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五島市堤町2289-1

五島市東浜町１丁目２０－１３

http://imamuragumi.net

 求める人材・従事する業務内容等

①土木･建築の施工管理を希望する人材
  （実務経験なしも歓迎）
②建築系の大学･短大･専門学校･高校出身で、設計業
務を希望する人材（実務経験なしも歓迎）

五島市下大津町712番地26

http://www.hpi-farm.co.jp/

 求める人材・従事する業務内容等

・鬼岳農園、三井楽農園、丹奈事業所（施設園芸）で、
ブドウ・ブロッコリー・胡瓜・パプリカ・マンゴーなどの栽培管
理業務に従事していただきます。

総合建設業

 会社概要・PR

創業89年、売上20億円の建設会社で建築･住宅･土
木工事が業種です。有給消化率が100%と職場環境
が整っており、毎年新聞に掲載されるやりがいのある
プロジェクトを行っています。

農業生産

 会社概要・PR

農地100h、ﾋﾞﾆｰﾙﾊｳｽ100棟を目指します。旬の売
れる商品は何か、消費地のニーズを汲み取って生産
にﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸします。また、弊社企業グループと連携
し、直販、6次産業化を目指します。取引先の委託を
受け、さまざまな農作物の契約栽培も行います。

養鶏業

・五島の観光ＰＲ
・着地型ツアーの手配、主催
・観光案内業
・土産販売　　　五島観光全般を取り扱っています。

株式会社　今村組
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農業法人　株式会社　ＨＰＩファーム

3

株式会社　五島さざなみ農園

4

一般社団法人　五島市観光協会
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参加企業情報　※市町別50音順

五島市富江町富江145-1

 求める人材・従事する業務内容等

風力発電設備のメンテナンス業

 会社概要・PR

http://e-wind.jp/

再生可能エネルギーは成長分野のひとつです。
将来的には、風力発電だけではなく再生可能エネル
ギー全般を視野に入れ、環境問題・エネルギー問題
も解決していきたいと意識しながら業務を遂行してい
ます。

 ■風車（高さ50～80m）内外での作業全般。
・電気、機械の点検、補修
・エラー時のトラブル対応
・ロープ、特殊工具を用いた風車外部の点検、補修

1

有限会社　イー・ウィンド

【五島市】

・旅行会社経験者
・語学堪能者
・ツアー営業企画

五島市東浜町２丁目３番１号

旅行業・小売業 http://www.gotokanko.jp/

 会社概要・PR  求める人材・従事する業務内容等

http://goto-jidori.com/

 会社概要・PR  求める人材・従事する業務内容等

・養鶏、食鳥処理及び加工、販売
・五島列島の豊かな自然により育まれた「五島地鶏し
まさざなみ」を飼育販売して、五島列島の活性化を
図ります。

・地鶏の飼育管理（給餌、鶏舎清掃、記録等）
・営業販売全般
・養鶏の経験は必要ありません
・女性の方も大歓迎

http://imamuragumi.net/
http://www.hpi-farm.co.jp/
http://e-wind.jp/
http://www.gotokanko.jp/
http://goto-jidori.com/
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五島市東浜町一丁目１番１号

ホテル業 http://www.campanahotel.com/

 会社概要・PR  求める人材・従事する業務内容等

・五島列島で１番大きい福江島のホテルです。
・平成２８年に開館２０周年を迎えました。
・イベント・ブライダル・団体旅行にも対応し、お客様
へゆったりとくつろげる空間をご提供致します。

・ホテル未経験者でも歓迎。サービス業や接客業に興味
がある方、五島が大好きな方を求めます。
・フロント業務・料飲接客業務のほか、予約業務等事務
系のスタッフも募集しています。

五島自動車　株式会社 カンパーナホテル
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五島市下崎山町699(本部事務所)

老人福祉、障害者福祉、児童福祉事業 http://www.sayurikai.or.jp/

 会社概要・PR  求める人材・従事する業務内容等

業47年、五島市内に高齢者(特養、養護、ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ
等)、障害者(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ、就労支援等)、児童(保育所等)
など、全世代に対応した福祉事業を展開し職員数約300
名の法人です。五島市内唯一の「子育てサポート企業」と
長崎労働局より「くるみん認定」されています。

◇特養、養護、ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ、ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
　生活支援業務全般(介護職・相談援助職・PTなど)
◇保育園･･･保育士など

