
タイムスケジュール

6月15日（月） 6月22日（月）

11:00～ 11:00～

14:00～ 14:00～

16:00～ 16:00～

6月16日（火） 6月23日（火）

11:00～ 11:00～

14:00～ 14:00～

16:00～ 16:00～

6月17日（水） 6月24日（水）

11:00～ 11:00～

14:00～ 14:00～

16:00～ 16:00～

6月18日（木）

11:00～

14:00～

16:00～

株式会社智翔館 社会福祉法人 南高愛隣会

E-tecsコンサルタント株式会社 株式会社ペイロール

有田工業株式会社 ※実施なし※

株式会社ジェイウェイブ ※実施なし※

株式会社池田工業 自衛隊長崎地方協力本部 

九州教具株式会社 株式会社今村組

社会福祉法人ゆうわ会 協和機工株式会社

アイ・ティー・エックス株式会社

西嶋電設株式会社 株式会社シーヴイテック九州

社会福祉法人ことの海会 伸和コントロールズ株式会社

あなぶきメディカルケア株式会社

株式会社ディーエスブランド



参加企業紹介 各企業をクリックして「Ｎなび」のページもチェック！

１１：００～ １４：００～ １６：００～

所在地：佐世保市 所在地：諫早市 所在地：福岡県福岡市
業種 業種 業種

建設・設備関連 サービス メーカー（製造） サービス

会社の特色 会社の特色 会社の特色
より良く、より安全な環境を国民に提供し、貴重
な生命と財産、国土を守ることを会社の使命と考
えています。 当社の仕事は、単なる「作業」では
ない「多角的な視点」と「深い思索」に基づき展
開され、また新しい技術も積極的に取り入れてい
ます。「AIでは置き換えることのできない仕
事」、が目指すところです。

溶融亜鉛めっき事業に於いて、県下オンリーワン
企業としてお客様の付託に100％お応えする事を
念頭に「信頼」をベースとした経営をしておりま
す。もっとも経済性と耐食性の高い防錆技術とし
てインフラ整備全般の公共事業に加えて、県内外
の中大手造船各社様より造船部材のめっきを御発
注頂いております。女神大橋、大島大橋、東京豊
洲、スカイツリー下の「おしなり橋」など手がけ
ています。

有料職業紹介・労働者派遣
人と企業を繋ぐ仕事です。「自分が面接し、採用
し、企業へ送り出した人材が生き生きと働いてい
る姿を見るのが、一番のやりがい！自分の仕事が
人の役に立っていることを実感できます。」元
気・ やる気・本気・根気・勇気を持った社員と
共に人材ビジネスのプロフェッショナルを目指し
ましょう！！

所在地：佐世保市 所在地：大村市 所在地：長崎市
業種 業種 業種

建設・設備関連 商社 サービス 医療・福祉

会社の特色 会社の特色 会社の特色
「仕事を通じ 地域社会の発展に貢献する」とい
う志を胸に地元佐世保に根差した事業を展開。
街づくりからインフラ整備まで、地域の発展に寄
与する数多くの実績を積み重ね今では、長崎県内
でもトップクラスの建設会社へ成長を遂げまし
た。  近年では、平成25年に佐世保駅近くに開業
した大型複合商業施設「させぼ五番街」の新築工
事も手がけました。

ソリューション事業部：事業所や学校・官公庁・
病院などで使用するあらゆるものを幅広く取り扱
い、お客様のお困りごとを解決します。
ウォーターネット事業部：美味しいミネラル水を
ボトルで宅配。安心安全をお届けします。
ホテル事業部：長崎市内に3か所、東彼杵郡波佐
見町に1か所のホテルを展開。「笑顔が生まれる
場所」をクレドとして、お客様に快適な宿泊環境
をご提供しています。

一人ひとりの子供の命の輝きを大切に、思いやり
を育む保育園の運営。 社会福祉法人ゆうわ会は
長崎市内に各事業所・保育園があり、どの事業
所・保育園ともに比較的に交通の便の良い場所に
位置しています。また、女性の管理職も複数活躍
しています。産休・育休の取得のしやすさ、もち
ろん復帰後のフォローもあり、何人もの先輩が職
場復帰を果たしていることが、女性の活躍に繋
がっています。

所在地：佐世保市 所在地：大村市 所在地：大村市
業種 業種 業種

サービス 建設・設備関連 医療・福祉

会社の特色 会社の特色 会社の特色
地域社会に貢献する教育機関として、現在県北地
区に10事業場、生徒数1000名と地域から信頼評
価を頂いています。学習塾、予備校、スクール運
営や企業研修、児童発達支援など、17の事業を展
開しており、多角的な社会貢献を実現していま
す。抜群の合格実績と自立型人間の育成を通して
地域貢献をする教育機関です。丁寧に子どもたち
のやる気と能力を伸ばすスタイルは地域からの信
頼をいただいています。

発電された電力を、24時間・365日、発電所から
工場・企業・各家庭まで届ける。そのための鉄
塔・送電線建設工事を担っています。
 九州電力を主要クライアントとし、送電線路建
設工事を請け負ってきました。下請け業者として
スタートした当社ですが、建設のみならず、保
守・管理まで手がけることでひとつひとつ実績と
信頼を積み、現在はその総合力を武器に、数少な
い元請け企業として成長。

知的障害者を中心とした障害福祉サービスを16拠
点で19事業展開しており、主な事業は、施設入所
支援、生活介護、就労支援、児童発達支援、放課
後等デイサービス、ヘルパー事業、グループホー
ム、短期入所、相談事業等です。
利用者様が自立した生活を地域社会で営む事が出
来るように、職員一丸となり支援しております。

