
永川建設株式会社 総合建設業（建築工事・土木工事・型枠工事・ 有限会社中村製作所 電機機械器具製造業

長崎市千歳町１番５号 機材センター・加工・不動産部等） 時津町浜田郷６１１－１

資本金 2,500万円 資本金 1,000万円

従業員数 64人 従業員数 20人

初任給 各職種により提示 基本給 6,500円～

（ハローワークにて募集） 8,000円（日給制）

賞与・ 同上 賞与・ 賞与・家族手当

各種手当 各種手当 皆勤手当・通勤手当

有給休暇 同上 有給休暇 6ヵ月経過後10日

株式会社ケンコーホーム 戸建住宅の設計、施工、販売、リフォーム他 株式会社長崎イエローハット カーメンテナンス、車検、カー用品販売

時津町元村郷１２１２番地４ 時津町浦郷２７１番地１

資本金 3,000万円 資本金 900万円

従業員数 55人 従業員数 109人（正社員85人）

初任給 大卒 180,000円　 初任給 18万3,400円以上

専門・短大 177,000円 賞与・ 賞与年2回 計3か月(2年目以降）

賞与・ 賞与年2回　 各種手当 資格手当　2,000円

各種手当 営業職は業績により歩合給あり 家族手当　10,000円

有給休暇 6か月経過後10日 有給休暇 6か月経過後10日

ＪＡ長崎せいひ 信用・購買・販売・共済等事業 長崎機器株式会社 自動計量包装機製造販売業

長崎市元船町５番１号 時津町元村郷８２０

資本金 35億円 資本金 1億円

従業員数 722人（正職員457人） 従業員数 91人

初任給 正職員 大　卒 161,600円 大卒　184,000円　　高専卒　168,000円

短大卒 149,750円 短大・専修・能開卒　163,000円


高　卒 136,150円 高卒　151.500円

嘱託 126,000円 一般　150,500～220,000円（年齢・キャリアによる）

賞与・ 賞与・ 賞与(業績連動方式(今年度実績　4.94月））

各種手当 通勤手当・家族手当他 各種手当 通勤手当・他

有給休暇 6か月経過後10日 有給休暇 有（勤続年数により、年間最高20日（1年繰越可））

株式会社西菱環境開発 産業廃棄物処理業、特定建設業（解体） 永田モバイル株式会社 ドコモショップ運営代理店

時津町久留里郷１５２８ 佐世保市上京町１－３

資本金 1,000万円
資本金 2,000万円 従業員数 93人
従業員数 96人 高卒 150,000円
初任給 総合職（営業） 243,000円 高専卒 160,000円

事務職（経理事務） 191,500円 短大卒 165,000円
運転手（大型） 176,000円 大卒 170,000円

賞与・ ※経験者は考慮の上優遇します。
各種手当 賞与・ 賞与年2回 計3か月(前年実績）
有給休暇 6ヵ月経過後10日 各種手当 通勤手当・家族手当・資格手当等

有給休暇 6ヵ月経過後10日

特別養護老人ホーム時津荘 社会福祉事業 日本紙器株式会社 段ボール製造業

時津町日並郷３６１１ 時津町日並郷２２３３

従業員数 84人 資本金 4,300万円

　　看護師 218,700円 従業員数 74人（正社員63人、パート11人）

　　介護職員 146,100円～178,200円 営業外勤（大卒） 200,000円

　　ホームヘルパー 146,100円～178,200円 技術スタッフ（大卒） 200,000円

　　調理員 131,700円 製造機械ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ（大卒、短大卒、専修学校卒）170,000円