社会福祉法人　さゆり会

8

五島市松山町706-3

介護施設 －

 会社概要・PR  求める人材・従事する業務内容等

特別養護老人ホーム　入所者86名　ショート20名
産前産後休暇、育児休暇、介護休暇あり。育児休暇から
の復帰率１００％
未経験・無資格の方でも安心して働けるよう研修制度の整
備、先輩職員のサポート実施。

・健康で明るく優しい方
・あたたかく思いやりのある方
・チームワークのとれる方
＊食事や入浴等、介護サービスを中心にレクやリハビリ、年間
行事を通して楽しみのある生活を提供し、本人のできる事、や
りたい事を支えています。

社会福祉法人　聖マリア会　聖マリアの園

9

五島市木場町２４１－３

基礎化粧品の製造および販売 https://decinqiles.jp/

 会社概要・PR  求める人材・従事する業務内容等

①ドゥサンクィルは、フランス語で「五島から」。椿油な
ど特産品を基礎化粧品に商品化、ネツトや卸会社で
全国展開。②カーナビなどのＡＶ取付キットトップシェ
アのカインズグループの100%子会社。

①当社は、設立2年目。健康で活気のある方を求めてお
ります。企画力を持って積極的に提案して欲しいです。
②業務内容は、商品(基礎化粧品)の販売企画および営
業活動です。

株式会社　ドゥサンクィル

10

農業生産法人　五島七岳ファーム  有限会社 五島市吉田町2927-5

7

農業生産・加工販売 http://www.nanatakefarm.com/

 会社概要・PR  求める人材・従事する業務内容等

[農業生産部門]露地野菜を中心に緑茶、桑茶、
を栽培。経営面積約45ha
[加工事業部門]塩プリン、椿の島ドレッシン
グ等、地域資源を活かした加工（委託）販売

農業部門において、育苗から育成、収穫までの生産活
動を行なう。
主な作物は、ブロッコリー・南瓜・白ネギ・生姜・茶・桑

http://www.campanahotel.com/
http://www.sayurikai.or.jp/
https://decinqiles.jp/
http://www.nanatakefarm.com/
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社会福祉法人　和光会　緑乃園 住　所

業　種 企業URL

五島市三尾野1丁目8番5号

人材育成 http://www.goto-jinzai.co.jp/

 会社概要・PR  求める人材・従事する業務内容等

当協同組合で取り組みを進めようとしている外国人
技能実習制度は、日本から相手国に対して、技能移
転を通じた「人づくり」に協力することが基本理念とさ
れています。

介護福祉士・看護師・准看護師・日本語教師の資格を
お持ちの方で、新しいことにチャレンジしたい方をお待ちし
ています。業務内容は、外国人技能実習生受入の書類
作成や訪問記録等パソコン作業が中心です。

長崎県ごとう人材確保・育成協同組合

11

五島市末広町１番地10

訪問看護 http://business4.plala.or.jp/abunze/

 会社概要・PR  求める人材・従事する業務内容等

急速に進む高齢社会の中、在宅医療において重要
な役割を担う訪問看護
「看護を通して地域に貢献する」を看護方針に掲げ、
在宅療養を最後まで支え、地域に信頼される訪問看
護ｽﾃｰｼｮﾝを目指します。

訪問看護業務全般
看護師・保健師
未経験者も歓迎、研修期間は管理者が同行し指導しま
す。

ＮＰＯ法人ふくえ  訪問看護ステーション鐙瀬

13

五島市上大津町2413

サービス業、飲食業、製造業、農業 http://www.conkana.jp

 会社概要・PR  求める人材・従事する業務内容等

設立：1986年3月　従業員数：71名（2017年12月現在）
PR：五島コンカナ王国はお客様に心から満足して頂ける接
客を常に念頭に置き、『ありがとう』という感謝と労いの言葉
を頂けるように細かい気配りでお客様に接しています。

求める人材：周囲の話に耳を傾け、積極的に学び取ろう
とする意欲をもった人やホスピタリティ（心のこもったおも
てなしの心）を備えた人。
業務内容：フロント・接客・ワイン醸造・農業他

（株）メモリード　五島コンカナ王国

14

五島市野々切町2035－2

福祉.高齢者介護 －

 会社概要・PR  求める人材・従事する業務内容等

当法人は、五島のシンボル鬼岳の裾野に広がる平野
に立地し、豊かな自然に恵まれています。　そんなや
すらぎのある「緑乃園」は、地域と一体となった家庭
的な雰囲気の中で運営しています。