所在地：香川県高松市 所在地：長崎市 所在地：福岡県福岡市
業種 業種 業種

医療・福祉 ソフトウェア・通信 商社

会社の特色 会社の特色 会社の特色
あなぶき興産（東証一部上場）グループのあなぶ
きメディカルケアです。
お客様とご家族の心に寄り添いながら、自分らし
く活きる（生きる）喜びをご提供いたします。あ
なぶきの介護は、集団ケアではなく１対１の介護
です。将来は介護のプロフェッショナルはもちろ
ん、マネジメントや営業職にも挑戦できます。あ
なぶきグループだからこその福利厚生も充実！

「みんなが主役！」をスローガンに、ホームペー
ジの開設から運営まで、全国の企業の情報発信を
お手伝いしています。企業向けホームページ作成
ソフトの主力商品「おりこうブログ」をはじめ、
おりこうシリーズのオプション商品を企画・開
発・販売しています。ホームページ運営に必要な
保守サービスの提供と、操作方法やホームページ
全般に関するお問い合わせ、情報・ノウハウの提
供をしています。

テレコム事業を中心とした情報通信サービス事業
（ドコモショップ、auショップなどのモバイル
キャリア認定ショップを全国で約400店舗展開し
ています）
長崎県内にも7店舗のauショップを運営しており
ます。当社は年功序列ではありませんので、入社
してすぐの社員の意見でも先輩が耳をかたむけ
「どうしたらお客様に喜んで頂けるか」を常に考
え行動しています。

2020/6/18
（木）

あなぶきメディカルケア株式会社 株式会社ディーエスブランド アイ・ティー・エックス株式会社

2020/6/17
（水）

株式会社智翔館 西嶋電設株式会社 社会福祉法人ことの海会

2020/6/16
（火）

株式会社池田工業 九州教具株式会社 社会福祉法人ゆうわ会

2020/6/15
（月）

E-tecsコンサルタント株式会社 有田工業株式会社 株式会社ジェイウェイブ



参加企業紹介 各企業をクリックして「Ｎなび」のページもチェック！

１１：００～ １４：００～ １６：００～

所在地：長崎市
業種 業種 業種

ソフトウェア・通信  サービス
会社の特色 会社の特色 会社の特色

日本初の給与計算業務専門のフルアウトソーサー
として、大手企業を中心に、245社93万人（2019
年4月末時点）の給与計算サービスを受託してい
ます。 独自のサービスと安定したビジネスモデ
ルで実績は業界No.1のシェアを誇り、17期連続
で売上を伸ばしている成長企業です。2019年7月
には長崎県・市の誘致企業として、長崎市内に西
日本エリア初となる大規模センターをオープンし
ました。

所在地：長崎市 所在地：五島市 所在地：佐世保市
業種 業種 業種

官庁・団体・連合会 建設・設備関連 メーカー（製造）
会社の特色 会社の特色 会社の特色
自衛官には多様な働き方、多くの職種・職域があ
り、自分の興味や得意分野を活かして勤務できる
幅広いフィールドが広がっています。
 防衛大学校教授による模擬授業（航空宇宙工
学）
 防災講話、職業講話、安全保障講話等も実施し
てます。

企業理念は地域社会に貢献することです。地域社
会に貢献する事業であれば、難工事や採算性が低
い工事でも率先して行っています。事業内容は建
築、土木、不動産業です。毎年長崎新聞等に掲載
されるような事業を手掛けており、残業代も全て
払っております。有給消化率は平均12.8日/年な
ど職場環境は極めて良好です。若手の従業員で過
去１０年辞めた人はいません。極めて良好な職場
環境だと思います。

建設・土木事業で使用する大型機械や運搬機械、
環境・プラント関連機器まで幅広い製品に携わっ
ています。多くの人の力で作り上げた製品は、発
電所や水道施設、災害復旧等、私たちの暮らしを
支える仕事をしています。モノ作りを通して、や
りがいのある仕事を一緒にしませんか？日本の西
端から世界へ。きっと想像以上にスケールの大き
な仕事が出来ます！

所在地：諫早市 所在地：佐世保市 所在地：大村市
業種 業種 業種

医療・福祉 メーカー（製造） メーカー（製造）
会社の特色 会社の特色 会社の特色
 福祉というと「介護」というのが一般のイメー
ジかもしれませんが、当法人では、障がいのある
方一人ひとりの「～したい」をかなえるため、多
種多様な仕事があります。福祉の「枠」を超え
て、一緒に社会を変えて行きませんか。 「くら
す」「働く」から「恋愛」まで、障がいのある方
一人ひとりの「～したい！」を叶えることが私た
ちの挑戦です。 固定観念にとらわれず、新しい
可能性に挑戦できる環境です！

自動車用無段変速機（CVT）の構成部品である金
属ベルトの製造・販売
 当社は、アイシン・エイ・ダブリュ㈱とトヨタ
自動車㈱が株主である㈱シーヴイテック100％出
資の新会社です。

半導体、次世代エネルギー、医療、宇宙開発、ス
マートフォン等のディスプレイ製造など、世界最
先端のモノづくりを支えています。私たちと共
に、人類の未来を担う次世代のモノづくりを追求
してくださる方を歓迎します！また、地域との共
生を掲げ「おもてなし」の心を大切にしていま
す。地域へ、社員へ、家族へ。貢献活動も多数
行っております。平均年齢33歳で若いスタッフも
活躍している元気のある会社です。

株式会社シーヴイテック九州 伸和コントロールズ株式会社

2020/6/24
（水）

社会福祉法人 南高愛隣会

※実施なし※ ※実施なし※

2020/6/23
（火）

自衛隊長崎地方協力本部 株式会社今村組 協和機工株式会社

2020/6/22
（月）

株式会社ペイロール


