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参加企業紹介集 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「N ぴか」とは・・・ 

年齢や性別に関係なく誰もが働きやすい職場づくりに積極的に 

取り組む県内の優良企業を「Ｎぴか」企業として認証しています。 

 

Ｎなびでも、企業検索＞条件から見つける＞条件：企業の特色で 

「N ぴか」企業を検索できるよ！ 
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  No. 企業名（50音順） 業種 ページ

1 ＩＧ会計グループ サービス / 税理士業、会計コンサルタント業 P.1

2 アイ総合技術株式会社 建設・設備 / 建設コンサルタント業 P.2

3 アイティーエックス株式会社 商社 / 機械工具卸売業 P.3

4 ITXコミュニケーションズ株式会社 商社 / モバイルキャリアショップ運営 P.4

5 アイティースペース株式会社 ソフトウェア・通信 / ソフトウェア業 P.5

6 株式会社I Love 　五島 農林・水産 / 大規模農業 P.6

7 株式会社朝日ネット　CSセンター長崎
ソフトウェア・通信 / インターネットサービス窓口・

コールセンター業務
P.7

8 株式会社アソウ・アルファ
ソフトウェア・通信 / IT事業（開発・インフラ・先端技術

領域）、半導体事業（設計・開発・設備保全）
P.8

9 株式会社あつまるホールディングス サービス / 広告・出版 P.9

10 あなぶきメディカルケア株式会社
医療・福祉 / 介護関連事業（有料老人ホーム等の運営な

ど）
P.10

11 有田工業株式会社
メーカー（製造） / 金属表面処理（溶融亜鉛めっき・静

電粉体塗装・エンジニアリング事業）
P.11

12 E-tecsｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ株式会社 サービス / 建設コンサルタント及び測量業 P.12

13 株式会社イシマル 商社 / 卸売業（OA機器等オフィスまわり全般） P.13

14 株式会社イデックスリテール西九州 スーパー・百貨店・専門店 / 小売業 P.14

15 株式会社梅村組 建設・設備 / 総合建設業 P.15

16 株式会社　ウラノ メーカー（製造） / 航空機部品、半導体部品 P.16

17 株式会社エス・ティー・エヌ ソフトウェア・通信 / ソフトウェア開発 P.17

18 SPP長崎エンジニアリング株式会社 メーカー（製造） / 航空機用装備品整備 P.18

19 株式会社NDKCOM ソフトウェア・通信 / P.19

20 エムオーテックス株式会社 ソフトウェア・通信 / ソフトウェア・情報処理 P.20

21 株式会社大塚産業　長崎ステーション サービス / 半導体製造装置メンテナンス P.21

22 株式会社亀山電機
ソフトウェア・通信 / SIEMENSのソリューションパート

ナー
P.22

23 機電プラント工事株式会社 建設・設備 / 電気工事、機械工事、図面作成等 P.23

24
九州教具グループ

　Q-bicソリューションズ株式会社

商社 / オフィスソリューション業（事務機器・家具・シ

ステム等提案販売）
P.24

25
九州教具グループ

　Q-bicホテルズ株式会社
サービス / 宿泊業 P.25

26 株式会社　ＫＩＹＯ 建設・設備 / 建築設備 P.26

27 協和機工株式会社 メーカー（製造） / 一般産業機械製造 P.27

28 協和機電工業株式会社 メーカー（製造） / プラント・エンジニアリング P.28
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No. 企業名（50音順） 業種 ページ

29 クリーン・テクノロジー株式会社 メーカー（製造） / P.29

30 株式会社KDDIエボルバ
サービス / コンタクトセンターサービスを中心とした

BPO事業
P.30

31 県北土地開発株式会社
サービス / 公共工事に伴う、調査・測量・設計・補償業

務
P.31

32 株式会社　子育ての家（旧小川の家） 建設・設備 / 子育て優先の家づくり P.32

33 社会福祉法人　ことの海会 医療・福祉 / 障害者福祉サービス P.33

34 株式会社コメリ スーパー・百貨店・専門店 / ホームセンター事業、ほか P.34

35 株式会社佐々木冷菓 商社 / 食品卸売業（冷菓　冷食） P.35

36 佐世保タクシー株式会社 運輸・インフラ / 一般旅客運送事業・システム開発販売 P.36

37 有限会社佐世保電子サービス
スーパー・百貨店・専門店 / 通信機器および付随サービ

ス等の販売
P.37

38 ＪＲ九州ハウステンボスホテル株式会社 サービス / 宿泊業 P.38

39
JFマリンバンク 九州信用漁業協同組合連合会

長崎統括支店
金融・保険・証券 / 協同組合金融機関 P.39

40 滲透工業株式会社 メーカー（製造） / 金属表面改質処理業 P.40

41 株式会社新長崎製作所 メーカー（製造） / 金属製品製造業 P.41

42 株式会社スズキ自販長崎
サービス / 自動車販売、車検・点検等のアフターサービ

ス、担当販売店の営業活動のサポートなど
P.42

43 社会福祉法人　清潮会 医療・福祉 / 介護職 P.43

44 全国農業協同組合連合会長崎県本部 官公庁・団体・連合会 / P.44

45 株式会社セントラル電工 建設・設備 / 電気工事業 P.45

46 有限会社　タートルマリン 商社 / 船舶用製品・用品商社の輸入貿易事務 P.46

47 株式会社ダイキエンジニアリング
サービス / 技術サービス業（その他学術・専門サービ

ス）
P.47

48 髙瀬建設株式会社 建設・設備 / 総合建設業 P.48

49 社会福祉法人致遠会 医療・福祉 / 福祉サービス P.49

50 税理士法人　中央総合会計事務所 サービス / 税理士業 P.50

51
チューリッヒ保険会社

（チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー）
金融・保険・証券 / 損害保険業 P.51

52 株式会社ディーエスブランド ソフトウェア・通信 / 情報通信業 P.52

53 株式会社テクノ・スズタ
商社 / 医薬品・医療機器販売事業／研究用試薬・機器販売事業／

福祉用具販売・レンタル事業／機器修理・メンテナンス事業
P.53

54 トランスコスモス株式会社 サービス / ビジネスプロセスアウトソーシング P.54

55 社会福祉法人　長崎厚生福祉団 医療・福祉 / 高齢者福祉事業 P.55

56 社会福祉法人長崎市手をつなぐ育成会 医療・福祉 / 障害福祉サービス事業 P.56
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No. 企業名（50音順） 業種 ページ