賞与・ 年2回（4.4ヵ月分） 営業アシスタント（大卒） 160,000円

各種手当 住居・扶養・通勤・早朝・夜勤手当 賞与・ 賞与年2回　計2カ月（２年目以降実績）

看護師・介護保険・調理師手当 各種手当 各種手当は規定による

有給休暇 6ヵ月経過後10日、最高20日（繰越可）
 有給休暇 6ヵ月経過後10日

中野鉄構株式会社 精密製缶加工、薄板溶接構造物、搬送架台、制御盤、 株式会社ひぐち パチンコ事業、飲食事業、レンタル事業

時津町日並郷３６１１ 鉄・ステンレス・銅・アルミ溶接、塗装、組立 長崎市西坂町２－３　長崎駅前第一生命ビル４階

資本金 1,000万円 資本金 3億円

従業員数 47人 従業員数 2,011人（平成28年12月末時点）

基本給 140.000円～200.000円 初任給 配属部署により異なる。

賞与・ 賞与年2回　計3か月分（前年度実績） 賞与・ 賞与年2回

各種手当 ・家族手当、管理手当、 各種手当 住宅手当等有

生産手当等、能力に応じて支給有 有給休暇 6ヵ月経過後10日

有給休暇 6ヵ月経過後10日

初任給

　弊社は研修制度が充実していますので、未経
験者の方や接客が少し苦手と言う方でも充分に
お仕事ができるようになります。明るく元気で
やる気のある方を募集しています。
　また、女性スタッフが多いこともあり、産
休・育休などの制度も充実しており、育休取得
後はほぼ100％復職しています。

基
本
給

　パチンコ（まるみつ）・飲食（ジョイフル・
さいさき屋・浦上ひぐち）・レンタル事業（遊
ing）を営業しております！
　お客様の憩いと安らぎの為に一緒に働きませ
んか！？

　設計図面から製品を創出し、お客様のご要望
にお応えするものづくりの企業です。
　精密さ、信頼性、職人的技術力と機械的確実
性を兼ね備えたこの職場でともに成長してくれ
る人材を募集します。

　弊社では、主要製品として、火力プラント向
けの計装盤、中継端子盤、分電盤等の製作及び
船舶用の配電盤・分電盤等の製作に取り組んで
おり、機械加工、溶接、塗装（溶剤・粉体）、
計装組立、配線組立に至るまでの一貫生産体制
を整え、短納期にも対応します。
　また、各種精密板金加工（ステンレス・鉄・
アルミ）も得意とし、お客様の細かなニーズに
もお応えします。

時津町合同企業面談会　参加企業情報

　産業廃棄物の収集運搬、中間処理を行う産業
廃棄物処理業並びに特定建設業の許可を取得
し、建築物全般の解体・土木工事の公共・民間
工事と関連する運送事業、リース業、再生砕石
販売等を長崎県内一円を営業エリアとして、優
良性認定を取得し事業展開しています。

　年間売上高15億、総合建設業（建築工事・土
木工事・型枠工事等）を県南部で高齢者の技術
継承と若手中心に、技術力と機動力生かした事
業を展開中。
　品質方針として、お客様の立場になって良い製品
を安く・早く（工期内）・完璧に完成させる事を社員一
丸となり目指しています。

賞与年2回

　イエローハットは業界ナンバー１となる全国
680の店舗を展開しています。そのうち弊社は、
本部を時津町（時津店）に置き長崎県内を中心
に11店舗を展開。
　今後、長崎県内でさらに店舗を増やしていく
予定です。
　また最近では年間休日数を増やす、閉店時間
を1時間以上早めるなど従業員の労働環境改善に
も力を入れています。

　弊社は長崎で 1,000 組以上の家族の「家づく
り」のお手伝いをしてきました。
　「家づくり」を通して、たくさんの家族の
「つながり」を支えていきたいと考えていま
す。

　長崎県の西南部に位置し、長崎市、西海市、
諫早市多良見町、時津町、長与町の３市２町を
事業区域としています。
　「使命」「共生」「貢献」の経営理念を基軸
に、食と農を大切にし、安心と信頼を満たす活
動により豊な地域社会を確立し「組合員・地域
住民にとって、より身近なＪＡ」「人と人のつ
ながりを大切にするＪＡ」を目指しています。

　時津荘は風光明媚な環境のもとに、利用者様
個人の自主性を重んじ自由な雰囲気の中で「生
きがいのある生活」を支援します。
　常勤職員は洗濯専門以外、他の部署も含め資
格がない方も全員正職員。
　質の高いサービスをご提供していきたいと思
います。

賞与年2回（前年実績）

初
任
給

　当社は1951年（昭和26年）の設立以来、計量
機、包装機、フレコン充填装置、集積包装機等
の産業用機械を開発し、製造・販売していま
す。
　今まで蓄積してきたノウハウを活かし、ユー
ザーのニーズに応えるべく日々進化していま
す。

初
任
給

　当社は長崎県内で段ボール貼合機（コルゲー
タ）を唯一保有する企業として、物流には欠か
せない段ボールケースを、ご利用いただくお客
様に迅速にお届けするため、生産効率を高め、
製造技術の確立に日々努めております。
　ぜひ当社へ入社して地元長崎の経済発展のた
めに一緒に頑張りましょう！


