
企業ブースでブライト企業と
直接会える！話せる！

●オリエンテーション

将来の
選択の幅が
広がる

ブライト
企業が
わかる

参加料
無 料

（13：00 ～17：00）

●ブライト企業研究ガイダンス
大学生（大学院生）・短大生・
高専生・専門学校生・高校生と
その保護者など

魅力発見フェア
ブライト企業
くまもとの魅力的な企業と出会える！ 　

ブライト企業で働く人の生の声が聞ける！！

熊本日日新聞社への交通アクセス  / ＪＲ ： ＪＲ豊肥本線平成駅で下車し徒歩10分
 バス ： 熊本桜町バスターミナルのりば「21」から川尻方面に向かい、 バス停「熊日前」で下車し徒歩3分

https://lets.kumanichi.com/bright/

プログラム 対 象

2
13：00～
17：00
（ 受付12：30～）22令和２年

土

熊本日日新聞社本館
1F・2Ｆホール 熊本市中央区世安町172　

※ 駐車場・駐輪場あり

※入退場自由

80社を超える
ブライト企業から
直接話を聞ける
チャンス！

ブライト企業とは
働く人がいきいきと輝き、
安心して働き続けられる
企業のことです。
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服装自由
スーツ等の
着用不要

魅力発見フェア 検索
※魅力発見フェアで検索。

（運営）熊本日日新聞社／TEL.096-361-3226（平日 9:30～17:30） 　主催：熊本県



■ブライト企業魅力発見フェア　出展企業一覧（８３社）
no. 社名 業種 no. 社名 業種

1 （株）あつまるホールディングス 情報通信業 43 （株）生科研 学術研究,専門・技術サービス業

2 （株）有明測量開発社 学術研究,専門・技術サービス業 44 （福）清香会 医療,福祉

3 飯塚電機工業（株） 建設業 45 ソニー損害保険（株） 熊本コンタクトセンター 金融業，保険業

4 （株）イズミ車体製作所 製造業 46 ソフトウエアビジョン（株） 情報通信業

5 （株）岩永組 建設業 47 高橋酒造（株） 製造業

6 （株）エレテック 建設業 48 （株）チゥキヨー 熊本事業所 製造業

7 （福）岳寿会 医療,福祉 49 （株）ＤＮＳ 卸売業，小売業

8 （株）和調査設計 学術研究，専門・技術サービス業 50 テクノデザイン（株） 製造業

9 （株）紙弘 卸売業,小売業 51 （株）電盛社 建設業

10 九州産業交通ホールディングス（株） 学術研究,専門・技術サービス業 52 （株）冨坂建設 建設業

11 九州産交バス（株） 運輸,郵便業 53 富田薬品（株） 卸売業,小売業

12 （株）九州ソフタス 情報通信業 54 トヨタＬ＆Ｆ熊本（株） 卸売業,小売業

13 （株）キューネット サービス業 55 （株）トヨダ体育教室 教育,学習支援業

14 （株）共同 運輸,郵便業 56 トヨタ部品熊本共販（株） 卸売業,小売業

15 （福）きらきら 医療，福祉 57 トランスコスモス（株） ＢＰＯセンター熊本 サービス業

16 （税）近代経営 学術研究,専門・技術サービス業 58 （株）永井製作所 製造業

17 球磨地域農業協同組合（ＪＡくま） 複合サービス業 59 （株）ナカガワフーズ 卸売業，小売業

18 （株）熊防メタル 製造業 60 （株）南星機械 製造業

19 熊本県信用組合 金融業,保険業 61 西田鉄工（株） 建設業

20 熊本県信用保証協会 金融業,保険業 62 （株）西日本エグゼック 情報通信業

21 くまもと新世紀（株）ホテル日航熊本 宿泊業,飲食サービス業 63 ニシヨリ（株） 熊本工場 製造業

22 熊本信用金庫 金融業,保険業 64 ネッツトヨタ熊本（株） 卸売業，小売業

23 熊本製粉（株） 製造業 65 （株）野毛電気工業 九州事業部 製造業

24 熊本第一信用金庫 金融業,保険業 66 （株）ハイコム サービス業

25 熊本ダイハツ販売（株） 卸売業,小売業 67 （株）肥後葬祭 生活関連サービス業

26 熊本中央信用金庫 金融業,保険業 68 フジクラプレシジョン（株） 製造業

27 熊本トヨタ自動車（株） 卸売業,小売業 69 不二電気工業（株） 建設業

28 熊本トヨペット（株） 卸売業,小売業 70 （株）フタバ 卸売業,小売業

29 （株）ＫＩＳ 情報通信業 71 （株）古荘本店 卸売業,小売業

30 （株）健康家族　熊本支社 卸売業,小売業 72 （株）松下組 建設業

31 合志技研工業（株） 製造業 73 （株）丸美屋 製造業

32 （株）興農園 卸売業,小売業 74 （株）水野建設コンサルタント 学術研究,専門・技術サービス業

33 （株）興和測量設計 学術研究,専門・技術サービス業 75 （株）メガネの大宝堂 卸売業,小売業

34 金剛（株） 製造業 76 （株）森工業 建設業

35 （税）さくら優和パートナーズ 学術研究,専門・技術サービス業 77 ヤマハ熊本プロダクツ（株） 製造業

36 （株）システムニシツウ 熊本支店 情報通信業 78 （株）夢龍胆 宿泊業，飲食サービス業

37 （株）システムフォレスト 情報通信業 79 横場工業（株） 製造業

38 （福）七城福祉会 居屋敷の里 医療，福祉 80 （株）ヨネザワ 製造,小売業

39 ジョウツー（株） 卸売業,小売業 81 米善機工（株） 卸売業,小売業

40 （株）ジョー・スマイル 宿泊業，飲食サービス業 82 （株）ワコー 学術研究,専門・技術サービス業

41 (有)親和商事（郷土料理 青柳） 宿泊業,飲食サービス業 83 （株）早稲田スクール 教育,学習支援業

42 （株）杉養蜂園 製造業 （５０音順）