57 長崎自動車株式会社 運輸・インフラ / 一般旅客自動車運送事業 P.57

58 株式会社ニーズウェル ソフトウェア・通信 / システム開発 P.58

59 西九州スバル株式会社 スーパー・百貨店・専門店 / 自動車ディーラー P.59

60 西嶋電設株式会社 建設・設備 / 電気工事業（送電線路建設と保全業務） P.60

61 西日本開発株式会社
サービス / 測量業、建設コンサルタント業（設計）、地

質調査業、補償コンサルタント業（公共補償）
P.61

62 株式会社日本ベネックス メーカー（製造） / P.62

63 パーソルワークスデザイン株式会社
サービス / 各種ビジネスサービス：アウトソーシング、人材サー

ビス、情報処理、専門コンサルティング、インターネット関連
P.63

64 橋口技術設計株式会社 建設・設備 / 測量、土木設計 P.64

65 株式会社ＰＡＬ構造 建設・設備 / 構造設計事務所 P.65

66 株式会社ビーオルグ ソフトウェア・通信 / ソフトウェア業 P.66

67 HIGUCHI GROUP サービス / 総合職 P.67

68 有限会社　ビッグ・ワン 金融・保険・証券 / 損害保険・生命保険の総合代理店 P.68

69 不動設計株式会社 建設・設備 / 設計エンジニア P.69

70 株式会社　ペック
建設・設備 / 建設コンサルタント業務・測量業務・設計

業務・調査業務
P.70

71 社会福祉法人　星のくま 医療・福祉 / 障がい福祉サービス事業 P.71

72 松藤グループ
運輸・インフラ / 石油製品の輸送事業・ホテル・ディー

ラー・その他
P.72

73 丸髙商事株式会社（まるたか生鮮市場） スーパー・百貨店・専門店 / 総合職（販売・製造） P.73

74 みなとタクシー株式会社 運輸・インフラ / 一般旅客運送事業・システム開発販売 P.74

75 社会福祉法人みのり会
医療・福祉 / 福祉全般（障害児者施設・高齢者施設・救

護施設・児童養護施設・保育園・学童など）
P.75

76 メットライフ生命保険株式会社 金融・保険・証券 / 生命保険業 P.76

77 株式会社メディカル・イズシー
ソフトウェア・通信 / 医療システムソフトウェア開発、

販売、導入
P.77

78 株式会社　山口組 建設・設備 / 総合建設業 P.78

79 結デザイン有限会社 ソフトウェア・通信 / ふるさと納税業務サポート P.79

80 社会福祉法人優輝会　特別養護老人ホーム恵珠苑 医療・福祉 / 高齢者福祉事業 P.80

81 社会福祉法人悠久会 医療・福祉 / 障害者の支援 P.81

82 社会福祉法人遊歩の会 医療・福祉 / P.82

83 社会福祉法人ゆうわ会 医療・福祉 / 生活支援員 P.83

84 生活協同組合ララコープ
スーパー・百貨店・専門店 / 生活協同組合・小売業：食品・日用

品の供給（販売）、保障事業、リフォーム事業、斡旋事業など
P.84
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ＩＧ会計グループ 
https://ig-mas.gr.jp 

 

■一言 PR 

自己成長を実感できる職場です 

 

■企業情報                                     

業種 サービス ／ 税理士業、会計コンサルタント業 

事業内容 
【未来会計】財務分析/経営計画/目標管理/管理会計構築・指導 【過去会計】決算申告/税務・月

次監査/相続税申告/税務相談他 【その他】 経理自動化・認定支援機関業務（補助金ほか） 

本社所在地 〒850-0035  長崎市元船町１４番１０号 橋本商会ビル４Ｆ 

従業員数 50 名 社員平均年齢 42 歳 

得意な技術や製品 
未来会計＝ＭＡＳ監査（経営計画を通して経営者の意思決定をサポートし、持続可能な未来を構

築するサービス） 

設立・創業 設立 1984 年 4 月 

当社のセールスポイント 

ＩＧ会計グループは、会計をベースにお客様の課題を抽出し、解決していくために税務会計スタ

ッフとコンサルティングスタッフがチームで取り組んでいます。また「個人の限界を組織の限界

にしない、組織の限界を業界の限界にしない」“衆知”を集め、ネットワークの力でお客様の顕

在ニーズ・潜在ニーズに、ベストのご提案でお応えし、お客様とともに未来創造することを目指

しております。 

【社会に貢献する人間として自己成長できる場所です】上司から言われたことをこなすのではな

く、自ら考え自ら学び自ら目標を立てて実践する。その仕組みや環境がこの組織には整っていま

す。 

 

■採用情報 

職種名 ① 税務会計 ② 会計コンサルタント ③ 総務・経理 

採用計画数 5 名 4 名 1 名 

募集区分 大学、短大 大学院、大学、短大 

採用予定学部 文系歓迎、理系歓迎 

勤務地 長崎県長崎市 

先輩からのメッセージ 

（入社を決めた理由など） 

当グループには税務申告・相談業務だけでなくコンサルティング業務があるという特徴がありま

す。様々な社長とお話をさせて頂く中で、知識や業務のレベルアップが出来ますし、考え方や人

間として成長出来る職場です。 

学生へのメッセージ 

仕事も勉強も地道な努力を惜しまずチャレンジ精神がある方を求めています。また仲間と切磋琢

磨し、いろんなアイデアや知識を出し合っているので、自分の成長を実感する機会も多くありま

す。ご参加お待ちしています。 

 

■採用窓口 

住所 〒850-0035 長崎市元船町１４番１０号 橋本商会ビル４Ｆ 

電話番号 095-826-1311 MAIL kaneko@ig-mas.gr.jp 
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アイ総合技術株式会社 
https://www.aisogo.co.jp 

 

■一言 PR 

建設コンサルタントの仕事に「やる気」がある皆さんの応募をお待ちしてます！ 

 

■企業情報                                     

業種 建設・設備 ／ 建設コンサルタント業 

事業内容 
登録業種は、建設コンサルタント業、地質調査業、測量業、建設業です。国、長崎県及び県内市町の公

共事業のうち、地質調査、一般測量、設計、並びに地すべり対策・法面保護工事を行っています。 

本社所在地 〒857-0112  長崎県佐世保市柚木町 1388-1 

従業員数 26 名 社員平均年齢 47 歳 

得意な技術や製品 
災害・道路事業に係る地盤調査・計測・詳細設計全般、橋梁（点検車保有）・トンネル・法面点

検・補修設計 

主な取引先 国、長崎県、県内市町、民間 

設立・創業 設立 2012 年 1 月 

当社のセールスポイント 

弊社は人材第１を掲げ、働きやすい職場環境を準備しております。具体的な取り組みとして、「令

和２年健康経営推進企業」・「長崎県誰もが働きやすい職場づくり実践企業制度（N ぴか）一つ

星」の認証の取得、ワークライフバランスの充実（令和４年度休日 122 日、水曜日ノー残業デ

ー）、メンター制度の実施（年齢の近い先輩が相談、サポートする仕組み）、待遇、社内制度の充

実（産休・育休、育児・介護休暇）等を行っています。 

事業者（官公庁）の技術的パートナーとして、総合コンサルタントの技術力を駆使することで地

域の安全・安心に貢献し、やりがいを感じることができます。また、仕事を通じ測量、調査、設

計、工事の幅広い技術が学べ、総合的な見識を持った技術者に成長できます。技術士等の有資格

者が社員の能力に応じて丁寧に指導し、資格取得の取り組みについても外部講座費用会社負担、

合格祝い金及び技能手当を別途支給するなど充実しています。 

 

■採用情報 

職種名 ① 設計技術者 

採用計画数 2 名 

募集区分 大学院、大学、短大、高専、専修、既卒 

採用予定学部 理系歓迎、工学部歓迎 

勤務地 長崎県佐世保市 

先輩からのメッセージ 

（入社を決めた理由など） 

職場見学にて会社の雰囲気がよかったことと、なにより完全週休 2 日制に魅力を感じました。ま

た、諸先輩方が優しく、丁寧に技術を教えてくれます。ぜひ、私たちと一緒に色々なプロジェク

トに立ち向かっていきませんか 

学生へのメッセージ 

仲間と力を合わせれば、どんな仕事だって可能です。そのために必要な協調性、コミュニケーシ

ョン力、特にやる気のある方大歓迎です！建設コンサルタントの仕事に「やる気」がある皆さん

の応募をお待ちしてます！ 

 