①未経験者、無資格の方でも大歓迎です。
②優しく、思いやりのある方を求めています。
③食事介助、排泄介助、入浴介助などの介護業務、及
び生活空間の清掃などが主要な仕事になります。

15

五島市富江町富江357-230

魚肉練り製品 製造・販売 http://www.goto-maki.net

 会社概要・PR  求める人材・従事する業務内容等

従業員数：30名/休日休暇：水、日、祝（10～12月は日のみ）、GW、お
盆、年始/福利厚生：各種保険加入、有給休暇有り、扶養手当有り/職場
見学：随時可能
海に囲まれ、豊富な漁業資源に恵まれた地の利を活かし、「新鮮素材」に
こだわった練り物を作り続けて70余年。「五島がごちそう。」の想いを載せ、
魚本来のおいしさを味わえるかまぼこを全国のお客様に届けています。

製造から接客販売まで、幅広く適応できる人材を求めています。
業務内容：工場内製造、店舗での販売、全国出張を伴う百貨店催事
での実演、販売、島内配達。
営業経験者、接客販売経験者歓迎！
魚を扱える人、魚の知識が豊富な人、かまぼこが好きな人歓迎！

株式会社　浜口水産

12

http://www.goto-jinzai.co.jp/
http://business4.plala.or.jp/abunze/
http://www.conkana.jp/
http://www.goto-maki.net/
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株式会社　坂本組

17

南松浦郡新上五島町有川郷2369-1

際コーポレーション株式会社
 （五島列島リゾートホテルマルゲリータ）

16

南松浦郡新上五島町青方郷1531番地1

南松浦郡新上五島町小串郷1074

【新上五島町】

ホテル・レストラン業 http://www.margherita-resort.jp/

 会社概要・PR  求める人材・従事する業務内容等

代表者名：中島　武　　　　本所所在地：東京都目黒区
就業員数：1,505名　設立：1990年12月7日
資本金：5億4106万円　グループ売上：317億円
店舗数：383店舗（2017年4月末）

「強い意志」を持ち「スピード」をもって行動できる人を求めてい
ます。当社では年齢や社歴問わず、若い内から大きな裁量を
持って仕事を行っていただきます。誰かに指示をされて動くの
ではなく、仕事に対して自分から積極的に働きかける。　そのよ
うな行動力のある方々を求めています。

建設業 http://www.sakamoto-gumi.co.jp

 会社概要・PR  求める人材・従事する業務内容等

養護老人ホームと障害者支援事業(各定員５０人）の
運営を行っています。「真心」「安心」「信頼」を基本
理念に、ご利用者の尊厳を守り、安心して生活できる
質の高いサービスを提供し、信頼される温かい施設
を目指します。住宅の相談に応じます。

左記基本理念に共感できる方で経験不問
・支援員（利用者の状況に応じたの自立支援）
・介護職（利用者の身の回りのお世話）
・看護職（利用者の健康管理・通院業務）
・事務職（会計・庶務）

社会福祉法人　清和会　朝海荘

19

介護施設 http://syuhoukai.jp

 会社概要・PR  求める人材・従事する業務内容等

介護老人福祉施設／短期入所生活介護事業／通
所介護事業／居宅介護支援事業
・福利厚生が充実しており、安心して働ける職場で
す。離職者が少なく経験の無い方にも、親切・丁寧に
指導し国家資格も取得できます。

・素直で明るい人
・他人の役に立つことが好きな人
・協調性がある人

本年創業５９年目の新上五島町を本拠地とし、陸上・海上・建築
工事等を中心とした総合建設業です。
弊社には豊富な実績と地元より確かな信頼を頂いております。
福利厚生面として、社宅４階建て全２０室（３DK）及び独身寮４階
建て全２７室（完全個室）を完備しています。
Ｕターンは元よりＩターンも積極的に採用したいです。

・１級土木施工管理技士
・一級小型船舶操縦士
・移動式クレーン運転士
・海上作業員
※入社してから取得可能

 求める人材・従事する業務内容等

南松浦郡新上五島町若松郷769-29

水産業（養殖）

社会福祉法人　秀峯会　つつじが丘
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http://www.tokumaru-gotou.com

