝の
言葉をいただけた時に、何にも代えが
たい喜びと、次の仕事へのやりがいを
感じることができます。また、同じス
タッフから２台以上のご購入をしてい
ただいたり、新規客のご紹介のお話を
いただけるということは、長い月日を
掛けて築いたお客様との信頼関係が生
み出す賜物であり、それまでの日々の
地道な活動が実ったことを実感できま
す。

「身嗜みが整っており、笑顔が
素敵でハキハキしている」「積
極性がある」「何事も前向きに
捉えることができる」「相手の
方の立場になって考えられる」
…つまり、身嗜み・笑顔・声の
ハリなど、誠実で信頼できる人
だと思われる振る舞いが普段か
らできている人や、お客様との
会話などから潜在的なニーズを
しっかりと捉えて、的確なご提
案ができる人。また、どんな小
さな約束事もキチンと守ること
ができ、一度注意されたことや
失敗したことを繰り返さないよ
う改善することの出来る人や仕
事を計画的に遂行できる人など
も、現場で活躍されている方に
は多いです。

トヨタ車の新車販売をはじめ、大分県では
唯一レクサス車の販売をしています。加え
て、「まるまるクリン」で内外装を美しく
仕上げた中古車も大切な商品として販売し
ています。また、販売後のアフターフォロ
ーとして、お車の点検・車検をはじめとし
た整備全般、自動車用品の販売、自動車の
周辺商品として自動車保険やＪＡＦも取り
扱っております。さらに、これからのクル
マ業界で重要となる情報通信分野にも力を
入れており、ａｕ携帯の販売も行っており
ます。

新規来店のお客様と店頭（ショールー
ム）でお車の話をすることもあります
が、多くは点検などでご来店された自社
のお客様との面談や、販売後のアフター
フォローのためのお電話や訪問による活
動で、お車の調子伺い・点検などのご案
内・様々な話題や最新情報のご提供など
を通じてお客様との信頼関係を深めてい
きながら、新しいお車の買い替えのお話
や、お知り合いの方のご紹介などに繋げ
ていきます。また、自動車だけでなく、
自動車保険・携帯電話・ＪＡＦ等の周辺
商品も取り扱っており、カーライフアド
バイザーとして、お客様のカーライフ全
般をサポートしていきます。会社の窓口
としてお客様と会社の間を取り持つ、重
要な役割を担っています。

2

活躍している人材の特徴

事業概要

会 場

１４号教室
Ｆ

１４号教室
Ｆ

１３号教室
Ｅ

カテゴリー

営業系

営業系

営業系

営業系

職 種

個人向け営業
（得意先が中
心）

個人向け営業
（新規開拓先
が中心）

個人向け営業
（新規開拓先
が中心）

個人向け営業
（新規開拓先
が中心）

企業名

仕事内容

この仕事のやりがい

不動産仲介業（賃貸・売買）を中心に賃
貸管理業、近年では大分県内の各行政か
ら住まいに関わる公共事業を受託するな
ど幅広く不動産に関する仕事を行ってお
ります。
その中でお部屋探しにお越しになられた
お客様のご接客や物件所有者様へのご提
案。入居中のお客様のお困りごとの対
応、お部屋のリフォーム提案などグルー
プ会社を含め住まいに関わるサービスを
ワンストップでご提供しております。

何といってもお部屋を探されている方
からの直接の有難うのお言葉や物件所
有者様と一緒にお部屋を考え、良いお
部屋を作り入居が決まり感謝の言葉を
頂いた瞬間などは喜びを感じることが
できると思います。また、売買などに
なりますと一生の中で最も大きなお買
い物である場合や思い出の詰まったお
うちを次の方に引き継いでいくお手伝
いになりますので、売買が成立した際
に喜びや安心感を共有できることがや
りがいだと思います。

・モデルハウスにご来場いただいたお客
様をご案内し、要望をヒアリングしま
す。
・ヒアリング内容に沿った商品を提案
し、お客様と商談を重ね、契約をいただ
きます。
・契約をいただいた後もお客様のアフタ
ーフォローを行います。

活躍している人材の特徴

事業概要

段取り上手な方（計画的にかつ
スピード感を持った行動ができ
る方）
人とかかわる事が好きな方（社
外、社内問わず積極的にコミュ
ニケーションを取れる方）

大分県、福岡県に計１６店舗を展開する総
合不動産業会社となります。賃貸仲介業、
賃貸管理業、売買仲介業、自社販売、公共
事業（PFI 事業）等、住まいに関わるサー
ビスをグループ会社４社とともにワンスト
ップでご提供しております。社員数も別大
興産で２００名を超えグループ会社含める
と約２９０名と毎年社員数も増え続けてお
ります。今後も積極的に福岡県での出店を
進めるなど成長を続けてまいります。

1. お客様それぞれ要望・境遇が違うの
で全く同じ内容の提案がないこと。
2. お家を引き渡す際は、お客様がとて
も喜ばれ『ありがとう』と感謝される
こと。
3. 自分の頑張りがきちんと数字で見え
ること。また、還元されること。

1. 自分の個性・人の個性を理
解、尊重している人
2. 自己管理が出来る人
3. 情報の正誤の判断が出来る人

木造注文住宅の施工販売をしております。
株式会社ユニバーサルホームのフランチャ
イズに
加盟し、大分県内を中心に営業店を展開中
です。
創業から現在までで累計 3,300 棟以上お
家を引き渡しております。

株式会社豊後企画ホール
ディングス

インターネットや電話でお問い合わせを
された方や直接来店されたお客様のお部
屋探しのお手伝いをします。お客様のご
希望の条件のヒアリングから物件の提
示、ご案内、契約まで行います。どのよ
うなライフスタイルなのか、引越し先で
はどのような生活がしたいのかを考えな
がら、それぞれに合った提案をしていき
ます。進学、結婚、出産などを機に来店
されることが多く、人生の一大イベント
に携わる事ができる仕事です。

お部屋を決めたお客様からの感謝の言
葉はもちろんですが、入居申込み報告
の際に不動産オーナー様の喜ぶ声を聞
けたときはやりがいを感じます。ま
た、リピーターのお客様も多く、カッ
プルで入居したお客様が結婚や出産で
またお部屋探しに来てくださる方もい
らっしゃいます。

・誰とでも分け隔てなく話せ
る。
・笑顔が魅力的
・聞き上手
・提案力がある。
・想像力が豊か
・知識が豊富
・お客様の気持ちに寄り添うこ
とができる。

賃貸仲介、賃貸管理、売買仲介、資産コン
サルなどを中心とした㈱豊後企画集団を核
に、新築戸建やリノベーションの㈱豊後建
築工房、教育・旅行・賃貸保証の㈱豊後ド
リームラボと、住生活に関わることならす
べて豊後企画ホールディングスでご提案や
解決ができる仕組みを構築しています。

株式会社別大興産

不動産仲介業（賃貸・売買）を中心に賃
貸管理業、近年では大分県内の各行政か
ら住まいに関わる公共事業を受託するな
ど幅広く不動産に関する仕事を行ってお
ります。
その中でお部屋探しにお越しになられた
お客様のご接客や物件所有者様へのご提
案。入居中のお客様のお困りごとの対
応、お部屋のリフォーム提案などグルー
プ会社を含め住まいに関わるサービスを
ワンストップでご提供しております。

何といってもお部屋を探されている方
からの直接の有難うのお言葉や物件所
有者様と一緒にお部屋を考え、良いお
部屋を作り入居が決まり感謝の言葉を
頂いた瞬間などは喜びを感じることが
できると思います。また、売買などに
なりますと一生の中で最も大きなお買
い物である場合や思い出の詰まったお
うちを次の方に引き継いでいくお手伝
いになりますので、売買が成立した際
に喜びや安心感を共有できることがや
りがいだと思います。

段取り上手な方（計画的にかつ
スピード感を持った行動ができ
る方）
人とかかわる事が好きな方（社
外、社内問わず積極的にコミュ
ニケーションを取れる方）

大分県、福岡県に計１６店舗を展開する総
合不動産業会社となります。賃貸仲介業、
賃貸管理業、売買仲介業、自社販売、公共
事業（PFI 事業）等、住まいに関わるサー
ビスをグループ会社４社とともにワンスト
ップでご提供しております。社員数も別大
興産で２００名を超えグループ会社含める
と約２９０名と毎年社員数も増え続けてお
ります。今後も積極的に福岡県での出店を
進めるなど成長を続けてまいります。

株式会社別大興産

株式会社 TOPHOME
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会 場

１３号教室
Ｅ

１３号教室
Ｅ

１３号教室
Ｅ

１３号教室
Ｅ

カテゴリー

職 種

企画・マーケ 調査・マーケ
ティング系
ティング

企画・マーケ 商品企画・プ
ティング系
ランニング

企画・マーケ 商品企画・プ
ティング系
ランニング

企画・マーケ 営業推進・販
ティング系
売促進

企業名

株式会社オーシー

大分バス株式会社

株式会社ワンチャー

大分バス株式会社

仕事内容
当社は、クレジットカードの決済機能を
持ったカードを企画、発行する業務を行
うクレジットカード会社です。大分県の
お客様の動向等を調査研究し、新商品の
開発、販促等様々な企画を行っていま
す、どのようにしたら大分県のお客様の
ニーズに応えられ、またカード加盟店に
お客様を誘導できるか等も考えなければ
なりません。当社も民間企業なのでどう
すれば利益が出せるのか等課題はたくさ
んありますが、当社スタッフだけでなく
広告代理店や関連会社のスタッフと協力
して対応しています。

この仕事のやりがい

活躍している人材の特徴

事業概要

会 場

市場調査の内容に基づきニーズを把握
し、商品企画に反映させます。しか
し、会社や自分たちの思いと調査結果
が異なることもあります。この様な時
にも市場調査の結果を考慮しながら自
分たちの考えを交え、双方が納得でき
る答えを目指します。企画商品が販売
できた時や、お客様からいいねと言っ
てもらえた時には感激です。

何事にも興味を持ち、様々な事
にチャレンジしていく行動力が
必要です。また、しっかりした
分析を行い、集まったデータか
ら何が分かり、それをどの様に
活用するのかといった発想力も
必要です。分析自体は忍耐力が
必要となる地味な仕事ですが、
スタッフのそれぞれ得意分野を
活かすために、数人のスタッフ
と協働して企画することも多く
あるため、協調性も必要です。

バス事業における、乗合バスの利用促進
法人営業、貸切バス利用に向けた旅行代
理店法人営業、関連事業（広告・保険事
業）の個人向（得意先営業）
、バス事業
における、企画・管理・窓口販売業務
（バス運行計画、バスツアー企画・案内
所窓口販売など）
、関連事業（飲食店
舗）における店舗運営、バス乗務員（運
転職）

公共交通機関として地域の方々の暮ら
しを支える役割を担い、地元大分の発
展に貢献できる
仕事である。

地元や地域に貢献したいと考
え、大分の発展に力を発揮し自
身も成長していける方。
人と接することが好きで、その
人のために行動できる方。
常に前向きに取り組み、多様な
意見を素直に受け止め対応でき
る、積極性や柔軟性のある方。

大分県中南部に路線網を展開する一般乗合
バスをはじめ、大分県と他県を結ぶ高速・
特急バス、団体旅行や学校行事などでご利
用いただく貸切バス、各種イベント時の臨 ２４号教室
時バス等あらゆる形態のバスの運行を行っ
ています。バス事業以外にも、広告代理事
Ｊ
業、旅行代理事業、レンタカー、吉野家飲
食事業など幅広く事業展開を行っていま
す。