■採用窓口 

住所 〒857-0112 長崎県佐世保市柚木町 1388-1 

電話番号 0956-46-1121 MAIL soumu@aisogo.co.jp 



3 

 

アイティーエックス株式会社 
https://www.itx-nagasaki.co.jp 

 

■一言 PR 

明るく元気な方、どんなことにも諦めず挑戦を続けられる方のご応募お待ちしております。 

 

■企業情報                                     

業種 商社 ／ 機械工具卸売業 

事業内容 

創業以来一貫して産業用機械、機械工具、ゴム・プラスチック製品、建設・土木資材、搬送機器の

販売を主に行い、長崎県をはじめ佐賀県、福岡県、熊本県、山口県など着実に販売エリアを拡大し

ています。 

本社所在地 〒852-8105  長崎市目覚町 7 番 14 号 

従業員数 78 名 社員平均年齢 33.5 歳 

得意な技術や製品 
産業用機械（ロボット等）、搬送機器、機械工具、ゴム・プラスチック製品、建設・土木資材・石

材等の販売 

主な取引先 三菱重工業(株)、三菱電機トレーディング(株)、東京エレクトロン九州(株)、(株)大島造船所など 

設立・創業 創業 1945 年 

当社のセールスポイント 

当社はゴム製品を主に扱う商社として創業して以来、お客様ニーズや世の中の変化に対応しなが

ら取扱商品の幅を広げ、産業資材の総合商社へと成長。現在ではロボット関連事業、産業用機

械、機械工具などの消耗品から、石材、レンガ材といった土木建築用資材まで、「製造業のサポー

ト役」として多種多様な商品を取り扱っています。 

求められた商品を、できる限りスピーディに納品することで「困った時のアイティーエックス」

「かゆいところに手が届くアイティーエックス」として、信頼を獲得してきました。例えば、日

本各地を走る列車や新幹線のエアコン設備。その中で使われている断熱材の約半数は、当社が加

工まで手掛けて納品しているものです。 

 

■採用情報 

職種名 ① 営業 

採用計画数 4 名 

募集区分 大学院、大学、短大、既卒 

採用予定学部 文系歓迎、理系歓迎 

勤務地 長崎市、福岡市 

先輩からのメッセージ 

（入社を決めた理由など） 

私は入社前にインターンシップで訪問しましたが、若い人が多く何事も相談しやすい雰囲気でし

たので、入社を本格的に考えるようになりました。（2021 年入社 K・H さん） 

学生へのメッセージ 
モノづくり企業からゼネコン関係まで幅広い企業と取引を重ねています。産業用機器・資材の総

合商社として九州 NO.1 をめざす私たちと一緒に楽しく仕事しましょう。 

 

■採用窓口 

住所 〒852-8105 長崎市目覚町 7 番 14 号 

電話番号 095-843-1100 MAIL o-nakashima@itx-nagasaki.co.jp 
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ITX コミュニケーションズ株式会社 
https://www.itx-com.co.jp/ 

 

■一言 PR 

お客様に喜んでいただくことを目標に、全員経営理念のもと 1 人 1 人が日々成長している会社

です！ 

 

■企業情報                                     

業種 商社 ／ モバイルキャリアショップ運営 

事業内容 
au や UQ モバイルなどのモバイルキャリア認定ショップを運営しております。店舗数は全国で

200 店舗を超え、国内モバイル代理店ではトップクラスの店舗数を誇ります。 

本社所在地 〒810-0072  福岡県福岡市中央区長浜 2 丁目 4‐1 東芝ビル 14 階 

従業員数 1326 名 社員平均年齢 32.6 歳 

得意な技術や製品 コンサルティング営業 

主な取引先 KDDI 株式会社 

設立・創業 設立 2017 年 10 月 

当社のセールスポイント 

全国で au ショップを運営している一次代理店です。店舗数は全国の代理店でもトップクラス

で、安心して働いていただける環境があります。長崎県内にも長崎市 4 店舗、大村市 1 店舗、諫

早市 1 店舗、南松浦郡 1 店舗で合計 7 店舗を運営しております。当社の特徴はなんといっても

年齢、性別、国籍、キャリアなどに関係なくキャリアアップ出来るところです。若い世代が活躍

しております。 

お客様に喜ばれる店舗づくりを一番に考えています。その為に、育成環境を整えており、先輩社

員が育成担当者としてペアで学ぶ事が出来るので入社して最初に感じる不安がありません。ま

た、au には資格取得制度があり、成長に従って専門知識や接客力を必要とする資格を取得しス

キルアップしていく事も可能です。 

 

■採用情報 

職種名 ① 販売 

採用計画数 若干名 

募集区分 大学院、大学、短大、高専、専修、能開校、既卒、留学生 

採用予定学部 文系歓迎、理系歓迎 

勤務地 長崎県内の au ショップ 

先輩からのメッセージ 

（入社を決めた理由など） 

東京の大学にて学び、就職を機に長崎に U ターン。決め手は社員がのびのびと成長出来るところ

です。何といっても社員の皆さんが明るかった。東京にいながら選考を受けられて長崎で勤務出

来たので助かりました。 

学生へのメッセージ 
皆さんこんにちは、ITX コミュニケーションズ株式会社は 1 人でも多くの学生のかたに当社の魅

力を知って頂きたいと思っています。何でもご質問下さい！！ 

 

■採用窓口 

住所 〒810-0072 福岡県福岡市中央区長浜 2 丁目 4‐1 東芝ビル 14 階 

電話番号 092-722-5134 MAIL kuroki.keiko@itx-corp.co.jp 
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アイティースペース株式会社 
https://www.itspace.co.jp/ 

 

■一言 PR 

あなたも高度な技術力を身に付けて希少価値の高いエンジニアになりませんか！！ 

 

■企業情報                                     

業種 ソフトウェア・通信 ／ ソフトウェア業 

事業内容 システム企画開発・ソフトウェア受託開発・アプリケーション/パッケージ販売 

本社所在地 〒851-2212  長崎県長崎市畝刈町 1613-136 

従業員数 25 名 社員平均年齢 40.2 歳 

得意な技術や製品 MATLAB を使用した自動車関連システムの開発やロボット制御システムの設計・開発 

主な取引先 住友電装・横河電機・三菱電機コントロールソフトウェア・ソフトバンクほか 

設立・創業 設立 2003 年 1 月 

当社のセールスポイント 

当社は長崎では数少ない MATLAB を使用した開発ができる会社です。MATLAB とは、未来の

生活には欠かせないロボットや自動運転、AI(人工知能)などの開発に用いられている数値解析ソ

フトウェアで、世界中のエンジニアや科学者が使用しています。日本では大手有名企業様での開

発、東京大学においては 2019 年度より在籍する全ての人に MATLAB ライセンスを提供し教

育や研究への利活用をはじめています。 

ただ、専門性が高いがゆえに日本で MATLAB を使った開発ができるエンジニアは、まだまだ少

ないのが実情です。そんな中、弊社はいち早く MATLAB の将来性に目をつけ 2013 年よりエ

ンジニアの育成に取り組んでまいりました。今ではその技術が認められ、自動車関連システムの

開発に役立てられています。このように高い技術力で勝負しているのが当社です。 

 

