
しまの企業説明会・移住相談会in長崎市　参加企業情報                                        ※五十音順

企業名 両日 10日のみ 11日のみ

1 合同会社アイラオリエンタルリンク ○

2 有限会社イー・ウィンド ○

3 株式会社今村組 ○

4 開成水産株式会社 ○

5 かきごやこんねこんね ○

6
際コーポレーション株式会社

五島アイランドリゾート株式会社
○

7 株式会社五島さざなみ農園 ○

8 五島森林組合 ○

9
GOTO　TSUBAKI　HOTEL
（五島自動車株式会社）

○

10 株式会社五島ワイナリー ○

11 株式会社坂本組 ○

12 社会福祉法人さゆり会 ○

13
社会福祉法人秀峯会

特別養護老人ホームつつじが丘
○

14 昭徳水産株式会社 ○

15
社会福祉法人聖マリア会

聖マリアの園
○

16 社会福祉法人清和会 ○

17 有限会社タイヨウ ○

18 長崎電建工業株式会社 ○

19 社会福祉法人なごみ会 ○

20 のぞみ漁業株式会社 ○

21 株式会社浜口水産 ○

22 株式会社宝生水産 ○

23 株式会社MONTE CASA ○

24 株式会社ワイコーポレーション ○

25
社会福祉法人和光会

特別養護老人ホーム緑乃園
○



企業名 住　所

業　種 企業URL

企業名 住　所

業　種 企業URL

企業名 住　所

業　種 企業URL

五島市富江町富江145-1

http://e-wind.jp/

求める人材・従事する業務内容

■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

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

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）

2

3

風力発電設備のメンテナンス業

会社概要・PR

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。

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。

有限会社　イー・ウィンド

株式会社　今村組

五島市木場町240-1

求める人材・従事する業務内容

旅行代理店

会社概要・PR

http://travel-q.com

1
島内のお客様の旅行や企業様の出張手配を行います。旅行

好きであれば、年齢問わず即戦力で活躍できる職場です。

定時に縛られないフレックス制を導入し、役職に縛られな

いフランクで対等な職場環境です。福利厚生として、一定

額の航空券を無償提供しますので、国内、海外旅行に気軽

に行って下さい。

●旅行代理店業務全般

　来客されたお客様への旅行予約・手配・相談電話及び、メー

ルのお問合せ対応等

●経理事務

●その他付随する業務

　※旅行会社または経理事務経験者、大歓迎接客業が好きな

方、旅行が好きな方であれば未経験でも歓迎です。

合同会社　アイラオリエンタルリンク



企業名 住　所

業　種 企業URL

企業名 住　所

業　種 企業URL

企業名 住　所

業　種 企業URL

南松浦郡新上五島町奈良尾郷888-37

4

5

大中型まき網漁業

牡蠣をはじめ、五島産の魚介、野菜、米など、旬の食材に

こだわった五島地魚旬菜居酒屋（こんねこんね）や五島の

地鶏しまさざなみでコトコトとった雑味のない鶏ガラスー

プで、台湾薬膳風の朝粥（金木犀）を展開。

開成水産株式会社

「こんねこんね」「金木犀」で、料理＆フロアの飲食サービス

の仕事。飲食店経験者、Wワーク（手に仕事のある方）でいき

たい人、いつかお店を持ちたい人、（特に魚のさばきなど）和

食見習いをしたい方、五島への移住希望者、魚を釣って来てく

れる方！　わんちゃん好き、、、　歓迎いたします！

五島市東浜町1-9-17

飲食業 http://goto-garden.wixsite.com/konnekonne

会社概要・PR 求める人材・従事する業務内容

かきごやこんねこんね

会社概要・PR 求める人材・従事する業務内容

奈良尾港を基地として、約２５日間の航海で対馬～五島西

～男女群島南方海域を主漁場としてアジ・サバを漁獲する

漁業です。国内の魚食文化にはなくてはならない業種で

す。

・海、魚が好きな人

・機械に興味がある人

・甲板、機関員乗船履歴２年以上で免状取得可能

・五島が大好きな人

6

際コーポレーション株式会社

五島アイランドリゾート株式会社
南松浦郡新上五島町小串郷1074

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

代表者名：中島　武　本所所在地：東京都目黒区

就業員数：1468名　設立：1990年12月7日

資本金：5億4106万円　グループ売上：318億円

店舗数：388店舗

「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。



企業名 住　所

業　種 企業URL

企業名 住　所

業　種 企業URL

企業名 住　所
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7