商品情報の収集、分析、製造企画、販売
企画を行う。
そして、そのプロジェクトを実行する。

実用品と伝統工芸技術を融合させた製
品を創り出し、世界中の人に販売する
ことによって
購入者に喜びを与えるとともに、伝統
工芸技術の継承と発展を行うことがで
きる。

社員の 80%がさまざまな国籍の
もと留学生であり、さまざまな
文化の中でグローバル感覚を持
って、楽しみながら好奇心を持
って仕事をしている。

文具、主として万年筆や腕時計の製品開発
と国内外への販売。

公共交通機関として地域の方々の暮ら
しを支える役割を担い、地元大分の発
展に貢献できる
仕事である。

地元や地域に貢献したいと考
え、大分の発展に力を発揮し自
身も成長していける方。
人と接することが好きで、その
人のために行動できる方。
常に前向きに取り組み、多様な
意見を素直に受け止め対応でき
る、積極性や柔軟性のある方。

大分県中南部に路線網を展開する一般乗合
バスをはじめ、大分県と他県を結ぶ高速・
特急バス、団体旅行や学校行事などでご利
用いただく貸切バス、各種イベント時の臨 ２４号教室
時バス等あらゆる形態のバスの運行を行っ
ています。バス事業以外にも、広告代理事
Ｊ
業、旅行代理事業、レンタカー、吉野家飲
食事業など幅広く事業展開を行っていま
す。

バス事業における、乗合バスの利用促進
法人営業、貸切バス利用に向けた旅行代
理店法人営業、関連事業（広告・保険事
業）の個人向（得意先営業）
、バス事業
における、企画・管理・窓口販売業務
（バス運行計画、バスツアー企画・案内
所窓口販売など）
、関連事業（飲食店
舗）における店舗運営、バス乗務員（運
転職）
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OC カードやトキハカードといったクレジ
ットカード事業をベースに、カードローン
や商品券の発行などお客様のあらゆるニー
ズに対応した消費者信用事業を展開してお
ります。現在では加盟店数１万店、カード
会員数２２万人という地方信販会社として
はトップクラスの規模に成長しています。
（九州に本社のある信販会社では当社がト
ップです。
）

２４号教室
Ｊ

２４号教室
Ｊ

カテゴリー

職 種

事務・管理系 一般事務

事務・管理系 一般事務

貿易事務・国
事務・管理系
際事務

企業名

大分県

大分市役所

鶴崎海陸運輸株式会社

仕事内容

この仕事のやりがい

活躍している人材の特徴

事業概要

県政の総合企画、地域振興、国際政策、
社会福祉、保健衛生、環境保全、防災対
策、商工業振興、農林水産業振興、社会
基盤の整備など、県行政のあらゆる分野
の業務に従事します。職務内容も、県の
将来を見据えた各種施策の企画立案のほ
か、予算、経理、庶務などの内部的なも
のから、県税の賦課徴収、県政の広報、
公共事業の用地取得など、対外的なもの
まで多岐にわたります（行政・一般事
務）。

事業の成果が現れ、喜ぶ人の顔が見ら
れることは大きなやりがいです。地域
の実情に応じた施策が求められるた
め、業務の中で地域のことを深く知る
ことができ、自分の知らない分野で活
躍する人と出会う機会にも多く恵まれ
ています。

大分県をより魅力あふれる地域
へと発展させていく高い志を持
ち、何事にも粘り強く、周囲と
協力しながら挑戦していける
人。また、 県職員として高い見
識と専門的な知識を持ち県民の
ニーズに応えていける人。

大分県長期総合計画「安心・活力・発展プ
ラン 2015」にもとづき、県民生活の課題
解決や地方創生などに取り組む。

本市では、大分市を担うにふさ
わしい目指すべき職員像を次の
とおり掲げています。
・公務員としての誇りと使命
感、高い倫理観を有し、自らの
能力の向上等に努める職員
・社会環境の変化に迅速に対応
し、積極的にチャレンジしなが
ら成長を続ける職員
・市民の視点を持ち誠実に職務
を遂行するとともに、地域づく
りに貢献する職員

本市は、昭和 38 年３月に、大分市、鶴崎
市、大南町、大分町、坂ノ市町、大在村の
６市町村が合併し、大分市が発足しまし
た。その後、平成 17 年１月に佐賀関町、
野津原町を編入し、現在の大分市となって
います。
令和 4 年４月１日現在の職員数は 3,380 名
で、令和 4 年度の機構は 16 部局 99 課 56
課内室 358 グループあります。
令和 4 年度の当初予算規模は、一般会計で
2,032 億 6,000 万円、特別会計で 1,003 億
300 万円、水道事業会計で 185 億 3,600 万
円、公共下水道事業会計で 268 億 3,300 万
円、総予算額で 3,489 億 3,200 万円となっ
ています。

◎いろんなことに興味を持ち、
失敗を恐れず果敢に挑戦してい
る人。
◎世界的な視野を持ち、また柔
軟な発想で、新しい挑戦のでき
る人。
◎多くの人とコミュニケーショ
ンを取ることができる人。
以上のことを兼ね備えた方が当
社で活躍している人の特徴とい
ます。

全国でも主要な貿易拠点として、活発な取
引が行われている大分港にて当社は、日々
世界を感じながら仕事を展開しています。
貿易の要とも言える分野で経済を支え動か
し、物流を通じて地域社会の発展へ貢献し
てきました。また大分の海の玄関口を任せ
て頂いているという誇りの裏側には、これ
までに築いてきた大手国内企業との信頼と
実績があります。
また当社は、大分と世界を繋ぐ重要な役割
を担うほか、年間 1,900 隻以上の外航船に
対するポートサービス（入出港作業サービ
ス）や通関業務などを手掛ける港湾事業、
日本製鉄・大分石油化学コンビナート・
ENEOS 各社での構内作業請負事業、システ
ム事業や石油販売事業など、幅広く事業を
展開しています。

地方公務員の仕事内容は多岐にわたりま
すが、例えば、住民票等各種証明の管
理・発行や税の賦課・徴収、子ども、障
がい者、高齢者等への各種サービスの提
供などの窓口業務や公民館、小中学校、
保育所、道路、河川その他の公共施設の
建設及び管理などの業務があります。

市民と接する機会が多いこともあり、
業務の中で対応した市民等から感謝さ
れたとき。
事業、イベント等を成し遂げたとき。

大分港における船舶代理店業務では、外
航船が貨物の輸出入を行う為に入港して
から円滑に出港するまでの書類の手続き
を行います。また、着桟時には乗船し今
までメールのやりとりをしていた船長や
乗組員と実際に顔を合わし、コミュニケ
ーションを取りながら仕事をします。
通関業務では、主に大分港で輸出入され
る貨物を扱っています。原料や工業製
品、一般雑貨など様々な商品があり、そ
れらの貨物を輸出入するために、通関手
続きが必要です。通関には専門的な知識
が必要なため、通関業者が輸出入者の代
理で手続を行います。また、輸出入する
貨物の陸送手配や、その他輸出入に関す
る手続・書類作成等も輸出入者の代理で
行います。

船の大分入港から出港するまでの全て
の仕事に関わった時に、
「自分無しでは
この船は大分で貨物の輸出入を行うこ
とが出来なかったのか」とふと考え、
大きな責任を認識し、やりがいを感じ
ます。そして、その船が出港していく
後ろ姿を見た時は言葉では表すことが
できないくらいの達成感を味わうこと
ができました。これが今でも私のモチ
ベーションにつながっています。
またこの仕事の面白いところは、大分
にいながら様々な国の様々な商品と触
れることができるところであり、職場
内では様々な国の地名や商品の名前が
飛び交っています。アジア・中東・ヨ
ーロッパにかけて、またおなじみの製
品から聞き慣れない製品まで、大分港
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会 場

共用演習室
３－２
Ｓ

共用演習室
３－１
Ｒ

会議室２
Ｔ

カテゴリー

職 種

事務・管理系 医療事務

事務・管理系 宣伝・広報

人事・教育・
事務・管理系
労務

事務・管理系 総務・業務

企業名

仕事内容

この仕事のやりがい

どちらの業務も基本的には机上での業務
ですが、実際に現場へ行き貨物を見るこ
ともあり、大分港の貿易を支えているこ
とを肌で感じることが出来ます。

でも貿易が盛んに行われていることを
実感できます。どのような商品がどこ
の国からどのように輸入されるのか知
ることができ、また身近に売られて商
品も扱うこともあり、その裏側を知る
ことが出来ることは非常に面白いとこ
ろです。
さらには、様々な商品を扱うため幅広
い知識が身につきます。取扱貨物がど
のような貨物なのか知っておく必要が
ありますが、自ら調べたたり荷主に聞
いたりする中で覚えていくため、毎回
色々な発見があり、日々勉強になって
います。

活躍している人材の特徴

事業概要
2022 年 4 月に創業 62 年を迎えた今、これ
からも地域社会とともに成長を続けていき
ます。

社会医療法人財団 天心
堂

窓口としてのフロントマネージメント
医療費の請求業務
医療制度に基づく手続きのお手伝い

患者さんより感謝された時、やりがい
を感じます。

患者さんの訴えを傾聴できる優
しさと探求心を持ち続ける人

保健・医療・福祉・保育施設の運営（病院
１８８床、診療所、健診 センター・老
健・有料施設１８９床、デイサービス、訪
問看護、介 護相談、保育所 等）

株式会社テレビ大分
（TOS）

・テレビ番組を地上波、WEB（HP）
、アプ
リ（プレゼント企画）
、SNS（Twitter、
LINE）
、新聞（ラテ欄・広告）などで宣
伝し、県内の人にテレビ番組を見てもら
えるように広報活動をしています。
・番組や局のポスターデザインを考える
等。

・力を入れて広報をした番組の視聴率
が上がった時は嬉しい。
・自分達が一からデザインを考えたポ
スターが社屋に掲出されたり、自分が
入力した番組内容が直接 EPG(電子番組
表)に反映されるなど、仕事の成果が目
に見える形で現れるため、達成感があ
ります。

2021 年 4 月入社の新人ですが、
年次の近い先輩・同僚、上司か
らのアドバイスや協力をもらい
ながら、しっかりと目の前の業
務を遂行しています。素直な心
と強い責任感を持ち合わせた才
媛です。

1970 年 4 月 県内 2 番目の民間放送局と
して開局した、大分県を放送対象地域にテ
レビ放送事業を行っている特定地上基幹放
送事業者です。日本テレビ／フジテレビの
両系列の番組を放送している全国的にも珍
しいクロスネット局です。

大分交通株式会社

当社における人事課の仕事は、採用（新
卒、中途、派遣）
、退職、給与計算、社
会保険、労務関係（労働組合との交渉な
ど）
、厚生関係（定期健康診断、慶弔関
係など）
、社内規定整備（法令改正対応
など）
、社員研修、社内諸問題への対
応、社内報編集等々幅広い分野の業務を
担当しています。

どのような業務であっても、少なから
ず「やりがい」はあると思いますし、
人事の業務にもそれぞれ違った「やり
がい」はあります。例えば、採用で
は、実際に採用した社員が、仕事をし
ていく中で、成長した姿を見せてくれ
るだけで、大きな「やりがい」を感じ
ることができます。

幅広い分野を担当するので、視
野が広いことは重要です。ま
た、専門的な知識も多々必要と
なるので、学ぶことが好きなこ
とも大切です。

当社は、路線バス、貸切バスなど、バスに
よる旅客運輸業が主幹事業ではあります
が、ドコモショップを展開する通信事業や
社有地の再開発を進める不動産事業など多
岐に渡る事業を展開しています。