■採用情報 

職種名 ① システムエンジニア、プログラマー 

採用計画数 2 名 

募集区分 大学院、大学、短大、高専、専修、能開校、既卒、留学生 

採用予定学部 文系歓迎、理系歓迎 

勤務地 長崎市 

先輩からのメッセージ 

（入社を決めた理由など） 

入社してから、長崎でも意外なほど最新の開発環境に飛び込むことができました。適正に合わせ

て仕事の内容も考えてもらえました。先輩方も経験豊富です。自分の時間もバッチリ取れます。 

学生へのメッセージ 
リモートワークやフレックスタイムなど自由度の高い働き方ができるのも IT 業界の魅力の一つか

と思います。高度な技術力を身に付けて自由に働きたい方のご応募をお待ちしております。 

 

■採用窓口 

住所 〒851-2212 長崎県長崎市畝刈町 1613-136 

電話番号 095-814-1008 MAIL jinji@itspace.co.jp 
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株式会社 I Love  五島 
 

■一言 PR 

大切な人には安全安心で新鮮な野菜を食べさせてあげたいと努力しています。 

 

■企業情報                                     

業種 農林・水産 ／ 大規模農業 

事業内容 
北海道から長崎県五島まで５つのファームを組織化し、ブロッコリーの通年栽培を行っています。

平均年齢は３３歳と若く風通しの良い社風です。生産量はトップです。 

本社所在地 〒007-0829  北海道札幌市東区東雁来９条３丁目２－２０ 

従業員数 61 名 社員平均年齢 33 歳 

得意な技術や製品 
低農薬、減肥料、トレーサビリティシステムを確立して、ブロッコリーは全国に年中供給できる

体制を堅持しています。 

主な取引先 ファーマインド、生協、大手スーパーなど 

設立・創業 設立 1998 年 

当社のセールスポイント 

５つのファーム（北海道むかわ町・岡山県笠岡市・宮崎県高鍋町・長崎県五島市・福島県南相馬

市）を組織化し、ブロッコリー通年栽培を行い、全国の消費者に供給しています。 

大規模農業で５つのファームの総耕作面積は 1，000 あり、生産量は日本の人口の約２０％で

す。人材育成に力を入れています。育児休暇取得実績あり。 

 

■採用情報 

職種名 ① 農業生産法人の管理及び野菜栽培 ② 車両整備 

採用計画数 5 名 1 名 

募集区分 大学院、大学、短大、高専、専修、能開校、既卒、留学生 

採用予定学部 文系歓迎、理系歓迎 

勤務地 長崎県五島市、宮崎県高鍋町 

先輩からのメッセージ 

（入社を決めた理由など） 

農業が好きなので、自然を相手に大規模農業に挑戦して、自分の力を試そうと思って入社した。

心が広々となって感動した。 

学生へのメッセージ 

大規模農業なので、スマート農業に取り組み、機械化されているから労力は思ったほど必要な

く、また農業の知識がなくても５年で１人前になるよう教育を受けるので抵抗はない。楽しく働

きましょう。 

 

■採用窓口 

住所 〒007-0829 北海道札幌市東区東雁来９条３丁目２－２０ 

電話番号 011-790-5002 MAIL soumu2@h-sanchoku.co.jp 
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株式会社朝日ネット CS センター長崎 
https://asahi-net.jp 

 

■一言 PR 

顧客満足度 8 年連続 1 位の朝日ネットで仲間と一緒に「変化」と「安定」を持って成長し続けよう！ 

 

■企業情報                                     

業種 ソフトウェア・通信 ／ インターネットサービス窓口・コールセンター業務 

事業内容 インターネットサービスプロバイダ等のインターネット接続事業、及び教育支援システム事業 

本社所在地 〒850-0033  長崎県長崎市万才町７－１ TBM 長崎ビル 10 階 

従業員数 193 名 社員平均年齢 39 歳 

得意な技術や製品 インターネット接続サービス「ASAHI ネット」、教育支援システム「manaba」 

設立・創業 創業 1990 年 4 月 

当社のセールスポイント 

収益性・顧客満足度・成長性を同時に高いレベルで実現しているプライム市場上場企業です。外

部機関の顧客満足度調査では８年連続 1 位を獲得しています。インターネット知識やお客様対応

によるコミュニケーション力のスキルアップが出来、成長し続けることが可能です。また残業が

殆ど無いためワークライフバランスをとることも出来ます。福利厚生も、産休・育休、GLTD

（障害所得補償保険）、自社持株会制度など充実しています。 

 

■採用情報 

職種名 ① コールセンター業務 

採用計画数 2～３名 

募集区分 大学院、大学、短大、高専、専修、能開校、既卒、留学生 

採用予定学部 文系歓迎、理系歓迎 

勤務地 長崎県長崎市 

先輩からのメッセージ 

（入社を決めた理由など） 

日常生活に不可欠なインフラサービスであるインターネットを支える事で社会に貢献したいと思

い入社を決めました。センターは穏やかな方が多く和やかな雰囲気で研修もしっかりしてくれま

す。一緒にがんばりましょう！ 

学生へのメッセージ 

当社は長崎市で 2008 年から自社コールセンターを運営しています。社員が応対することでお客

様の声をいち早く社内に届けサービス反映しています。お客様の喜びを喜びと感じられる成長意

欲の高い方お待ちしています 

 

■採用窓口 

住所 〒104-0061 東京都中央区銀座 4-12-15 歌舞伎座タワー21 階 

電話番号 03-3541-1900 MAIL recruit@asahi-net.co.jp 
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株式会社アソウ・アルファ 
https://alpha.ahc-net.co.jp/recruit/ 

 

■一言 PR 

まだ見ぬ世界、まだ見ぬ自分に心躍らせながら、当社で一歩ずつ成長していきませんか？ 

 

■企業情報                                     

業種 ソフトウェア・通信／IT 事業（開発・インフラ・先端技術領域）、半導体事業（設計・開発・設備保全） 

事業内容 

◆業務系/WEB 系/制御・組込系システム開発、AR/VR/AI 開発 ◆ネットワーク構築、サーバ管

理・保守、ヘルプデスク業務  

◆自動車/半導体設計、製品評価・解析、品質管理、半導体装置メンテナンス 

本社所在地 〒810-0001  福岡県福岡市中央区天神 2-8-41 福岡朝日会館 13 階 

従業員数 627 名（2022 年 4 月時点） 社員平均年齢 29 歳 

得意な技術や製品 
IT 事業、半導体事業を軸に、IT・機械・電気電子・化学の分野で全国のメーカーの技術支援を行

っております。 

主な取引先 全国の大手～中小メーカー多数 

設立・創業 設立 1995 年 9 月 

当社のセールスポイント 

e-ラーニングの受講、技術研修、階層別研修、ビジネス基礎研修等、様々な研修制度を”無料”

で利用可能。キャリアビジョンも豊富で、IT・機械・電気/電子・化学など様々な分野のエンジニ

アとして活躍することが可能です。既存のキャリアステップに縛られることなく、「やってみた

い」という好奇心を大切にしながら挑戦できるチャンスと必要な学びをお約束します！ 

社内イベントやレクリエーション、社内 SNS を活用したメッセージのやり取りも活発で、様々

なエリアで働いている仲間と頻繁に交流があります。直近ではロボットコンテストを実施し IT と

機械のエンジニアがタッグを組んでモノづくりを行ったりもしました！また、e スポーツ部・釣

り部・徒歩部・アウトドア部などのサークル活動もあり、プライベートでも共通の趣味を持った

仲間と楽しんでいる社員が多いのも特徴です！ 

 