株式会社五島さざなみ農園 五島市堤町2289-1

養鶏業 http://goto-jidori.com/

会社概要・PR 求める人材・従事する業務内容

現在では当園だけで飼育している「五島地鶏しまさざな

み」を処理、製造、販売して、五島列島の活性化を図りま

す。

・未来に向け挑戦することができる方を求めます

・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

8

五島森林組合 五島市吉田町3110番地8

林業全般

会社概要・PR 求める人材・従事する業務内容

五島森林組合は、平成14年に下五島、上五島の森林組合

が合併し、島内の森林を守り育てています。主に県市町、

個人有林の作業受託を行い、利用間伐、保育間伐を実施

し、島内材（ｽｷﾞ・ﾋﾉｷ）の出荷・加工販売を行っている。

その他にも伐採や除草及び森林用の機械器具、肥料等販売

も行っている。

ｽｷﾞ・ﾋﾉｷ林の下刈、除伐、枝打、間伐等の保育及び伐出作業。

緑の雇用現場技能者育成事業により、森林作業に特化したさま

ざまな研修・資格取得を実施している。森林・林業に関心があ

る方や協調性のある方、健康面・体力に自信がある方で、林業

の担い手としてやっていきたい人。

9

GOTO　TSUBAKI　HOTEL

（五島自動車株式会社）
五島市栄町1番地4

ホテル業 http://www.campanahotel.com/gotobus

会社概要・PR 求める人材・従事する業務内容

■ＧＯＴＯ　ＴＳＵＢＡＫＩ　ＨＯＴＥＬの開業

“ここにしかないデザイン、ただひとつだけのホテル”を目

指し、社内の他部門や長崎バスホテルズ（関連会社）等と

綿密に連携しながらホテル運営を行います。

　何事にも臨機応変に対応し、お客様が何を求め、何をして欲

しいのかを常に考え、それを接客に活かしていける気配りが出

来る様な人材を求めております。業務としては、フロント係、

予約係、事務職、調理師など様々な職種がございます。
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10

株式会社　五島ワイナリー 五島市上大津町2413

農業・製造業・販売業 http://www.goto-winery.net

会社概要・PR 求める人材・従事する業務内容

代表取締役：境目権二　　従業員数：10名　設立：平成

24年12月25日

資本金：25,000,000　年商：50,000,000

長崎県内唯一のワイナリーです。栽培・醸造・販売と6次

産業化に成功しています。日本国内でも、離島にあるワイ

ナリーは弊社を含めて2箇所しかありません。

業務内容：ブドウ栽培とワイン醸造。及びワインの販売。

ワインは世界中で造られ、歴史も大変長い酒類です。愛情ある

ブドウ栽培からしか、愛情あるワイン造りはできません。ブド

ウ栽培、ワイン醸造を通じて、世界で活躍できる人材を育成し

ます。島という風土を大切に想い、チャレンジスピリッツにあ

ふれ、熱意ある人材を求めます。

11

株式会社　坂本組 南松浦郡新上五島町青方郷1531番地1

総合建設業 http://www.sakamoto-gumi.co.jp

会社概要・PR 求める人材・従事する業務内容

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。

自分で考えて行動できる人・理解できる人・協調性がある人

①技術者(１級土木施工管理技士）、②船長(一級小型船舶操縦

士）、③機械責任者(移動式クレーン運転士）、④海上作業員

(ミキサー船及び起重機船乗組員）※①～③については、入社

後、取得可

12

社会福祉法人　さゆり会 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

創業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
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社会福祉法人　秀峯会

特別養護老人ホームつつじが丘
南松浦郡新上五島町有川郷2369-1

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

有川で30年の実績。離職率の低さ。ボーナス4.2カ月をは

じめ、職員への待遇の良さ。

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。介護職、看護職、栄養士。

14

昭徳水産株式会社 新上五島町岩瀬浦郷705-138

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

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。

15

社会福祉法人　聖マリア会　聖マリアの園 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

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。
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社会福祉法人　清和会 新上五島町岩瀬浦郷596-3