不動産仲介業（賃貸・売買）を中心に賃
貸管理業、近年では大分県内の各行政か
ら住まいに関わる公共事業を受託するな
ど幅広く不動産に関する仕事を行ってお
ります。
総務業務としては会社と社員が働きやす
い環境を整備するため幅広い業務となり
ます。具体的には就業規則などの整備や

総務部のお客様と言えば一緒に働く社
員になります。もちろん仲間でもあり
ますがお客様でもありますので、社員
というお客様が一番働きやすく別大興
産で仕事をすることを誇りに思えるよ
うな環境整備を行っていきます。もち
ろんルーティン業務もありますが意外
とこれまでしてこなかった新たな取り

段取り上手な方（計画的にかつ
スピード感を持った行動ができ
る方）
人とかかわる事が好きな方（社
外、社内問わず積極的にコミュ
ニケーションを取れる方）

大分県、福岡県に計１６店舗を展開する総
合不動産業会社となります。賃貸仲介業、
賃貸管理業、売買仲介業、自社販売、公共
事業（PFI 事業）等、住まいに関わるサービ
スをグループ会社４社とともにワンストッ
プでご提供しております。社員数も別大興
産で２００名を超えグループ会社含めると
約２９０名と毎年社員数も増え続けており

株式会社別大興産
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会 場

会議室２
Ｔ

２８号教室
Ｎ

２８号教室
Ｎ

３１号教室
Ｏ

カテゴリー

事務・管理系

職 種

財務・経理・
会計

物流・在庫管
事務・管理系
理

クリエイティ
デザイナー
ブ系

企業名

江藤産業株式会社

株式会社デンザイ東亜

株式会社高山活版社

仕事内容

この仕事のやりがい

働く上での福利厚生の制度設計、法令対
応、取締役会の準備や会社イベントの企
画から実行など多岐にわたります。ちな
みに別大興産では一般的な企業の人事部
や経理部、広報部、法務部、新規事業な
ど多種の業務を総務部として対応してお
ります。

組みについて企画したり実行に移すた
めの調整を行ったりと企画力、交渉力
等多様な能力が求められますので自分
の企画や仕事がうまくいったときには
やりがいを感じることができると思い
ます。

活躍している人材の特徴

事業概要
ます。今後も積極的に福岡県での出店を進
めるなど成長を続けてまいります。

○エネルギー関連
・LPG(液化石油ガス)の供給(民生用・産業
用) 、
水素自動車用水素供給、
電力の販売、
エネルギー関連機器の販売
３１号教室
○住空間関連
・住宅店舗等の新築及びリフォーム施工、
Ｏ
大型マンション・アパート建設、住宅設備
機器販売

江藤産業㈱及び関連会社の経理業務全般
月次決算管理（売上・仕入・経費等の管
理及び精算）
資金管理業務（現金・預金の管理、金融
機関折衝 など）
年次決算業務・予算編成業務

お金の流れを把握して、数値化・管理
することが中心の業務となるため、会
社の経営に携われることがこの仕事の
魅力です。

デスクワークが中心となるの
で、事務処理能力の高い社員が
活躍しています。
また、様々な部署との連携が求
められるため、客観的な視点や
コミュニケーション能力も求め
られます。

物流・在庫管理
・商品の仕入れ（発注、納期管理）
、入
荷、在庫管理、配送などの営業サポート

大分県内物件の建設業務にて携わった
仕事となります。
様々な電設資材（商品）が、各現場で
工事会社様の手によって取付られ建物
等が完成し、お客様から笑顔で「あり
がとう」と言って貰えた時の達成感。

明るく、素直で協調性がある人
コミュニケーション能力が高い
人
興味をもち取り組みができる人

・電気、住宅設備機器の総合卸売業
主な販売先は大分県内の電気工事会社様
及び設備工事会社様、そのほかには工場関
係及びハウスメーカー、工務店等へ直需販
売もしています。

・印刷物を通して情報を伝えるだけでな
く、作り手の気持ちや想いも伝えられる
モノづくりを心がけています。作り手で
あるお客様がなぜご注文の印刷物を作ら
れるのかに対して、知識と経験と想像力
で、その答えや力になれるように、文
字、デザイン、レイアウト、用紙、印刷
色、印刷方法など様々な形で答えを探し
提案します。弊社では活版印刷という昔
の印刷技術を高い精度で印刷ができ、外
部デザイナーと活版印刷も活かしたモノ
づくりを展開しています。
・弊社のデザイナーのお仕事は、伝票・
封筒・冊子などの制作が中心です。
・また、社内の商品開発プロジェクト、
営業プロジェクト、広報プロジェクトの
運営に関わり、自分の知識やリサーチし
た情報をもとにチームで力を合わせて知
恵を絞り、課題解決や自分と会社の未来
に向けてクリエイティブな活動をしま
す。

お客様の業務や売り上げやお役に立つ
ことを目指したモノを作り、その結果
をお客様が喜んでくれることがやりが
いだと思います。また弊社でしか作れ
ないモノを外部デザイナーや作り手の
考えやリクエストに応えながらモノを
作り出せた時の達成感は大きいです。
弊社デザイナーは、持ち込まれたデザ
インを正確に印刷できるようにデータ
の細部まで確認し加工もしたりしま
す。印刷では、希望されている用紙に
希望されている色を刷るためにインキ
を練るところから取り掛かり、断裁、
仕上げ加工と出来上がるまでに時間と
手間がかかりますが、だからこそお客
様が満足していただけます。

明るい挨拶ができる 素直な気
持ちを持っている、
壁にぶつかったときに、改善点
や反省点を見つけようとする気
持ちがある

創業 110 年を迎えた大分県大分市にある印
刷会社です。
・事務用印刷物(伝票、封筒、
名刺、冊子、カルテなど) ・婚礼印刷物
(結婚式の招待状、席次表) ・現代では珍
しい活版印刷による名刺の印刷 ・自社ブ
ランド「高山活版室」
（活版印刷によるレ
ターセット、領収書、ノートなどのステー
ショナリーグッズ）の製造販売 ・オリジ
ナル防災アイテム「あったか銀紙」(東急
ハンズ・九州道の駅にて販売中)・オリジ
ナルノート「NOT A NOTE」の製造販売。
社員それぞれが印刷に関わるプロとしての
高い意識を持ち、活版印刷という昔ながら
の印刷方法と現代の印刷方法も活かして、
情報と想いを伝えるモノづくりをしていま
す。
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会 場

３１号教室
Ｏ

多目的室２
Ｄ

カテゴリー

職 種

クリエイティ
編集・制作
ブ系

クリエイティ 記者・ライタ
ブ系
ー

ＩＴ系

ＩＴ系

システムエン
ジニア

システムエン
ジニア

企業名

仕事内容

この仕事のやりがい

活躍している人材の特徴

事業概要

おおいたインフォメーシ
ョンハウス株式会社

月刊・シティ情報おおいた、生活情報マ
ガジン「モグモグ」
、大分の大人の情報
源「セーノ！」
、別冊で「ランチパスポ
ート」
「おおいた女子旅」
、
「リフォーム
＆リノベーションの情報誌 Re：住む（リ
ズム）
」ほか、学生の皆さんにもぜひ読
んでいただきたい「就活応援マガジン
BeCAL（ビーカル）
」など大分の情報誌を
編集・発行しています。もちろん広告営
業も行います。ほかにも建築家との家づ
くりをサポートする事業「建てようネッ
ト大分」や、自治体や企業のパンフレッ
ト制作、イベント企画運営、広告代理業
務なども行います。web ポータルサイト
「OITA Drip.（オオイタドリップ）
」の
サイト、Instagram も運営しています。

大分のお店、流行など、新しい情報を
いち早くキャッチでき、いろいろな人
に会えて、ここでしか経験できないこ
と、知り得なかったことがたくさんあ
ります。大分を楽しくするアイデアを
提案し、実際に形にすることも可能で
す。

何にでも好奇心を持って向き合
える人。大変なことでも「楽し
さ」に転換できる人。
「人に伝え
る」ことが好きな人。笑顔を心
掛け、明るく、あいさつがきち
んとできる素直な人。何か「こ
れ！」という強みを持っている
人。サービス精神が旺盛で、臨
機応変、柔軟。全部持ってなく
ても大丈夫です。いろんな人が
います。

編集・営業・出版、出版事業企画代行、広
告代理業務、印刷物（ポスター、パンフレ
ット）企画制作、イベント企画運営、web
サイト運営

OBS 大分放送

大分県内の様々な出来事を取材・編集し
てニュースとして放送する。ニュースキ
ャスターも兼任し、わかりやく伝える。
スポーツ実況やラジオ番組も担当。

日々の取材を通して様々な人に出会え
ること
その道のプロに話を聞けること

取材対象と信頼関係を築き、情
報を入手できる人
相手の発言や行動の真意を汲み
取って裏側を考えられる人

テレビ・ラジオなど放送事業、広告宣伝業
務、放送に関する各種事業、関係出版図
書、その他

開発補助（コーディング、動作確認試験
など）

ソフトウェア開発において、自分の思
い通りに動作した時に、大きな喜びを
得ることができます。
何よりも、開発したものをお客様に喜
んで頂けることがやりがいです。

・自主的に考えて行動できる
方。
・努力できる才能のある方。

弊社は、システム開発の上流工程からワン
ストップで行う事業をメインに行っており
ます。
上流工程とは、お客様のお困りごとの相談
から始まり、問題解決に向けた提案までの
プロセスです。そこから実際にお困りごと
をソフトウェアで解決できるか検討を行っ
たあと、開発、納品、保守業務までを一貫
して行います。

環境検査機関様向けパッケージソフト、
医療・健診向けパッケージソフト、病
院・介護向け「みまもりシステム」の開
発及び販売、保守サポート
各種ソフトウェアの受託開発
テレワーク関連ソフトウェアの導入

お客様の“ありがとう”がやりがいに
繋がります。プロジェクトの中には苦
労をしてシステムを作ることもありま
す。打合せや開発・テストを繰り返し
行うこともありますが、導入後にシス
テムを入れてよかった。ありがとうと
言われると嬉しいです。
また環境に携わるシステムなので環境
に関われていることもやりがいの一つ
です。

コミュニケーション能力のある
人です。システムエンジニアや
プログラマーはパソコンに向か
って一日中作業するイメージを
持たれますが違います。目に見
えないソフトウェアを作り出す
ために、お客様や社員で打ち合
わせを重ねていきます。よって
会話も多いのでコミュニケーシ
ョン能力は大事です。

大分に本社を構え東京、大阪の３拠点で事
業を展開しています。20 年以上前から環
境分野に特化したパッケージソフトの開
発・販売に取り組み、現在では国内シェア
№１です。他にも医療・福祉向けのシステ
ムまでさまざまなソフト・システムの設
計・開発も行っています。