■採用情報 

職種名 ① IT エンジニア職 ② 半導体エンジニア職 

採用計画数 10 名 10 名 

募集区分 大学院、大学、短大、高専、専修、既卒 

採用予定学部 文系歓迎、理系歓迎 

先輩からのメッセージ 

（入社を決めた理由など） 

当社の社長はよく「チャレンジするなら失敗してもいい」と言ってくれます。この言葉を聞くと

「挑戦してもいいんだ」と気持ちが前向きになります。若い社員も多く、チャレンジフルな社風

だからこそ「自分も頑張ろう」と思えますし、挑戦することが楽しくなってきます。皆さんと一

緒にお仕事できる日を楽しみにしています！ 

学生へのメッセージ 

アソウ・アルファはまだまだ若い会社です。だからこそ一緒に成長していけるというのが一番の

魅力だと思います。若い会社だからこそできることも多くありますので、未経験の方も会社と一

緒にこれから成長していけば大丈夫。知識や技術がなくても、やる気一本で十分です！少しでも

モノづくりに興味がある方は、是非ご参加お待ちしております！ 

 

■採用窓口 

住所 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神 2-8-41 福岡朝日会館 13 階 

電話番号 070-1530-7078 MAIL takagi-r01@ahc-net.co.jp 
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株式会社あつまるホールディングス 
https://atsumaru-hd.jp 

 

■一言 PR 

九州地元密着求人メディアの会社です！土日休みの完全週休 2 日制で仕事もプライベートも充実！ 

 

■企業情報                                     

業種 サービス ／ 広告・出版 

事業内容 求人メディア事業、人材紹介事業、就職支援事業、ゴルフ場・ホテル事業、環境事業、アグリビジネス事業 

本社所在地 〒860-0012  熊本市中央区紺屋今町 14 番地 求人案内本社ビル 

従業員数 275 名 社員平均年齢 41 歳 

得意な技術や製品 求人 WEB サイト「あつナビ」、求人情報誌「あつまるくんの求人案内」 

設立・創業 設立 1981 年 7 月 

当社のセールスポイント 

【人と企業をつなぐ架け橋になるシゴト】仕事を探している“人”と働く人を探している“企

業”をつなぐ架け橋となる、無くならない安定のお仕事です。クライアントに自社の求人媒体で

ある求人サイトや求人情報誌、就職支援イベントを用いた採用企画の提案を行います。普段か

ら、会社の代表者や人事責任者とやり取りを行うことで自己成長にもつながります。地元の雇用

に携われる社会貢献度の高いお仕事です◎ 

土日休みの完全週休 2 日制で年間休日 123 日！3 日に 1 回はお休みです★長期休暇もあるの

で、プライベートも充実！「遊ぶように働き、働くように遊ぶ」仕事も遊びも一生懸命な社員が

多いです！また、希望勤務地制度で自分の好きな場所で働くことができます。(転勤無し) 

 

■採用情報 

職種名 ① 広告企画営業職 ② 広告取材制作職 

採用計画数 3 名 2 名 

募集区分 大学院、大学、高専、既卒 

採用予定学部 文系歓迎、理系歓迎 

勤務地 あつまるホールディングス長崎支店（長崎市銅座町） 

先輩からのメッセージ 

（入社を決めた理由など） 

自分の働きたい支店を選択できるので大好きな地元長崎で働けます。入社後、座学の研修や現場

での研修、先輩との同行研修など 4 カ月にわたって充実した研修プログラムがあり、内容の濃い

時間だったと感じています。 

学生へのメッセージ 

こんな方にオススメ★ ・広告/出版業界/人材サービスに興味がある・地元長崎で転勤せずに働

きたい・土日休みの仕事が良い・仕事もプライべートも思いっきり楽しみたい！ まずはお気軽

にお問い合わせください。 

 

■採用窓口 

住所 〒860-0012 熊本市中央区紺屋今町 14 番地 求人案内本社ビル 

電話番号 096-322-6610 MAIL hr@atsumaru.jp 
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あなぶきメディカルケア株式会社 
https://www.anabuki-medical.jp/ 

 

■一言 PR 

サービス業界に興味がある方、必見!! 究極のサービス業×希望エリアで勤務×介護未経験活躍中 

 

■企業情報                                     

業種 医療・福祉 ／ 介護関連事業（有料老人ホーム等の運営など） 

事業内容 

西日本において市街地で利便性が高く、付加価値の高い立地環境を中心に「高齢者住まい」を開設

しています。安全で快適な居住空間と心に寄り添うサービスで、安心な暮らしと自分らしく活きる

喜びをご提供しています。 

本社所在地 〒760-0026  香川県高松市磨屋町 2-8 あなぶきセントラルビル 5F 

従業員数 820 名 社員平均年齢  

得意な技術や製品 ■住宅でのパーソナルケア■信頼と安心のあなぶきグループのネットワークを活用した好立地・連携 

設立・創業 設立 2009 年 6 月 

当社のセールスポイント 

■ワークライフバランスの両立 

社員の仕事とプライベートの両立（ワークライフバランス）が重要と考え、長く働くことができ

るように様々な福利厚生の設備や働きやすい環境作りに力を入れています。 

・月平均残業時間：2 時間 45 分 

・有給取得率：82％（一人当たり 12.3 日） 

・子育てサポート企業「くるみん認定取得」 

■新卒入社スタッフの半数が無資格・介護未経験入社 

おじいちゃんおばあちゃんが好き、人と接することが好き、誰かの役に立つ仕事がしたいという

想いを持った方が活躍しています。 

福祉の知識・経験の有無に関わらず、熱い想いを持った方が活躍できる環境作りに力を入れてい

ます。※学部・学科は問いません。 

 

■採用情報 

職種名 ① 介護職員 

採用計画数 3 名 

募集区分 大学院、大学、短大、高専、専修、能開校、既卒 

採用予定学部 文系歓迎、理系歓迎 

勤務地 長崎県内（長崎市内） 

先輩からのメッセージ 

（入社を決めた理由など） 
スタッフが和気あいあいとした雰囲気が自慢です。みんな優しく、楽しく仕事をしています！ 

学生へのメッセージ 

新卒入社スタッフの半数が無資格・介護未経験入社です！たくさんの先輩社員が活躍していま

す！当社の介護サービスは、ご入居者様の「自分らしさ」を支えるために一人ひとりに寄り添う

1 対 1 のケアが特徴です。 

 

■採用窓口 

住所 〒760-0026 香川県高松市磨屋町 2-8 あなぶきセントラルビル 5F 

電話番号 087-825-0561 MAIL medical-saiyo@anabuki-kosan.co.jp 
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有田工業株式会社 
https://www.arita-k.co.jp/ 

 

■一言 PR 

街づくり、インフラ整備に欠かせない公共性の高い仕事です！ あなたも君も一緒に汗を流しませんか！ 

 

■企業情報                                     

業種 メーカー（製造）／ 金属表面処理（溶融亜鉛めっき・静電粉体塗装・エンジニアリング事業） 

事業内容 

鉄という大変便利な素材であらゆる構造物は製作されますが、一番の弱点は酸化（サビる）です。

この錆を防ぐプロ集団が弊社です。 

①防錆施工（街づくりに必要な技術です） ➁造船配管めっき、全国第２位の実績。 

本社所在地 〒854-0063  諫早市貝津町 1769-1 

従業員数 150 名 社員平均年齢 40.2 歳 

得意な技術や製品 
①溶融亜鉛めっき（造船めっき物量、全国第２位） ➁橋の欄干めっき及び塗装実績は、全国に

あります。 

主な取引先 
造船部門：三菱重工・大島造船所・名村造船所・福岡造船所。 構造物部門：岩永工業㈱、ケン

コー、協和機電他各社、橋梁部門：昭和鉄工㈱ （各社敬称略） 

設立・創業 創業 1954 年 7 月 

当社のセールスポイント 

海洋立国である我が国では、貿易の物流は船舶に依存しています。その各種船舶の血管である配

管の防錆量が全国第２位という事で、国の経済を陰で支えている仕事にやりがいを感じる事が出

来ます。 

立体駐車場、橋梁、信号柱、標識柱、階段、手すり、柱、フェンス、ガードレール、等々、めっ

き防錆をしていない街は存在しません。それほど、社会貢献インフラ貢献度の高い仕事です。 

 