社会福祉事業 http://seiwakai-kamigoto.jp/

会社概要・PR 求める人材・従事する業務内容

奈良尾地区で養護老人ホームと障害者支援施設を経営して

おり、平成31年4月からは新たに特別養護老人ホームと保

育園を経営する予定です。障害者や高齢者とともに生産活

動に取り組み、同時に日常生活のお世話をしています。

来年度からの業務拡大に伴い、介護職・看護職・事務職・支援

員・調理員を募集します。業務拡大準備の進捗状況等により今

年中に採用する可能性もあります。

17

有限会社　タイヨウ 五島市富江町職人419

建設業・生コンクリート製造、販売

会社概要・PR 求める人材・従事する業務内容

各事業部に経験や知識が豊富な社員が多く在籍しています

ので、高度な技術や高い品質管理、丁寧な教育ができま

す。環境にやさしく地域に貢献できる会社として頑張って

います。

・自分の意思をきちんと持ち、周囲と協力しながら仕事のでき

る人材を募集します。[建設部：施工管理書類作成・測量等の

補助業務、生コン部：品質管理・出荷業務・品質試験の補助業

務]
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長崎電建工業株式会社 長崎市北陽町９３４番地６

電気通信工事業 http://www.nagasaki-denken.co.jp

会社概要・PR 求める人材・従事する業務内容

〇本社は長崎市にあり、弊社の五島支店での勤務となり転

勤はありません。業務内容は、NTT通信ケーブルの施設・

メンテナンス等の工事になります。

〇社員数９１名(うち五島支店１０名)、グループ４社で３

００名の社員が従事しています。

〇五島在住で健康でチームで工事に従事するため、協調性のあ

る真面目な方を希望しております。

〇入社時に電気通信の資格は必要ありません。入社後、内部・

外部研修を受講して頂くことになります。
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社会福祉法人　なごみ会

かけはし木場・かけはし福江

五島市木場町493-1（かけはし木場）

五島市武家屋敷3-2-6（かけはし福江）

高齢者福祉、学童クラブ

会社概要・PR 求める人材・従事する業務内容

五島市中心部に位置する創設8年目の新しい法人です。

職員を大切に思う気持ちを目に見える【かたち（制度・仕

組み）】にして、働きやすい・働きがいのある職場づくり

に本気で取り組みます！！

◆介護職員　◆看護職員　◆調理員　◆学童職員

私たちの理念（ご利用者に常に寄り添う）に賛同し、行動され

る方であれば経験・学歴などに関係なく大歓迎です。
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のぞみ漁業株式会社 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

会社概要・PR 求める人材・従事する業務内容

第二十八野村丸船団(5隻/総員約50名)を所有。東シナ海か

ら三陸沖まで幅広い海域に出漁し、アジ・サバ・イワシ・

ブリなどの大衆魚を漁獲します。水揚げした魚は、鮮魚は

もちろん加工品・飼料として全国の魚食を支えています。

約25日の航海中は船内での共同生活になりますので、協調性が

あり、環境に適応できる方を求めています。

甲板員・機関員・司厨員など様々な業務があり、経験や適正に

より配置を決定します。
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株式会社　浜口水産 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

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！



企業名 住　所

業　種 企業URL

企業名 住　所

業　種 企業URL

企業名 住　所

業　種 企業URL
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株式会社　宝生水産 南松浦郡新上五島町若松郷835-5

水産業（養殖） http://hosei-group.jp/

会社概要・PR 求める人材・従事する業務内容

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。
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株式会社　MONTE CASA 五島市武家屋敷1-7-12

ホテル・レストラン業

会社概要・PR 求める人材・従事する業務内容

来年四月にリニューアルオープン予定です。単なるホテル

運営だけでなく、ホテルを利用したイベント開催など、街

の活性化に寄与します。社長が30歳の若い会社です。こ

れから様々な事業を展開していくので、一緒に五島列島を

盛り上げましょう。

①ホテル業務全般

②１階で新規オープンする飲食店の料理長

一緒にホテルと飲食店を創りあげてくれる人材を募集していま

す。
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株式会社　ワイコーポレーション 長崎県五島市栄町9-1

通信機器販売、遊技場

会社概要・PR 求める人材・従事する業務内容

今や生活必需品となった携帯電話を基にお客様のライフ

ワークをより充実なモノに近づけるようサポート。社会保

険完備・雇用保険有・退職金制度有。勤務は実働8時間、

シフト制、月8～9日休（年間休日105日）です。また、ワ

イワイタウンは五島　唯一のボウリング場です。弊社グ

ループ事業として五島ヤクルト販売（株）があります。

ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ福江店での勤務となります。　　　　　　　　　　　

　　　　未経験者でも先輩スタッフがしっかりサポート！安心

して働ける職場です。健康で元気がある方を求めています。　　

　　　　　　　　　　　　　接客・料金プランの説明や故障対

応、申込受付の事務処理が主な仕事になります。

https://hosei2052.jimdo.com/
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社会福祉法人　和光会

特別養護老人ホーム緑乃園
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

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。