株式会社アーネット

株式会社エイビス
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会 場

多目的室２
Ｄ

多目的室２
Ｄ

４１号教室
Ｕ

４２号教室
Ｖ

カテゴリー

ＩＴ系

ＩＴ系

ＩＴ系

職 種

システムエン
ジニア

システムエン
ジニア

システムエン
ジニア

企業名

大分部品株式会社

株式会社 地域科学研究
所

株式会社ザイナス

仕事内容
ECU に搭載するマイコンに組み込むソフ
トウェア開発（設計・評価）の業務を行
います。設計業務では、客先および ECU
システムのソフトウェアへの要求事項の
分析から始まり、ソフトウェア構造の設
計、およびソフトウェアの各部品の設
計・コーディングを行います。評価業務
では、コード記述の評価、ソフトウェア
の部品単体の動的評価、ソフトウェア部
品を結合した環境での動的評価、ソフト
ウェアを ECU に搭載した環境での動的評
価を行います。
システム・サービスの設計から運用ま
で、開発プロセスの中心を担います。提
案・企画時のアイデア出し、実現可能性
検討も、他チームと協力して行い、開発
は進行管理含め自社内で行っており、提
案時からさらなる改善や、運用に向けた
工夫なども視野に入れ、常に検討し、試
行錯誤しながら進めます。

この仕事のやりがい

活躍している人材の特徴

担当している業務に関わる社内
弊社で設計/評価したソフトウェアを搭 外の人に積極的に声掛けする方
載した自動車を街中で見かけると、
「こ が活躍している傾向がありま
の車の開発に携わることができたんだ す。そのような方は、気になっ
なぁ」という実感と共に、達成感を味 たことや問題点に対し、一人で
わうことができることに、やりがいを 抱え込むことなく、また問題点
の原因・対策を携えたうえで関
感じることができます。
係者に相談しているため、効率
的に問題解決に至っています。

事業概要

自動車用電子部品組立、自動車用低圧電線
製造、電子開発設計、介護の 4 つの事業を
展開しています。
電子開発設計室では、自動車に搭載される
電子制御ユニットのソフトウェア設計/評
価を行う「ソフトウェア開発部」とグルー
プの各開発拠点で開発した電子製品の信頼
性評価を行う「評価技術部」があります。

会 場

４２号教室
Ｖ

自分の力で社会貢献を実践した
いと思っている人。
「もっといいやり方はないか
な？」と常に問題意識を持って
いる人

自分を常にチャレンジングな状況に置
き、アップデートし続ける。まだ無い正
解を創るのがシステムエンジニアです。

地方公共団体向けシステム開発をしていま
す。地方自治体の課題に寄り添った DX（デ
ジタルトランスフォーメーション）
の設計・
構築サポート、行政×AI（人工知能）シス
テム×まちづくり、３DGIS（地理情報シス ４２号教室
テム）
、行政デジタル化、オンラインシステ
ム、行政サービスのグランドデザイン、AI
Ｖ
システム構築、地方ブランド構築、まちづ
くりワークショップ、ビックデータ解析を
通して、地方の課題解決、魅力創造に取り
組んでいます。

システムエンジニア（主に募集）
業務系、Web 系のシステム・ソフトウェ
ア開発における企画～設計、開発などを
一気通貫で提供しており、早期から上流
工程も経験できます。エンドユーザー様
との直接契約案件の対応が中心です。
※使用言語／ Java、VB.net、C#、PHP、
など
インフラエンジニア
・ネットワーク設計・構築・テスト・運
用設計、システムインフラ基盤設計およ
び構築
・DB 設計・構築・テスト・運用設計
・各種サーバー及びクライアント端末と
いったシステムインフラの企画や顧客へ
の提案等
・アプリケーションの開発内容に応じた
クラウドサービスの選択や設計

• チームの力で課題を解決でき
る人
• 自分の手で世の中を変えてい
くことに興味がある人
• 新しいもの・ことに興味を持
ち常に学んでいける人
• 変わっていくことを楽しめる
人

私たちは、大分県発の IT サービス企業で
す。システムに関わる幅広い業務に対して
の技術を提供しています。ザイナスという
社名は「人材を育成して財を成し、社会に
貢献する」が由来。
「大分から世界へ・世界
一の技術者集団」を目指してザイナスが開
発するシステムに関わるすべての人たちが
大きく成長できる、そんな会社つくってい
きます。
・事業内容
□システム開発
システム・アプリ開発
IT エンジニアソリューション
ローコード開発
ホームページ制作
□IT 先端事業
DX
IoT

仕事を通して社会貢献、地域住民の
方々のお役立ちが実感できる。お客様
の反応を直接感じることができるとこ
ろ。お客様と一緒に作り上げる感じで
仕事ができる。

業務系、Web 系のシステム・ソフトウ
ェア開発における企画～設計、開発な
どを一気通貫で提供しており、早期か
ら上流工程も経験でき、お客様のニー
ズを直接反映できることが大きなやり
がいに繋がると思います。また、先端
技術を活用した社会課題解決、教育事
業への進出など、様々な分野で地域、
国内外に影響を与えられ、自分自身の
したいことがきっと見つかります。
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４２号教室
Ｖ

カテゴリー

職 種

企業名

仕事内容

この仕事のやりがい

活躍している人材の特徴

先端技術エンジニア（若干名）
先端技術を活用した基礎研究やモデル構
築、開発などを経験でき、新規事業開発
や自社製品開発に携わることができま
す。
※使用言語／Python、PHP、JavaScript
など

ＩＴ系

IT 系

IT 系

システムエン
ジニア

プログラマー

プログラマー

モバイルクリエイト株式
会社

株式会社 地域科学研究
所

株式会社 fuzz

「モバイル」と聞くと何を思い浮かべま
すか？おそらく、ほとんどの方は、スマ
ホを思い浮かべることと思います。弊社
が提供するモバイルは一般的にイメージ
されるスマホではありません。弊社は、
タクシーやバス、トラックといった「交
通インフラ」を、ＩＴの力で便利で安全
なものにする「システム」を、ソフトか
らハードまで一貫して設計開発していま
す。
プログラミングは、システム、サービス
の仕様やお客様に影響を与える重要な部
分です。
自分が書いたコードで実際にシステムが
動く喜びは格別です。「自分の技術が上
がる＝世の中をより便利にできるサービ
スが作れる」という認識で仕事が出来る
のは、モチベーション維持にも繋がりま
す。
分からないことはまずは自分で解決しよ
うとする問題解決力を身につけ、世の中
の役に立っているという実感を持てま
す。

・ゲームコンテンツ（家庭用、PC、スマ
ートフォン）の開発
・ライブ配信プラットフォームの開発
・学校教育用アプリなど、ゲーム以外の
コンテンツの開発

事業概要

会 場

産学官連携による共同研究開発
□各種パッケージ開発
寮管理システム
PITCOM
□開発事例
HEYAZUKE
□教育事業
学校向け ICT 教育
社会人向けイノベーション教育
弊社が手掛けてきたシステムは、お客
様企業から注文を頂いたものをつくる
「受託開発」ばかりではありません。
弊社の成り立ちから、世の中にない新
しい価値をもったシステムを「自社開
発」することに力を入れて参りまし
た。それゆえ、誰も真似できないこと
に挑戦することは容易ではありません
が、成長と達成の喜びは格別なものが
あります。

仕事を通して社会貢献、地域住民の
方々のお役立ちが実感できる。
お客様の反応を直接感じることができ
るところ。
お客様と一緒に作り上げる感じで仕事
ができる。

・東京と地方の給与格差が無く、能力
や貢献度で平等に評価されること
・地方に住んでいながら、規模の大き
なプロジェクトで働けること
・リモートワーク、オフィスワークの
選択は本人の自由であること
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弊社の開発は「自社開発」が多
く、世の中にない価値をもった
システムにチャレンジすること
も多いです。よって、強い「探
求心」を持ち、納得いくまで追
求するスタンスで仕事に取り組
む方は、間違いなく活躍できる
と思われます。

携帯通信のインフラを活用した移動体通信
網及びＧＰＳを活用した移動体管理システ
ムを提供する移動体通信事業者として、創
業以来、タクシー配車システムや車両動態
管理システム、電子決済システムを主力製
品として、ソフトウェアからハードウェア
までを一貫して開発、販売。「システム構
築を通じ社会のユビキタス化に貢献する」
を合言葉に、着実に事業基盤を拡充してい
ます。

自分の力で社会貢献を実践した
いと思っている人。
「もっといいやり方はないか
な？」と常に問題意識を持って
いる人

地方公共団体向けシステム開発をしていま
す。地方自治体の課題に寄り添った DX
（デジタルトランスフォーメーション）の
設計・構築サポート、行政×AI（人工知
能）システム×まちづくり、３DGIS（地
理情報システム）、行政デジタル化、オン
ラインシステム、行政サービスのグランド
デザイン、AI システム構築、地方ブラン
ド構築、まちづくりワークショップ、ビッ
クデータ解析を通して、地方の課題解決、
魅力創造に取り組んでいます。

・数学が得意であること
・論理的な思考ができること

(1)コンテンツ事業
家庭用ゲーム機やスマートフォン向けのゲ
ームを、独自エンジンを使用して開発して
います。
(2)プラットフォーム事業
既存のプラットフォームの概念に囚われな
い新規サービスをエイベックス・テクノロ
ジーズ社と開発中です。
(3)教育支援事業

４１号教室
Ｕ

３５号教室
Ｑ

３５号教室
Ｑ

カテゴリー

職 種

企業名

仕事内容

この仕事のやりがい

活躍している人材の特徴

事業概要

会 場

「デジタルノート＠クリエイターズ(R)」
を中心に、学校向けにアプリケーションを
開発・提供しています。

IT 系

IT 系

ネットワーク
エンジニア

セールスエン
ジニア

生産・製造・ 生産管理・品
品質管理系
質管理

生産・製造機
生産・製造・
器運用・メン
品質管理系
テナンス

株式会社オーイーシー

株式会社オーイーシー

有限会社東栄工業所

三和酒類株式会社

１．ネットワーク設計：セキュリティや
各種 OS、サーバーなどの幅広い知識が求
められます。顧客対応として設計・提案
能力はもちろん、的確なコミュニケーシ
ョン能力が求められます。
２．ネットワーク構築：ネットワーク設
計書を基に回線の配置などネットワーク
構築を行います。一般的なクラウド、
Web サービス（AWS，Watson）
、5G などの
知識も必要です。

１．お客様に提案した案件を受注でき
たときにまず、喜びを感じるでしょ
う。
２．ネットワークが仕様どおりに繋が
りシステムが無事機能する状態になっ
たら、達成感を感じるし、お客様の問
題が解決すれば感謝されるでしょう。
（モチベーション）

１．物事を論理的に考えられ
る。
２．ネットワークの接続先との
調整ができる。
３．システムをマクロ的に見渡
せる。

ＤＸ導入企画、システムインテグレーショ
ン、ソリューション提案、ソフトウェア開
発・導入・運用支援、ネットワーク構築、
クラウドコンピューティングサービス、デ
ータ入力など。

１．DX 企画：顧客課題を起点に解決策や
新たなる価値創造の手段を模索し、最新
のテクノロジー等を駆使してこれまでに
ない新たなソリューション（解決策）を
企画立案する。
２．ソリューション提案：創出した企画
の価値について、費用対効果を含めて顧
客に対して提案すると共に、運用面やコ
ストなどをトータルでコーディネートす
る。

１．お客様と共に考えた企画提案が採
択された時は何よりもの嬉しさがあ
る。
２．日々生まれる新たな技術や情報を
駆使して提案活動を行う為、常に新し
い事にチャレンジするという点に仕事
のやりがいや面白さを感じる。

１．最新のテクノロジーやビジ
ネストレンドに興味を持ち知識
を増やし続ける力
２．柔軟な発想での企画力やそ
れを伝える情報発信能力
３．自社とお客様とを繋ぐ橋渡
しの役割を担えるコミュニケー
ション力