■採用情報 

職種名 ① 製造技術部員 ② 塗装技術部員 ③ 品質保証部員 

採用計画数 2 名 2 名 1 名 

募集区分 大学院、大学、短大、高専、専修、能開校、既卒、留学生 

採用予定学部 文系歓迎、理系歓迎 

勤務地 諫早本社工場 

先輩からのメッセージ 

（入社を決めた理由など） 

自分たちが、工夫し汗をかいて施工した製品が街中にあることや、各種船舶に取り付いて世界中

を航海している事を通して、社会貢献度が高く、仕事にロマンを感じています。 

学生へのメッセージ 

県内オンリーワンで希少産業ですので、滔々と流れる人材の確保が重要な課題となっておりま

す。この産業を自分たちが支えるんだという気概に燃える若い力の台頭を待ち望んでいる状況で

す。 

 

■採用窓口 

住所 〒854-0063 諫早市貝津町 1769-1 

電話番号 0957-25-0725 MAIL s_wakasugi@arita-k.co.jp 
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E-tecs コンサルタント株式会社 
https://www.e-tecs.jp/ 

 

■一言 PR 

社会資本整備をとおして地域に貢献する人材を求めています! 

 

■企業情報                                     

業種 サービス ／ 建設コンサルタント及び測量業 

事業内容 

当社は総合建設コンサルタントとして、社会資本整備における国や地方自治体のパートナーとな

り、調査・計画・設計等の業務や、円滑に事業を執行するための事業者支援などの役割を担ってい

ます。 

本社所在地 〒857-0136  佐世保市田原町 9-156 

従業員数 70 名 社員平均年齢 42.6 歳 

得意な技術や製品 
主要事業分野 河川・砂防・急傾斜、道路・法面、橋梁、 農業土木、計画・調査・解析・設計、

災害対応 

主な取引先 国交省・長崎県・長崎県内市町村 

設立・創業 設立 1971 年 7 月 

当社のセールスポイント 

近年、社会資本整備を取り巻く状況（災害の多発、インフラの老朽化、地球規模の環境問題への

対応など）が大きく変化してきており、これら様々な諸課題に対し、技術の専門家集団として社

会資本整備に貢献しています。現代社会の課題だけでなく、将来の社会を支えるためにも重要な

役割を担っていると自負しています。 

 

■採用情報 

職種名 ① 測量技術職 ② 設計事務職 ③ 経営企画職 

採用計画数 2 名 1 名 1 名 

募集区分 大学院、大学、短大、高専、専修、能開校、既卒、留学生 大学院、大学、高専、既卒 

採用予定学部 文系歓迎、理系歓迎 

勤務地 佐世保市 

先輩からのメッセージ 

（入社を決めた理由など） 

面接時から雰囲気が良い会社であることは感じていました。挨拶を会社全体で自然にしていると

ころに感服しました。些細なことからも弊社の人の温かさを感じることができ、入社できてよか

ったと思っています。 

学生へのメッセージ 
まずは自分のスタートラインを決めることを頑張ってみてください．進んでみたら不安を払拭し

てくれる新しい仲間ができるかもしれません．皆さんのこれからの人生に運が開けますように． 

 

■採用窓口 

住所 〒857-0136 佐世保市田原町 9-156 

電話番号 0956-41-4333 MAIL y.furukawa@e-tecs.jp 
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株式会社イシマル 
http://www.ishimaru.ne.jp 

 

■一言 PR 

働く人すべてを笑顔にしたい！そんな思いをもった仲間を探しています！ 

 

■企業情報                                     

業種 商社 ／ 卸売業 

事業内容 

創業 139 年の老舗企業として信頼と人材を武器に、企業のオフィスをトータルコーディネートし

ています。働き方改革、効率化、コスト削減などオフィスにおけるお困り事に対し、様々なソリュ

ーションをご提案しています！ 

本社所在地 〒851-0140  長崎市田中町 587－1 

従業員数 187 名 社員平均年齢 44.11 歳 

得意な技術や製品 
オフィスまわり全般（OA 機器・オフィス家具・ICT 関連・インターネット関連サービス・ソフ

トウェア開発・OA 機器等の保守、点検、修理・オフィス通販） 

主な取引先 
キヤノン、理想科学工業、EPSON、コクヨ、オカムラ、イトーキ、マイクロソフト、レノボ 

他 

設立・創業 創業 1883 年 3 月 

当社のセールスポイント 

当社のオフィス「働き方研究所」で働き方改革を進めています。また DX（デジタルトランスフ

ォーメイション）を推進することで我々の働き方が大きく変わろうとしています！ 

株式会社イシマルは、「労働環境を取り巻く様々な社会課題を解決すること」によって、SDGs

に貢献します。 

 

■採用情報 

職種名 ① 企画営業職（大卒） 

採用計画数 若干名 

募集区分 大学院、大学、既卒 

採用予定学部 文系歓迎、理系歓迎 

勤務地 長崎市・佐世保市・北九州市 

先輩からのメッセージ 

（入社を決めた理由など） 

・生き生きと働く先輩の姿に惹かれて入社しました 

・いちばんに思い出してもらえる営業になりたい。 

・大好きな長崎の町を盛り上げる人になりたい。 

・ワクワクしながら成長できる会社です。 

学生へのメッセージ 
当社の社是は「日新（ひにあらた）」 この社是を体現できるよう社員一人一人が常に進化を続け

ています！チャレンジ精神あるあなたの応募をお待ちしています！ 

 

■採用窓口 

住所 〒851-0134 長崎市田中町 587－1 

電話番号 095-834-0140 MAIL masao_taira@ishimaru.ne.jp 
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株式会社イデックスリテール西九州 
https://irn.idex.co.jp/ 

 

■一言 PR 

お客様のカーライフをトータルサポートする IDEX のグループ企業です！ 

 

■企業情報                                     

業種 スーパー・百貨店・専門店 ／ 小売業 

事業内容 
石油製品の販売、カーケアショップ（整備工場）の運営、新車中古車販売買取、オートリース、保

険取次店、レンタカー 

本社所在地 〒859-0405  長崎県諫早市多良見町中里 4-2 

従業員数 101 名（2022 年 4 月 1 日） 社員平均年齢 45 歳 

得意な技術や製品 個人向けマイカーリース「ラクのり」 

主な取引先 
新出光(元売マーク:昭和シェル石油、出光興産、コスモ石油)・住友ゴム工業・アポロリンク株式

会社・ヨコハマタイヤジャパン 

設立・創業 設立 1951 年 10 月 

当社のセールスポイント 

1951 年の創業以来、長崎・佐賀・熊本エリアで 20 店舗を超えるサービスステーション網を展

開。サービスステーションでは、クルマと人に安らぎを提供する場所と位置づけ、いろいろなご

要望に応えられるように、様々なサービスの在り方に取り組んでいます。 

エネルギー＆カーライフに関わる商品・サービスの提供を通じて地域社会の発展に貢献して参り

ました。私たちはこれからも、価値ある商品とサービスを社会に提供することで、お客様のカー

ライフに寄り添い続けます。 

 