 会社概要・PR  求める人材・従事する業務内容等

五島列島の全国屈指の美しい自然環境の中、五島
灘の激流の中で育ったこだわりの養殖魚を国内外に
展開しています。

やる気・根性のある人材
ぶり・ひらまさ・くろまぐろの育成～出荷に関する諸業務
（給餌作業、生簀メンテナンス、等）

有限会社　徳丸

20

南松浦郡新上五島町岩瀬浦郷596-3

高齢者福祉・障害者福祉 http://www.seiwakai-kamigoto.jp

 会社概要・PR

http://www.margherita-resort.jp/
http://www.sakamoto-gumi.co.jp/
http://syuhoukai.jp/
http://www.tokumaru-gotou.com/
http://www.seiwakai-kamigoto.jp/
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インターネット通販 http://nichieikenki-kamigoto.co.jp/

 会社概要・PR  求める人材・従事する業務内容等

上五島の鮮魚・物産を全国に販売することを目的とし
た地域通販会社です。建設会社名ですが、上五島
営業所での仕事はインターネット通販です。

従事する業務は、インターネット通販全般です。パソコン
を使っての商品登録や、商店への商品発注、発送業務
など。上五島を全国に発信したい、やる気のある方を希
望。

日栄建機株式会社 長崎県五島列島 上五島SHOP

21

南松浦郡新上五島町若松郷835-5

水産業（養殖） https://hosei2052.jimdo.com/

 会社概要・PR  求める人材・従事する業務内容等

株式会社　宝生水産

南松浦郡新上五島町奈良尾郷235番地4

大中型まき網漁業 なし

 会社概要・PR  求める人材・従事する業務内容等

東シナ海を主な漁場として、アジやサバなどを対象と
したまき網漁業を行っています。島内でも有数の規
模の産業で、地域貢献はもちろん、国内の魚食文化
の下支えとなる、大変意義のある仕事です。

創業48年の歴史とノウハウと恵まれた自然環境の中
でより良い魚作りを目指し、ハマチ、ヒラス、マグロなど
国内外に販路拡大を行っています。

生簀作りや、えさやりなど養殖作業の全般を行っていただ
く人材を募集しています。

23

のぞみ漁業　株式会社

22

南松浦郡新上五島町浦桑郷1386

仕事は食事準備の手伝いなど簡単なものから慣れてい
ただきますが、一度出港すると、約24日間陸に上がら
ず、夜間に漁を行うので、環境への適応力がある方の応
募をお待ちしております。

http://nichieikenki-kamigoto.co.jp/
https://hosei2052.jimdo.com/
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業　種 企業URL

ごとう農業協同組合 住　所

業　種 企業URL

住　所

業　種 企業URL

 求める人材・従事する業務内容等

グループ創業305年の食品卸として60万の商品を仕
入れ、販売しています。島内のコカコーラ製品は全て
国分九州にて代行販売している他、スーパーや飲食
店への食品流通に深く関わっており、五島の“おいし
い”を支え続けています。

自分の仕事に責任を持ち、最後までやり通せる方を募集
します。業務内容はお客様に季節商品や新商品のご提
案、コカコーラの代行販売（自販機メンテナンス含む）、
庫内業務・配送業務など多岐にわたり、様々な仕事を経
験出来ます。

国分九州　株式会社
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 会社概要・PR

大中型旋網漁業　 http://www.shoutokusuisan.co.jp/

 会社概要・PR  求める人材・従事する業務内容等

大正7年に創業し、現在は西日本最大の大中型まき
網漁船4船団（19隻）を有しています。また、水産加
工業も展開し、グループ全体で300名の従業員がお
ります。漁獲、加工、販売を行い日本の魚食文化を
守りつづけています。

自然豊かな五島の環境に馴染める素朴な人を求めま
す。まき網船団の基地である浜串港において、魚の漁獲
に必要な漁網の製作・補修・管理を行う業務です。
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南松浦郡新上五島町岩瀬浦郷705-138
（五島市居住者の採用可）

【五島市/新上五島町】

五島市籠渕町2450番地12（新上五島町支店あり）

総合事業 http://www.ja-goto.or.jp/

 会社概要・PR  求める人材・従事する業務内容等

◎事業内容：・営農指導事業・販売事業・購買事業・
信用事業・共済事業・福祉事業
◎当組合は利用者、地域住民からの要望に応える
為、連携を取り合いながら、様々な事業を展開してお
ります。

・どのような仕事でも積極的に取り組む姿勢を持っている
人材
・様々な事業を展開しておりますので、自分の可能性を
広げていきましょう
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五島市東浜町3-8-2  （新上五島町営業所あり）

食品卸 http://www.kokubu.co.jp/kyushu/

昭徳水産　株式会社

http://www.shoutokusuisan.co.jp/
http://www.ja-goto.or.jp/
http://www.kokubu.co.jp/kyushu/