ＤＸ導入企画、システムインテグレーショ
ン、ソリューション提案、ソフトウェア開
発・導入・運用支援、ネットワーク構築、
クラウドコンピューティングサービス、デ
ータ入力など。

立体自動倉庫の工場製作および現地据付
工事
工場製作は鋼製パイプを切断・組立・溶
接・塗装する鉄工所の仕事です。
現地据付工事は鋼製ラックを重機を用い
て設置する建設業の仕事です。

自分が設計したモノがカタチになった
り、組立・溶接でモノを作り上げたり
とモノづくりの醍醐味を味わうことが
出来ます。
省力化設備の製作に携わることにより
【便利な世の中を陰から支えている】
ことが実感できます。

人の和を大切にする
自己啓発に積極的に取り組んで
いる

コンピューター制御で走行・昇降するスタ
ッカークレーンが荷物を入出庫する「立体
自動倉庫」という省力化設備の棚（ラッ
ク）を専門に製作しています。ネット通販
やコンビニ配送のほかにも医薬品製造や半
導体製造などなど、ロジスティクスの核と
なる製品を製作しています。

・酒類生産設備の運転・保守・メンテナ
ンス
・ボトリング設備の運転・保守・メンテ
ナンス

保守・メンテナンス技術を習得する毎
に、生産設備を思い通りに使いこなす
事ができ、品質の向上、安定生産につ
なげる事ができる。

機械系、電気系に興味がある方

焼酎、ワイン、清酒等の酒類及び焼酎粕を
有効利用した食品素材の製造・販売
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３５号教室
Ｑ

３５号教室
Ｑ

多目的室１
Ｃ

多目的室１
Ｃ

カテゴリー

職 種

生産・製造機
生産・製造・
器運用・メン
品質管理系
テナンス

研究・開発・
基礎研究
設計系

研究・開発・
応用研究
設計系

研究・開発・ 生産・製造技
設計系
術開発

研究・開発・ 機械・電機・
設計系
電子機器設計

企業名

ニシジマ精機株式会社

西日本電線株式会社

西日本電線株式会社

西日本電線株式会社

株式会社石井工作研究所

仕事内容

この仕事のやりがい

精度の高い物を作っているので航空産
業・宇宙産業へ技術転換できる、
CAD・CAM を使ってのプログラム作成
大分県にない工場を去年大分流通業務
５軸加工機・NC マシニング加工機の使用 団地に建てたので新事業へのチャレン
三次元計測を使った品質管理
ジが出来る。
（２２度の±２度での環境で加工して
います）
4 事業（ケーブル事業、配線システム事
業、光機器システム事業、モジュール機
器事業）
、機械設備、IoT・AI、材料に関
して、それぞれ技術者がおり、担当の製
品や機械、材料などに関する研究、開
発、設計を行います。担当の製品を偶然
見かけたり触れたり、新しい用途を発見
したときの嬉しい気持ちを体感できるの
は技術者の特権！
4 事業（ケーブル事業、配線システム事
業、光機器システム事業、モジュール機
器事業）
、機械設備、IoT・AI、材料に関
して、それぞれ技術者がおり、担当の製
品や機械、材料などに関する研究、開
発、設計を行います。担当の製品を偶然
見かけたり触れたり、新しい用途を発見
したときの嬉しい気持ちを体感できるの
は技術者の特権！

お客様からの様々な要望に対し、納得
いただけた時の達成感があるところ！
あらゆる分野を学べる環境があり、自
己成長につながるところ！

お客様からの様々な要望に対し、納得
いただけた時の達成感があるところ！
あらゆる分野を学べる環境があり、自
己成長につながるところ！

活躍している人材の特徴

事業概要

物作りに興味がある社員が技術
的にのびている。
しっかり主張できる人材。
機械の性能が年々上がっている
ので新しい機能を覚えていく人
材。

製缶・機械加工・組立・メンテナンス ま
での一貫生産。
造船・製鉄・一般産業機械から高精度の半
導体装置の部品まで加工できる。

互いに支援・協力・感謝するこ
とを大事にでき、積極的に学び
自ら考動できる人

大分市に本社を置く、電線・ケーブル、そ
の他周辺機器機材のメーカーです。社会の
インフラ構築に携わる当社は、
“つなぐテ
クノロジー”を通して安全で豊かな社会づ
くりに貢献することを使命とし、事業を行
っております。エネルギー・情報通信の分
野を主軸に、社会に必要不可欠で貢献性の
高い事業を展開している BtoB 企業です。

互いに支援・協力・感謝するこ
とを大事にでき、積極的に学び
自ら考動できる人

大分市に本社を置く、電線・ケーブル、そ
の他周辺機器機材のメーカーです。社会の
インフラ構築に携わる当社は、
“つなぐテ
クノロジー”を通して安全で豊かな社会づ
くりに貢献することを使命とし、事業を行
っております。エネルギー・情報通信の分
野を主軸に、社会に必要不可欠で貢献性の
高い事業を展開している BtoB 企業です。

4 事業（ケーブル事業、配線システム事
業、光機器システム事業、モジュール機
器事業）
、機械設備、IoT・AI、材料に関
して、それぞれ技術者がおり、担当の製
品や機械、材料などに関する研究、開
発、設計を行います。担当の製品を偶然
見かけたり触れたり、新しい用途を発見
したときの嬉しい気持ちを体感できるの
は技術者の特権！

お客様からの様々な要望に対し、納得
いただけた時の達成感があるところ！
あらゆる分野を学べる環境があり、自
己成長につながるところ！

互いに支援・協力・感謝するこ
とを大事にでき、積極的に学び
自ら考動できる人

大分市に本社を置く、電線・ケーブル、そ
の他周辺機器機材のメーカーです。社会の
インフラ構築に携わる当社は、
“つなぐテ
クノロジー”を通して安全で豊かな社会づ
くりに貢献することを使命とし、事業を行
っております。エネルギー・情報通信の分
野を主軸に、社会に必要不可欠で貢献性の
高い事業を展開している BtoB 企業です。

半導体や自動車の部品、医療器具などな
ど、世の中のたくさんのモノを「大量生
産」する為には、機械の力が必要となり
ます。弊社の仕事内容は、この大量生産
する為の機械（自動機といいます）を、
主に「設計」する仕事となります。

例えば、自動車を作る為にはたくさん
の部品が必要です。部品が異なれば、
当然それを作り出す為の機械も異なり
ます。弊社は、一台一台の機械をほぼ
「オーダーメード」で製作している
為、毎回新しいモノ作りにチャレンジ
できることに、仕事のやりがいや面白
さがあります。

設計は、お客様の求める仕様を
満たすことは当然ですが、その
設計を実際のカタチにする「製
造」や「組立」まで配慮できる
方は、コスト削減などにもつな
がり、会社に高い貢献ができま
す。つまり、自分の仕事が自分
だけで終わることはなく、常に

弊社は、主に「各種自動機の設計製作販
売」を営んでおります。世の中にはたくさ
んのモノがあり、誰もが買えるようになっ
ていますが、それはモノづくり企業が、自
動的に動く機械の力を使って「大量生産」
をしているからです。弊社はまさにこの大
量生産する為の機械（自動機）を作る、モ
ノづくりの為のモノづくり企業です。
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会 場

多目的室１
Ｃ

２５号教室
Ｋ

２５号教室
Ｋ

２５号教室
Ｋ

２３号教室
Ｉ

カテゴリー

職 種

企業名

仕事内容

この仕事のやりがい

活躍している人材の特徴

事業概要

会 場

次に引き継ぐ方への「思いや
り」を持って仕事ができる方
は、間違いなく活躍できると思
われます。

研究・開発・ 機械・電機・
設計系
電子機器設計

研究・開発・ 機械・電機・
設計系
電子機器設計

研究・開発・
技術開発
設計系

建築・土木設 建築土木企
計系
画・設計

株式会社ＡＫシステム

エスティケイテクノロジ
ー株式会社

株式会社デンケン

株式会社⼤有設計

職務関係なく言えるのは、与え
られた業務を時間（期間）内に
終わらせる責任感とより良い結
果を求める向上心を持った人材
です。 また、Q6 のやりがいに
共感でき自分の考えがカタチと
なり目的を達成する事に仕事の
やりがいを感じ日々努力してい
る人材です。

自動制御システム・半導体や液晶関連製造
装置・メカトロシステム・空調クリーンシ
ステムなどの設計や製作・介護福祉機器の
開発・精密板金塗装

「コミュニケーション能力」、
「学ぶ姿勢」、「素直さ」どれ
かの特徴を持つ方

半導体検査工程「バーンイン工程」に必要
な装置類のメーカーという事業以外にも、
「半導体検査」そのものを展開している点
や、大手半導体企業様の国内 No. 1 サプ
ライヤーとしての事業の展開など、幅広く
半導体業界に携わっております。

全てに共通するのは、無から有を造り
出す事の喜び
⇒自分の想いを形にする事が出来る
⇒学んで来た事が活かせる

・明るく元気でコミュニケーシ
ョン能力の高い人（新たな気付
きを言葉に出来る人）
・学び続ける事の出来る人（新
たな技術や知識を貪欲に求める
人）
・さりげない気づかいの出来る
人（何気なく人のために行動で
きる人）

創業以来、果敢なチャレンジ精神を企業風
土としています。
現在は FA 装置関連、半導体関連、エネル
ギー関連、駐輪場・駐車場関連、健康・医
療機器関連、金属部品の製造（加工）の６
事業を柱として事業に取組んでいます。
私たちは、これからも独自のアイデアと技
術に磨きをかけ、豊かで持続可能な社会の
実現に貢献すべく、お客様のため、地球の
ため、未来のために日々チャレンジを続け
て行きます。

⾃分の描いた設計図が形となり、地図
意匠・構造・環境（電気設備、機械設
等に残るだけでなく、その時代や⼈々
備)・設計監理まで全て揃った総合設計
の想い出、後世に残っていくことで
事務所として多様な建築物の設計を⾏っ す。さらに⾃分の設計した建物がお客
ております。全国各地を対象として、公 様や利⽤者様に喜んでもらえたり、気
共から民間まで、図⾯作成や申請業務等 に⼊ってもらえたりした瞬間には、や
の設計業務をはじめ、省エネや CASBEE、 りがいを感じます。
ZEB 等の検討業務、施⼯監理やプロポー ⾃分の描いた設計図が形となり、地図
ザルへの参加等、エリア、分野共に幅広 等に残るだけでなく、その時代や⼈々
く活動しております。
の想い出、後世に残っていくことで
す。さらに⾃分の設計した建物がお客

お客様との打合せや関係各所と
打合せ、調整等コミュニケーシ
ョンを取る機会が多いため、⼈
と接するのが得意な⼈、コミュ
ニケーションを取れる⼈が活躍
しています。それと同時に設計
は技術⼒も重要なポイントです
ので、経験豊富な⼈や技術⼒の
⾼い⼈というのも活躍している
⼈材の特徴です。ただし、技術
⼒を付けるには時間と経験が必

建築設計（意匠・構造・電気・機械）組織
設計事務所です。お客様が計画する、建物
について企画提案、基本計画、実施設計、
⼯事監理業務までをトータルにサポートさ
せていただきます。お取引は、国・地方自
治体から民間の法人様と幅広くいただいて
おり、設計する施設は、市役所庁舎、学校
等の教育施設、医療福祉施設、物流・⼯場
施設、宿泊施設、商業施設や共同住宅まで
多岐に渡ります。