■採用情報 

職種名 ① 営業職（石油製品・自動車販売） 

採用計画数 2 名 

募集区分 大学、短大、高専、専修、能開校、既卒 

採用予定学部 文系歓迎、理系歓迎 

勤務地 長崎、佐世保、伊万里 

先輩からのメッセージ 

（入社を決めた理由など） 

自動車が好きでメーカー問わずすべての車種を取り扱えるところに惹かれて入社を決めました。

福利厚生が充実していて有休が取得しやすく、リフレッシュできるのも魅力のひとつです。 

学生へのメッセージ 

将来の変化に柔軟に対応し、新しい発想、主体性、自立性を持った人。人と接するのが大好きな

コミュニケーション能力の高い方を求めています。少しでも気になったら、ぜひお話しましょ

う！ 

 

■採用窓口 

住所 〒859-0405 長崎県諫早市多良見町中里 4-2 

電話番号 0957-28-5350 MAIL m-kumabe@idex.co.jp 
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株式会社梅村組 
https://umemuragumi.com/ 

 

■一言 PR 

「まごころと技術で創る」をスローガンに地場で頑張る建設会社です！ 

 

■企業情報                                     

業種 建設・設備 ／ 総合建設業 

事業内容 

建築工事や土木工事などを一式で発注者から直接請け負い、工事全般を取り纏めて行う総合建設

業です。具体的には、商業施設やマンション、病院施設、官公庁施設、橋梁、法面工事などを請け

負って作り上げています。 

本社所在地 〒857-0854  佐世保市福石町 20-8 

従業員数 87 名 社員平均年齢 46.6 歳 

得意な技術や製品 
商業施設やマンション・病院施設・官公庁施設など SRC 造・RC 造の建物、橋梁・法面・浚渫な

ど土木工事 

主な取引先 国、土交通省、防衛省、長崎県、佐世保市、地方公共団体、各種医療施設、民間企業等 

設立・創業 創業 1934 年 1 月 

当社のセールスポイント 

弊社は、1934 年（昭和 9 年）1 月に創業し、今年で 88 年目を迎え、県内でも数少ない戦前か

ら営業活動を続けている、地域に密着した総合建設業です。「まごころと技術で創る梅村組」をス

ローガンに国、土交通省、防衛省、長崎県、佐世保市、地方公共団体、各種医療施設、民間企業

のご愛顧を受け長崎県内でも有数の実績をあげてます。2020 年の完成工事高は 67 億円で佐世

保市内の建設業ナンバーワンの売上高を誇っています。 

 

■採用情報 

職種名 ① 建築現場監督補助 ② 土木現場監督補助 

採用計画数 若干名 

募集区分 大学院、大学、短大、高専、専修、能開校、既卒 

採用予定学部 理系歓迎、建築学部歓迎 理系歓迎、土木学部歓迎 

勤務地 佐世保市 

先輩からのメッセージ 

（入社を決めた理由など） 

現場管理という仕事を父が行っていて、その背中を見ながら過ごし、父のような仕事をしたいと

いう憧れが入社のきっかけです。 

学生へのメッセージ 
会社に入ってからは、技術力を磨くことができ、人間としても大きく成長させてもらっていま

す。福利厚生・資格取得支援等が充実していて、安心して働き続けられる会社だと思います。 

 

■採用窓口 

住所 〒857-0854 佐世保市福石町 20-8 

電話番号 0956-32-3111 MAIL ishidake@umemuragumi.com 
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株式会社 ウラノ 
https://kk-urano.jp/ 

 

■一言 PR 

お茶畑に囲まれた自然の中の工場で、最先端の設備を使って作業ができる恵まれた環境です！ 

 

■企業情報                                     

業種 メーカー（製造） 

事業内容 
航空機機体部品、航空機エンジン部品、半導体製造装置、医療機器など、設計から加工、仕上、検

査まで行っております。 

本社所在地 〒859-3922  長崎県東彼杵郡東彼杵町八反田郷 57-27 

従業員数 230 名 社員平均年齢 33 歳 

得意な技術や製品 B787 機体部品  A320 エンジン部品 

主な取引先 IHI 様、川崎重工業様他 

設立・創業 創業 1950 年 

当社のセールスポイント 

現在勢いがある半導体の製造装置部品、コロナ後の回復を見せ始めた航空機の機体部品、エンジ

ン部品を製造しています。九州及び長崎でも稀有な航空機産業に携わる事ができます。 

平均年齢 33 歳の若い世代が力を合わせて、伸びてきた成長企業です！ 

 

■採用情報 

職種名 ① 生産技術 ② 検査 

採用計画数 若干名 

募集区分 大学院、大学、短大、高専、専修、能開校、既卒、留学生 

採用予定学部 文系歓迎、理系歓迎 

勤務地 長崎県東彼杵郡東彼杵町八反田郷 

先輩からのメッセージ 

（入社を決めた理由など） 
航空機産業に携わり、自分が手掛けた部品が空を飛ぶ事にやりがいを見つけ入社しました。 

学生へのメッセージ 半導体産業も航空機産業も将来性が見込める産業です。是非一度工場見学にお越しください！ 

 

■採用窓口 

住所 〒859-3922 長崎県東彼杵郡東彼杵町八反田郷 57-27 

電話番号 0957-49-3600 MAIL s-nakamura@kk-urano.jp 
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株式会社エス・ティー・エヌ 
https://stn-plus.com 

 

■一言 PR 

設立から１０年、積極的に新卒採用を実施し 20 代以下が半数を以上を占める職場です。 

 

■企業情報                                     

業種 ソフトウェア・通信 ／ ソフトウェア開発 

事業内容 
業務用システム（組込系、生産・物流系、クラウド系）のソフトウェア開発。主力は車載用 ECU 

向け等の組込系開発 

本社所在地 〒854-0063  長崎県諫早市貝津町 1726-5 

従業員数 36 名 社員平均年齢 31.2 歳 

得意な技術や製品 
組込系開発（自動車 ECU ソフトウェア開発）、生産制御／物流系開発、クラウド／ネットワーク

系開発 

設立・創業 設立 2011 年 

当社のセールスポイント 

業務用システム（組込系、生産・物流系、クラウド系）のソフトウェア開発を行っています。主

力は車載用 ECU 向け等の組込系開発です。地元に根差した地域密着型の企業として、積極的に

新卒採用を実施しています。 

 

■採用情報 

職種名 ① システムエンジニア／プログラマー 

採用計画数 4 名 

募集区分 大学院、大学、短大、高専、専修、能開校、既卒 

採用予定学部 理系歓迎、情報系学部歓迎 

勤務地 長崎市、諫早市 

先輩からのメッセージ 

（入社を決めた理由など） 

入社理由：高校在学中に参加した会社説明会で、「経験を積めば県外でもチャレンジをすることが

できる」という話を聞き、入社後はいろいろなことに挑戦することが出来そうだと思ったため。 

学生へのメッセージ 

社員の半数以上が 20 代で若手が働きやすい環境です。一般的なソフトウェア技術以外にもコミ

ュニケーション能力や文書作成能力などの教育も積極的に行い、自ら行動できる人材の育成を行

っています。 

 