電気設計は自動機やプラント制御盤の電
気回路の設計及び PLC ソフト設計を行い
ます。
機械設計は自動機の機械設計を行いま
す。

半導体検査工程「バーンイン工程」に必
要な装置類・電子基板の開発・設計・製
造

・プログラムで書く論理回路
・半導体の製造・信頼性試験・故障解析
・アナログ IC の回路設計・レイアウト
設計
・機械装置の組立てと制御

お客様、営業・製造等の社員とのチー
ムワークにより自動機は完成します。
仕様を満たすことは簡単ではありませ
んが、仕様通りに動作し期待以上の性
能が出た場合や、お客様に感謝の言葉
を頂いたときは達成感を感じるのでは
ないでしょうか。

半導体という人々の暮らしに最も近い
と言える電子部品に携わる事で、社会
貢献を身近に感じる事ができる点
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２３号教室
Ｉ

２３号教室
Ｉ

２３号教室
Ｉ

２７号教室
Ｍ

カテゴリー

職 種

企業名

仕事内容

この仕事のやりがい
様や利⽤者様に喜んでもらえたり、気
に⼊ってもらえたりした瞬間には、や
りがいを感じます。

建築・土木設 建築土木企
計系
画・設計

建築・土木設
施工管理
計系

株式会社 佐伯建設

協栄工業株式会社

活躍している人材の特徴

事業概要

要ですので、その不⾜の技術を
補うために上司の協⼒を得ると
いう部分でもコミュニケーショ
ン能⼒は重要なポイントです。

（設計）
ゼネコンの設計部は、一級建築士事務所
として、事務所・病院・工場・住宅等多
岐にわたる用途の建物、新築・増改築・
リノベーション問わず設計を行います。
設計担当者はお客様に建物への夢や想い
を語っていただき、建物として具現化し
ていきます。
ゼネコンが設計と施工を一連で行うこと
を「設計・施工案件」と称します。計画
初期段階から細かい打合せをさせていた
だき、お客様のご要望を反映させ、施工
の現場へと確実に連動させていくこと
で、アフターケアを含め全てのプロセス
を弊社にて一元化できます。
設計の一連の流れとしてまずはお客様へ
のヒアリング・諸条件や法的な調査等を
行い、企画提案・プレゼンをします。設
計部では BIM を活用し基本設計として建
物全体の打合せをしながら進めていき、
概算のコストを提示します。その後、実
施設計として意匠・構造・機械設備・電
気設備の現実的な事業化に向けた詳細設
計を行います。
工事が始まれば設計監理者として図面通
りに建物がつくられているかのチェック
を行います。
設計担当者は１級建築士を皆取得し活躍
しています。

佐伯建設は創業以来 100 年もの
間、一貫して「誠実と堅実」を
基本理念に掲げ、これまで多く
の建造物を世の中に生み出して
きました。
私たちが手がける建築物に同じものは 「誠実」というキーワードは、
ひとつもありません。街のランドマー 優れた建造物をつくる上で最も
クになるもの、ライフライン、インフ 大切なことであり、同時に当社
ラとして人々の暮らしに寄り添う建
で働く全ての社員の行動指針と
物。それら“施工作品”ひとつひとつ して長く受け継がれています。
が数百万人にも及ぶお客様に感動や影 また、社員の目指す人物像とし
響を与えられることは、技術職はいう て、以下の６項目を掲げていま
までもなく、事務職・営業職にとって す。
も一番のやりがいです。
◇「お客様」の立場になって誠
事務、営業、設計、施工管理が機能的 実に仕事ができる人
に連携し、
「お客様×施工作品」の数だ ◇チームプレーを重んじ、他者
け感動を生み出す。私たちが携わる建 と協力・連携して仕事ができる
築物にはそんな魅力があります。お客 人
様のプロジェクトの実現に向けた、信 ◇組織の中で、リーダーシップ
頼される“チーム”の要となって「誠 を発揮できる人
実なものづくり」に取り組んでいま
◇新しいことに挑み、積極的に
す。
行動できる人
◇会社へ貢献するため、自己を
高めるために高い技術や豊富な
知識を習得しようとする人
◇スケールの大きな仕事に携わ
り、達成感を得たい人

佐伯建設は、本社のある大分県をはじめ、
福岡・北九州・熊本・鹿児島に支社・支店
を持ち、赤レンガ館・宇佐神宮・うみたま
ご等に代表される、公共施設、商業施設、
医療施設、社寺・仏閣、道路やトンネル・
橋梁といった土木事業まであらゆる建設プ
ロジェクトに携わっています。創業当時か
ら変わらぬ「誠実一途」なものづくりの精
神は、技術職のみならず、事務職や営業職
の社員にも浸透しています。

建築設備（給排水衛生設備・空気調和設
備等）の設計施工を通じて、おいしい水
ときれいな空気のある快適な環境をデザ
インするのが私たちの仕事です。お客様
のご要望に合わせオンリーワンの生活環
境設備を提案するとともに、
、企画設計
～施工～保守サービスまで一貫して対応

携わった仕事が、
「地図」として残る事
が一番のやりがいです。建築物は多く
の関係者が協働する事で出来上がって
いきます。施工中はお客様から難しい
注文を受ける事もあります。そんな中
で最後までやり切り、建物が完成を迎
えた瞬間は他を以って代え難い喜びで

建築設備（給排水衛生設備・空気調和設備
等）の設計施工を通じて、おいしい水とき
れいな空気のある快適な環境をデザイン。
1970 年創業の大分県大分市の老舗中小企
業です。大分県の成長とともに大分県の街
づくりに貢献してきました。これからも地
場に根付く企業として県内のお客様に寄り
添ったサービスを展開していきます。

14

会 場

素直で正直な社員です。わから
ない事を聞き受け入れる「素直
さ」と上手くいかない事を誰に
でも話せる「正直さ」
。この 2 つ
は、多くの関係者と協働し、時
にリーダーシップを発揮する上
で重要な要素です。誰に対して

２７号教室
Ｍ

２７号教室
Ｍ

カテゴリー

職 種

建築・土木設
施工管理
計系

金融系

トレーダー・
ディーラー

企業名

株式会社 佐伯建設

大分大学経済学部協力

仕事内容

この仕事のやりがい

し、大分県のお客様の生活インフラを支
えています。

す。大分県の街づくりが実感できる仕
事です。

も「素直」で「正直」な社員が
協栄工業の自慢です。

私たちが手がける建築物に同じものは
ひとつもありません。街のランドマー
クになるもの、ライフライン、インフ
ラとして人々の暮らしに寄り添う建
物。それら“施工作品”ひとつひとつ
が数百万人にも及ぶお客様に感動や影
響を与えられることは、技術職はいう
までもなく、事務職・営業職にとって
も一番のやりがいです。
事務、営業、設計、施工管理が機能的
に連携し、「お客様×施工作品」の数
だけ感動を生み出す。私たちが携わる
建築物にはそんな魅力があります。お
客様のプロジェクトの実現に向けた、
信頼される“チーム”の要となって
「誠実なものづくり」に取り組んでい
ます。

佐伯建設は創業以来 100 年もの
間、一貫して「誠実と堅実」を
基本理念に掲げ、これまで多く
の建造物を世の中に生み出して
きました。
「誠実」というキーワードは、
優れた建造物をつくる上で最も
大切なことであり、同時に当社
で働く全ての社員の行動指針と
して長く受け継がれています。
また、社員の目指す人物像とし
て、以下の６項目を掲げていま
す。
◇「お客様」の立場になって誠
実に仕事ができる人
◇チームプレーを重んじ、他者
と協力・連携して仕事ができる
人
◇組織の中で、リーダーシップ
を発揮できる人
◇新しいことに挑み、積極的に
行動できる人
◇会社へ貢献するため、自己を
高めるために高い技術や豊富な
知識を習得しようとする人
◇スケールの大きな仕事に携わ
り、達成感を得たい人

カスタマー・トレーダーの仕事は顧客
から注文を指示通りに執行することが
当たり前ですが、市場が急激に変動し
て売買がむずかしい局面でも、注文通
り執行ができた時にはやりがいを感じ
ます。また、自己売買取引で、相場感
（予想）が当たった場合には、会社に
大きな収益をもたらすことができま
す。

トレーダーは一度に取り扱う金
額が巨額になるため、売買には
慎重な判断が必要ですが、その
一方で市場は常に動いており、
急激に、かつ大きく変動する場
合があります。瞬時に状況を見
極め、決断できる力が求められ
ます。証券取引に決して常勝は
なく、大きな損失を被ることも
あります。成功するようなトレ
ーダーには、失敗にくよくよせ
ず、それを教訓にしながらも、

（施工管理）
新築工事、大規模リフォーム・改修工事
の施工現場において、Q（品質）・C（予
算）・D（工程）・S（安全）・E（環
境）管理を行います。各工種の専門業者
に対して発注、作業調整・指示、出来高
チェックを行ったり、監督官庁への報告
や検査の対応、そしてお客様や設計事務
所と打合せを重ねて、より良い建築を目
指します。
現場では所長の他、複数名の担当者が役
割分担をし、お互いに連携しながら工事
を進めます。若手社員は所長や先輩社員
から工事全般に関する知識を教えてもら
いながら、専門業者への作業指示・取り
まとめ、工事記録に関する写真撮影や書
類の作成・整備などを行います。事故防
止のための啓発（危険予知活動や安全通
路の確保等）も大切な仕事です。
将来的には一級建築施工管理技士資格を
取得後、ＱＣＤＳＥをマスターして、現
場リーダー（所長）として活躍します。
工事が始まれば設計監理者として図面通
りに建物がつくられているかのチェック
を行います。

証券会社、銀行、投資信託会社等に属
し、日々、有価証券（株式・債券）や為
替を取引します。トレーダーとディーラ
ーの仕事は基本的に同じですが、厳密に
はトレーダーは顧客の注文を受けて有価
証券を売買（委託売買）する仕事、ディ
ーラーは所属する組織の自己資金を使っ
て売買（自己売買）する仕事です。それ
ぞれカスタマー・トレーダー、プロッ
プ・トレーダーとも呼びます。
カスタマー・トレーダーは機関投資家や
企業などからの指示に従って売買します
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活躍している人材の特徴

事業概要

佐伯建設は、本社のある大分県をはじめ、
福岡・北九州・熊本・鹿児島に支社・支店
を持ち、赤レンガ館・宇佐神宮・うみたま
ご等に代表される、公共施設、商業施設、
医療施設、社寺・仏閣、道路やトンネル・
橋梁といった土木事業まであらゆる建設プ
ロジェクトに携わっています。創業当時か
ら変わらぬ「誠実一途」なものづくりの精
神は、技術職のみならず、事務職や営業職
の社員にも浸透しています。

会 場

２７号教室
Ｍ

２６号教室
Ｌ

カテゴリー

職 種

企業名

仕事内容

この仕事のやりがい

が、プロップ・トレーダーは会社の資金
を用い収益を生み出すために、自らの判
断で売買します（ただし、売買できる金
額や損失額の許容範囲は会社の方針に従
います）。

金融系

金融系

資産運用（フ
ァンドマネー
ジャー）

証券アナリス
ト

三井住友 DS アセットマ
ネジメント株式会社

●投資信託等における運用判断(投資先
の選定、売買の指図等)を行う仕事で、
各国経済を分析するエコノミスト、業
種・企業を分析するアナリスト等と協力
して、投資信託等におけるポートフォリ
オを組み立てる
●担当の資産(国内株式、海外債券、
REIT など)が決まっており、それら資産
に関する日々のリサーチ
●その他、販売会社向けの運用経過に関
するプレゼンテーション、説明資料の作
成、新商品の提案等を実施

大分大学経済学部協力

証券アナリストは、企業や証券、市場な
どについて、調査、分析し、投資家への
資判断や助言する職業です。企業レポー
トを執筆したり、投資家に対してプレゼ
ンテーションを行います。また、社内で
は証券を販売する営業担当者や証券を売
買するトレーダーにも情報を提供しま
す。証券アナリストには、企業の業績や
財務状況をベースに証券を分析する株式
アナリスト、債券（クレジット）アナリ
ストのほか、過去の値動きに基づいて分
析するテクニカルアナリストがいます。
株式アナリストは、株式を評価して投資
価値の有無（将来株価が上昇するかどう

活躍している人材の特徴

事業概要

会 場

すぐに気持ちを切り替えて次に
進めるような胆力が備わってい
る人が多いようです。

●運用のプロフェッショナルとして、
資金を預かるため、責任は重いもの
の、収益をあげることで、お客さまの
喜びを直接的に感じることができる
●自らの実績・成果が「収益率」とい
う数値で明確に残るため、言い訳のき
かない成果主義・実力主義な面
●世の中の大きな変化(テクノロジー、
産業構造、各国間の関係等)を敏感に感
じること

●地道な情報収集を継続するな
ど、努力を続けられること
●大きな資金をお預かりし、運
用を行うがうまく結果が出ない
局面もあるので、ストレス耐性
がある、または切り替えがうま
いこと
●様々なことに興味を持ち、貪
欲な知識収集を運用のアイディ
ア等につなげることができるこ
と

分析の対象となる企業が、どのような
技術やサービスを提供し、社会に貢献
しているか理解できます。また、自分
で分析した株式銘柄などの価格が上昇
し、顧客に利益をもたらすことができ
た時にはアナリスト冥利につきます。
企業を訪問したり、投資家と話し合う
機会が多く、様々な人や情報に接する
ことで視野が広がります。

企業に関する情報は新聞報道や
企業の記者会見のほか、四半期
毎に公表される決算情報から収
集します。一人で何社も担当す
るため、きちんと情報管理がで
きるような人が求められます。
証券アナリストになるためには
資格は必須ではありませんが、
日本証券アナリスト協会認定の
ＣＭＡ資格を取得している人が
増えています。ＣＭＡ資格は同
協会のプログラムを受講し、第
2 次試験に合格し、かつ 3 年以
上の証券分析の実務経験が必要
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国内外の年金や金融機関などの機関投資家
から個人投資家に至るまで、多様なお客さ
まニーズに対して、業界トップレベルの運
用調査体制とグローバルなネットワークを
活用した質の高い資産運用サービスを提供
いたします。
①投資顧問
内外の公的および私的年金、政府・中央銀
行などの公的資金、銀行や保険会社などの
金融機関、事業法人その他の機関投資家の
お客さまに対しては、お客さまから投資資
産の運用に伴う投資判断の全部ないしは一
部の委任を受けて投資を行う「投資一任業
務」ならびに投資の助言を行う「投資助言
業務」を行っております。
②投資信託
個人投資家を主な対象とする一般販売およ
び確定拠出年金のお客さま向けには「公募
投資信託」、事業法人・金融機関・団体年
金などのお客さまには「私募投資信託」と
して、ニーズにあわせてお選びいただける
豊富な商品ラインナップを提供していま
す。

２６号教室
Ｌ

２６号教室
Ｌ

カテゴリー

職 種

企業名

仕事内容

この仕事のやりがい

か）を評価しますが、債券アナリストは
証券の安全性（債務不履行がないかどう
か）について評価します。当初はアシス
タントからはじまり、実績を踏んでから
アナリストになる場合が多いです。

金融系

融資

サービス・販 スーパーバイ
売系
ザー

サービス・販
バイヤー
売系

サービス・販 販売スタッ
売系
フ・接客

大分みらい信用金庫

生活協同組合コープおお
いた

株式会社トキハ

株式会社トキハ

事業概要

会 場

ですが、取得すると金融の様々
な分野で活躍する機会がありま
す。
証券アナリストは企業の務担当
者から情報を得たり、投資家へ
のプレゼンテーションがあり、
明るく、コミュニケーションが
上手な人が多いです。

金融業務全般
・預金業務・貸出金業務・有価証券投資
業務・内国為替業務・その他付随業務

「しんきんかん」をモットーに、地域
の方々の夢を叶えるためのお手伝いを
することが出来ます。

皆さんがお買い物をするお店は農産部
門、惣菜部門、畜産部門といった「部
門」と呼ばれる分類に分かれています。
スーパーバイザーは、全店舗の部門責任
者のことで、商品レイアウトやポップ、
企画等を各店舗に指示し、自分が担当す
る部門の売り上げを伸ばしていくお仕事
です。

トレンドや過去のデータ、近隣の価格
情勢などからお薦め商品を企画した
り、レイアウトやポップを考えたり
し、設定目標を達成した時にとてもや
りがいを感じます。また、自分一人で
は目標を達成することができないの
で、メンバーとの一体感を感じること
ができ、そこも魅力のポイントです。

総合職
まずは百貨店（トキハ本店）
・ＳＣ（ト
キハ別府店・わさだタウン）の店頭に
て、販売・商品発注・魅力な商品陳列な
ど店舗運営にまつわる様々な経験を積ん
でいただきます。その後、バイヤー・マ
ネジメント・事務職など適性に応じて職
種が変化していく可能性があります。

「貢献を実感できる」ということがや
りがいにつながります。
ふるさと大分県で“品質の高い商品を
販売すること”を通して地域貢献が出
来ていると日々実感できます。またお
客様に商品をお買上いただけるとお客
様の豊かな暮らしの実現のお手伝いが
出来たと実感することが出来ます。

総合職
まずは百貨店（トキハ本店）
・ＳＣ（ト
キハ別府店・わさだタウン）の店頭に
て、販売・商品発注・魅力な商品陳列な
ど店舗運営にまつわる様々な経験を積ん
でいただきます。その後、バイヤー・マ

活躍している人材の特徴

「貢献を実感できる」ということがや
りがいにつながります。
ふるさと大分県で“品質の高い商品を
販売すること”を通して地域貢献が出
来ていると日々実感できます。またお
客様に商品をお買上いただけるとお客
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・お客さまに興味を待ち、お客
さまに何ができるか常に考えて
いる人
・常に前向きに考え、成長しよ
うとする人
・素直で謙虚な人
・他の人と理解を深めるための
コミュニケーション能力がある
人

大正１１年４月に創立以来、信用金庫とし
ての業務を通じて、地域の活性化や生活の
繁栄のお手伝いをしています。現在は大
分・別府・県北を中心に３０店舗を展開し
ています。
また、地元社会の活性化に取り組んでお
り、清掃活動や、地域のイベント、お祭り
への参加、地域文化・スポーツへの協賛も
積極的に行っています。

アンテナを立てて、情報を分析
し、戦略を立てることができ
る。
リーダーシップを発揮して、チ
ームを同じ方向に導くことがで
きる。

宅配事業、店舗事業、共済事業、介護事
業、移動店舗販売事業、お買い物サポート
カー事業、生活支援事業、保育事業等の生
活関連事業

「従来の考え方や方法にとらわ
れず、学ぶ姿勢をもって挑戦し
ます」という言葉を会社の行動
指針にしています。常に様々な
商品を紹介する仕事ですので多
くのモノ・コトに興味をもっ
て、それを周囲に伝えることが
出来る人材が活躍しています。

事業内容-百貨店業
設立-昭和 10（1935）年 10 月
資本金-11 億円
従業員数-750 人正社員 603 人（男 227
人、女 376 人）2021 年 12 月現在
代表者-代表取締役社長 池辺 克城

「従来の考え方や方法にとらわ
れず、学ぶ姿勢をもって挑戦し
ます」という言葉を会社の行動
指針にしています。常に様々な
商品を紹介する仕事ですので多
くのモノ・コトに興味をもっ
て、それを周囲に伝えることが
出来る人材が活躍しています。

事業内容-百貨店業
設立-昭和 10（1935）年 10 月
資本金-11 億円
従業員数-750 人正社員 603 人（男 227
人、女 376 人）2021 年 12 月現在
代表者-代表取締役社長 池辺 克城

２２号教室
Ｈ

３２号教室
Ｐ

３２号教室
Ｐ

３２号教室
Ｐ

カテゴリー

職 種

ＭＤ（マーチ
サービス・販
ャンダイバ
売系
ー）

店長・店長候
サービス・販
補（店舗運
売系
営）

専門・スペシ コンサルタン
ャリスト系
ト

企業名

大分大学生活協同組合

株式会社フレイン

イデア総研税理士法人

仕事内容

この仕事のやりがい

ネジメント・事務職など適性に応じて職
種が変化していく可能性があります。

様の豊かな暮らしの実現のお手伝いが
出来たと実感することが出来ます。

食堂運営、店舗運営(購買、書籍事業)、
就職活動キャリア支援、住まい探し、共
済事業等。

入社後は食品スーパーマーケットでの商
品の製造・管理を行います。
入社 3 年目以降は、配属部門のチーフと
して人員・商品管理、商品発注業務を担
います。
以降は能力に応じて、店舗の人員・商
品・金銭管理を行う店長、商品の仕入れ
責任者としてのバイヤーなどの管理職候
補として経験を積み、早期のキャリアア
ップを目指します。

一般的なコンサルとの違いは、弊社が税
理士法人であり、決算書等を見ることが
できるということ。これが最大の強みで
す。会社の課題は必ず数字に表れます。
決算書を分析することでお客様がまだ気
づいていない潜在的な課題にいち早く気
づき、手を打つことができます。また、
一般的なコンサルは社長の相談事にこち
らから解決方法を提示しますが、弊社が
行うコンサルは一方的な提案ではなく、
社長自身が答えを導き出せるよう誘導す
るコーチングです。

事業概要

会 場

・自分の成長、他人の成長を楽
しめる人
・チャレンジ意欲にあふれる人
・相手の気持ちに寄り添い、ニ
ーズに耳を傾ける人
・周囲を巻き込んで一つのこと
をやり遂げることができる人

食堂運営、店舗運営(購買、書籍事業)、
就職活動キャリア支援、住まい探し、共済
事業等。

３２号教室

・お客様からの『ありがとう』の感謝
の言葉を多くいただくこと
・取り組みに次第で結果の数字がリア
ルタイムで変化するので、成果を実感
できること
・地域のお客様を安心・安全な『食』
で支えているという責任感を得ること

・食べること（食・おいしいも
の）が好き
・何事も前向きに取り組める
・幅広い年代の方々（パートさ
んやお客様）とコミュニケーシ
ョンができる

食品スーパーマーケットを大分県に 5 店
舗、グループ会社にて熊本県に 2 店舗展
開。2022 年に創業 100 年を迎え、一貫し
て地域の『食』を支え続けています。
日常生活のごく身近にあるスーパーマーケ
ットの仕事は、一見すると商品を作る、並
べる等の単純作業のように思われがちで
す。しかし安心安全な商品を選定すること
から始まり、良い商品を安く仕入れ、かつ
他店に負けない価格でご提供する方法を模
索し、お客様の心理を読みお店作りをして
いかねばなりません。大変なことではあり
ますが、そこに仕事のやりがいが生まれて
います。

社長や幹部が自ら考え行動するコンサ
ルを行うため、社長や幹部を含めた会
社全体がエネルギッシュになります。
そして、業績アップという形で結果が
見えたときの達成感と喜びはひとしお
で、社長からの「ありがとう」は何よ
りもモチベーションになります。会社
の成長に携わることができるとてもや
りがいがある仕事です。

とにかく熱意があり、「お客様
の繁栄に貢献したい」という気
持ちが強い方が活躍していま
す。仕事の難易度は知識や経験
によりますが、熱意に関しては
若手もベテランも一切関係あり
ません。お客様と真正面から向
き合い、自分の熱意を伝えるこ
とが大事です。「お客様の力に
なりたい」この想いがあれば、
知識や経験関係なくその熱意は
お客様に伝わり、必ず形となり
ます。

私たちは専門家として経営のトータルサポ
ートを行っています。お客様第一主義を掲
げ、お客様の繁栄、社会貢献がモットーで
す。その実現のため、スタッフは仕事力だ
けでなく人間力も磨いています。仕事だけ
できてもお客様に寄り添った仕事はできま
せん。仕事力と人間力、どちらも合わさっ
て初めてお客様の繁栄に貢献することがで
きると考えています。

学生の成長を支援できる。学生の成長
を実感できる。
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活躍している人材の特徴

Ｐ

３２号教室
Ｐ

２２号教室
Ｈ

カテゴリー

職 種

専門・スペシ コンサルタン
ャリスト系
ト

専門・スペシ 弁護士・会計
ャリスト系
士・税理士

専門・スペシ 警察官・消防
ャリスト系
士・自衛官

企業名

大分みらい信用金庫

イデア総研税理士法人

大分県警

仕事内容

この仕事のやりがい

活躍している人材の特徴

事業概要

・企業コンサルティング（販路開拓支
援、商品開発支援、マーケティング支
援、集客支援など）
・地方創生事業（観光復興プロジェク
ト、企業発掘プロジェクト、学生創業プ
ロジェクトなど）
・マーケティング事業（デジタルマーケ
ティングを主体とした会社全体のマーケ
ティング事業）

・金融の枠を超えて、地元企業の発展
に幅広く貢献できる。
・県内だけに留まらず、全国そして時
には海外とつなぐ仕事が出来る。
・お客様と二人三脚で、本当の伴走支
援が出来る実感と連帯感が味わえる。

・とにかく素直で前向き、それ
でいて謙虚。仲間のために努力
が出来る。
・次に何が出来るか常に考え
て、ワクワクしている。
・お客様のことに真剣になれ
る。そして、お客様のために努
力が出来る。
・新しいことに興味を持って、
常に自分をアップデートしてい
る。

毎月お客様とお会いし、数字報告、資料
回収をします。そして回収した資料を会
計ソフトに入力し、月次決算書を作成、
それをもってまたお客様とお会いしま
す。ただ数字報告して終わるだけではお
客様の繁栄には繋がりません。新しい情
報提供ができないか、もっといい提案が
できないか、常に「お客様のために何が
できるか」を考えることが私たちの仕事
です。

経営者にとって「納税」はとても頭を悩
ますものです。もちろん適正な納税は経
営者としての責務ですが、必要以上に支
払う必要はありません。決算前にお客様
としっかり話をして、状況にあった節税
対策や税額控除を提案します。プロに頼
んでいるのだから当たり前と思われる
かもしれませんが、そういった話をしな
い事務所さんもいます。当初の予想より
税額を落とし、お客様から「ありがとう」
と言われたとき、とてもやりがいを感じ
ることができます。

探求心があり、勉強好きな方が
活躍しています。私たちが扱う
税法は毎年のように改正があ
り、その都度新しい知識をイン
プットしなければなりません。
そのために税務研修を毎月行っ
ています。また、専門知識だけ
でなく、お客様の業界について
も知らなければいけません。常
にアンテナを張ってお客様に有
益な情報を届ける、これが活躍
するために大事な心掛けです。

私たちは専門家として経営のトータルサポ
ートを行っています。お客様第一主義を掲
げ、お客様の繁栄、社会貢献がモットーで
す。その実現のため、スタッフは仕事力だ
けでなく人間力も磨いています。仕事だけ
できてもお客様に寄り添った仕事はできま
せん。仕事力と人間力、どちらも合わさっ
て初めてお客様の繁栄に貢献することがで
きると考えています。

助けを求めている県民の力になり、大分 やる気のある方なら誰でも活躍
県の安全を守る役割を担えることです。 できます！

〇大分県警察本部
生活安全部・刑事部・交通部・警備部・警
務部・警察学校
〇警察署
大分中央警察署・大分東警察署・大分南警
察署・別府警察署・杵築日出警察署・国東
警察署・豊後高田警察署・宇佐警察署・中
津警察署・玖珠警察署・日田警察署・竹田
警察署・豊後大野警察署・佐伯警察署・臼
杵津久見警察署
各所属で、安心安全な大分県の実現に向け
て職員一丸となって日夜活動を行っていま
す。

大分県の安心・安全を守る仕事です。
県民の生命、身体、財産の保護、犯罪の
予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交
通取締り等を行い、公共の安全と秩序の
維持に努めています。
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大正１１年４月に創立以来、信用金庫とし
ての業務を通じて、地域の活性化や生活の
繁栄のお手伝いをしています。現在は大
分・別府・県北を中心に３０店舗を展開し
ています。
また、地元社会の活性化に取り組んでお
り、清掃活動や、地域のイベント、お祭り
への参加、地域文化・スポーツへの協賛も
積極的に行っています。

会 場

２２号教室
Ｈ

２２号教室
Ｈ

２１号教室
Ｇ

カテゴリー

職 種

ケアワーカ
専門・スペシ
ー・介護士・
ャリスト系
社会福祉士

ケアワーカ
専門・スペシ
ー・介護士・
ャリスト系
社会福祉士

ケアワーカ
専門・スペシ
ー・介護士・
ャリスト系
社会福祉士

企業名

社会福祉法人 一燈園

社会福祉法人 新友会．

社会福祉法人博愛会

仕事内容

高齢者の生活を支援する仕事。施設で暮
らす方あるいは、自宅で暮らしたいとい
う方の生活を支えるためのあらゆるサー
ビスを提供しています。直接的な介護業
務から、相談業務、職員のマネジメント
などの仕事があります。

・生活支援 …食事・更衣など、身の回
りのお手伝いを行います。
・就労支援…御利用者に仕事の機会を準
備し、仕事における助言や支援を行いま
す。
・個別支援計画作成、ケース記録などの
デスクワーク etc

地域での就労支援や施設での生活介護な
ど障がいのある方の総合的な支援を行っ
ています。私たちの仕事は、障がいのあ
る方に「生きがいのある人生」「幸せと
感じる人生」を送ってもらう事を目的に
しています。詳しくは法人紹介動画でご
確認ください。
https://www.youtube.com/watch?v=aF6G
4gYpBuE

この仕事のやりがい

活躍している人材の特徴

事業概要

利用者のために今できる最善の方法は
何かを考え実践できること。
利用者からたくさんのありがとうと笑
顔をもらえること。
多くの人と接し、そこからの学びを得ら
れる。
人生の最期をどのように支援するかを
考えていく尊い仕事。

・人の役に立ちたいという気持
ちを持っている方。
・課題を見つけ、解決・改善の
ためにできることを検討し提案
できる方。

社会福祉法人で高齢者と障がい者を対象に
自宅で暮らす、施設で暮らすためのサービ
スを提供しています。
施設サービス：特別養護老人ホーム、介護
老人保健施設、有料老人ホーム、サービス
付き高齢者住宅、グループホームなど
在宅サービス；デイサービス、ヘルパー事
業所、小規模多機能、地域包括支援センタ
ー、居宅支援事業所、障がい相談支援セン
ターなど

福祉の仕事は「ありがとう」と言わる
ことも多く、御利用者の笑顔に触れる
機会が多いです。活動を通じてやりが
いを感じる事があり、社会に貢献でき
ているという達成感も得やすい仕事で
す。

★思いやりをもって相談にのれ
る人
★好奇心旺盛でやり遂げる気持
ちがある人
★福祉の事はよく分からないけ
ど、とても関心がある etc…
福祉の仕事は、人とのコミュニ
ケーションから始まります。生
活に問題を抱えている人の話を
注意深く聞き、共感することが
福祉の仕事の第一歩。「相手の
立場になって考えることができ
る」ということが、最も必要な
資質です。
入社後に研修などで福祉に関す
る勉強をしたり、中には仕事を
しながら国家資格を取得してい
る職員も多くいます。

「働く」「暮らす」をキーワードに、障が
い者の方の個性と能力に応じた最適な就労
支援を提供する就労支援事業や、支援を通
して生活の質の向上をお手伝いする社会福
祉事業など 6 つの事業を展開しています。
なかでも、障がい者の方が働く場をより多
く提供できるよう、農業の事業を拡大し就
労の機会を増やす努力をしています。

この仕事のやりがいは、農産物の生
産・加工・飲食店の運営などを一貫し
て行い、魅力的なサービスを提供する
ことで消費を生み、障がい者雇用を増
やし続けている事です。障がい者雇用
を通じて、カフェ・レストランなどの
お店を運営や、地域貢献をすることが
できます。
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当法人で活躍している人材の特
徴は障がいのある方にやさしく
接していただける、笑顔が素敵
で前向きな方が多いです。福祉
の資格の取得は入職後に行えま
すし、入所施設や就労施設など
様々なタイプの仕事があるため
学部・学科・経験等は問いませ
ん。これまでの様々な人生経験
を福祉の仕事に活かしてくださ
い。博愛会の先輩たちの働き方
についてはこちらの動画をご確
認下さい。
https://www.youtube.com/watch

博愛会は地元、大分の社会福祉法人とし
て、障がいのある方の支援をワンストップ
で行っています。社会福祉法人博愛会は、
昭和 25 年にスタートを切り「人の喜ぶ顔
を見て喜びなさい」を法人理念に、障がい
のある方とともに歩み続けてきています。
1．第一博愛寮／大分市野
2．第二博愛寮／大分市中戸次
3．キッチン花亭／大分市野田
4．博愛会地域総合支援センター／大分市
金池南
5．福祉農場コロニー久住／竹田市久住町
6．パルクラブ／竹田市久住町
7．住吉浜リゾートパーク／杵築市守江
8．久住高原南山荘／竹田市久住町

会 場

２１号教室
Ｇ

２１号教室
Ｇ

２１号教室
Ｇ

カテゴリー

職 種

企業名

仕事内容

この仕事のやりがい

活躍している人材の特徴

事業概要

会 場

?v=P8K8xQhgWqQ

専門・スペシ
管理栄養士
ャリスト系

医療法人畏敬会井野辺病
院

対象となる方は様々で患者や学生、オリ
ンピア一人ひとりに合わせて専門的な知
識と技術を持って栄養指導や給食管理、
栄養管理を行います。

食を通じて、対象者が健康になった
り、実力を最大限に発揮し大活躍した
り、食物や農家の方々への感謝の心を
持つ人へ成長する姿を見れた時にこの
上ない喜びとやりがいを感じます。
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管理栄養士・栄養士は、医療、
福祉、介護保険施設、児童福
祉、小・中学校、行政機関、企
業、管理栄養士・栄養士養成施
設、試験研究機関等とジャンル
の違う場所で活動しています
が、共通しているのは人が好
き、食べる事が好き、食べる事
の大切さを人に伝えたい熱い想
いがある人が多いです。

①人々がいきいきと暮らせるように、リハ
ビリテーションを通じて地域社会に貢献す
る。
②常に高い目標を持ち、人生の質の向上に
努める。
(今回担当する管理栄養士は医療で従事し
ています。)

２１号教室
Ｇ