■採用窓口 

住所 〒854-0063 長崎県諫早市貝津町 1726-5 

電話番号 0957-47-8180 MAIL t.nishimura@stn-plus.com 
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SPP 長崎エンジニアリング株式会社 
https://www.spp-neco.co.jp/ 

 

■一言 PR 

飛行機が好き！航空産業に携わりたい！という学生の皆様をお待ちしています！ 

 

■企業情報                                     

業種 メーカー（製造） ／ 航空機用装備品整備 

事業内容 航空機用装備品 (降着装置=ランディングギア) の修理及び改造業務 

本社所在地 〒854-0065  長崎県諫早市津久葉町 6-57 

従業員数 104 名 社員平均年齢 47 歳 

得意な技術や製品 各種表面処理技術 

主な取引先 全日本空輸株式会社、住友精密工業株式会社 

設立・創業 創業 1987 年 

当社のセールスポイント 

日本の空を長崎から支えています！当社(SPPNECO)は日本唯一の航空機用降着装置(ランディン

グギア)専用整備会社です。 

航空整備はご利用されるお客様の安全が全て。公的機関(日本・欧州)の厳しい審査を得て認証を

保有している整備工場であり、飛行機の離着陸に使われるランディングギア(脚)を分解・修理・

組立をしています。 

ランディングギアは、エンジンに並ぶ飛行安全における最重要装備品の一つであり、数千にもの

ぼる部品をナノ単位の誤差も見逃さない正確な目で判断しなければなりません。日本の空を支え

ているという誇りと蓄積されたクラフトマンシップで日々お客様の飛行安全を守っています。 

 

■採用情報 

職種名 ① 技術職 

採用計画数 1 名 

募集区分 大学院、大学、短大、高専、専修、能開校、既卒、留学生 

採用予定学部 工学部歓迎 

勤務地 長崎県諫早市 (転勤あり) 

先輩からのメッセージ 

（入社を決めた理由など） 

1 つのランディングギアを専門のスキルをもった社員一丸となって品質を作り込むことに魅力を

感じ、当社で知識や技術を高め安全運航に寄与したいと思い、当社を志望しました。 

学生へのメッセージ 

装備品? 降着装置? 聞きなれない単語ばかりだと思いますが、要は飛行機の「足」の整備を事業

としています。日本の空を支えるという誇りと自覚をもって一緒に働いていただける方、是非当

社へお越しください！ 

 

■採用窓口 

住所 〒854-0065 長崎県諫早市津久葉町 6-57 

電話番号 0957-26-8420 MAIL info@spp-neco.co.jp 
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株式会社 NDKCOM 
https://www.ndkcom.co.jp/ 

 

■一言 PR 

弊社は 50 年の歴史を誇る長崎の IT 企業です。 

 

■企業情報                                     

業種 ソフトウェア・通信 

事業内容 
地方公共団体の職員の方の業務やシステムのサポートと一般企業向けのシステム開発を提案から

開発、保守まで行っています。 

本社所在地 〒850-0875  長崎市栄町 5 番 11 号 

従業員数 120 名 社員平均年齢 44 歳 

得意な技術や製品 地方公共団体のシステムサポート。一般企業向けのシステム開発。 

設立・創業 創業 1966 年 

当社のセールスポイント 一般企業向けのシステム開発を要件定義から開発、保守まで全てを提供しています！ 

 

■採用情報 

職種名 ① システムエンジニア ② サポートエンジニア 

採用計画数 若干名 

募集区分 大学院、大学、短大、高専、専修、能開校、既卒、留学生 

採用予定学部 文系歓迎、理系歓迎 

勤務地 長崎市 

先輩からのメッセージ 

（入社を決めた理由など） 

私が NDKCOM に入社を決めた理由は会社説明会での雰囲気が良く、年齢の垣根なくフレンドリ

ーに接している姿を見てここでなら楽しく働けるだろうと思ったからです。 

学生へのメッセージ 

IT 企業と聞くとすごく専門的なイメージを持つ方が多いかと思いますが弊社では文系出身のエン

ジニアも多く活躍しておりますので文系理系関係なく IT 企業に興味を持っている方はぜひ弊社に

お越しください！！ 

 

■採用窓口 

住所 〒850-0875 長崎市栄町 5 番 11 号 

電話番号 095-824-3511 MAIL recruit-inq@ndkcom.co.jp 
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エムオーテックス株式会社 
https://www.motex.co.jp/ 

 

■一言 PR 

【京セラグループ】情報セキュリティ分野でトップレベルのセキュリティを提供しています！ 

 

■企業情報                                     

業種 ソフトウェア・通信 ／ ソフトウェア・情報処理 

事業内容 
自社パッケージの開発から販売までをおこなう情報セキュリティ分野のソフトウェアメーカーで

あり、脆弱性診断やコンサル等のトータルセキュリティソリューションを提供しています 

本社所在地 〒532-0011  大阪市淀川区西中島 5-12-12 エムオーテックス新大阪ビル 

従業員数 413 名 社員平均年齢 34 歳 

得意な技術や製品 
情報漏洩リスクを低減する『LANSCOPE』・サイバー攻撃から守るサービス提供

『SecureOWL』 

主な取引先 

株式会社 NTT ドコモ、エヌ・ティ・ティ・データ先端技術株式会社、株式会社大塚商会、SB 

C&S 株式会社、ダイワボウ情報システム株式会社、株式会社ネットワールド、株式会社富士通マ

ーケティング、リコージャパン株式会社（五十音順） 

設立・創業 設立 1990 年 7 月 

当社のセールスポイント 

業界でもハイレベルのセキュリティに携わることができます！今は未経験・知識がなくても入社

後に充実した研修を受けることができます。 

社員とのコミュニケーションを大事にしており、比較的若手が多いので早くからスキルを習得し

て活躍することができます！ 

 

■採用情報 

職種名 ① セキュリティエンジニア ② ソフトウェアエンジニア 

採用計画数 7 名 1 名 

募集区分 大学院、大学、短大、高専、専修、能開校、既卒、留学生 

採用予定学部 理系歓迎 ※プログラミング経験者のみ 

勤務地 長崎/東京 

先輩からのメッセージ 

（入社を決めた理由など） 

京セラグループという大きなバックボーンがありつつ、若手でもチャレンジできる環境が魅力的

でした！セキュリティの知識がなくても問題ありません、興味や熱意がある方、是非お待ちして

おります！ 

 

■採用窓口 

住所 〒108-0075 東京都港区港南 1-2-70 品川シーズンテラス 5 階 

電話番号 03-5460-0775 MAIL saiyo@motex.co.jp 
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株式会社大塚産業 長崎ステーション 
https://ots-fe.com/ 

 

■一言 PR 

弊社の特徴①：文系理系問わず採用②平均有給取得日数：8.8 日③低い離職率：直近 3 年で 8% 

 

■企業情報                                     

業種 サービス ／ 半導体製造装置メンテナンス 

事業内容 

半導体を作る装置（半導体製造装置）に対するサービスを行っています。装置の新規立上げ、改造、

メンテナンス、トラブル対応等、 

現代になくてはならない半導体の安定供給をサポートしております。 

本社所在地 〒854-0013  長崎県諫早市栄町 1-1 アエルウエスト 1F 東京エレクトロン FE㈱内 

従業員数 92 名 社員平均年齢 39.2 歳 

得意な技術や製品 半導体製造装置に対するテクニカルサポート 

主な取引先 東京エレクトロン FE㈱、東京エレクトロン㈱ 

設立・創業 設立 1964 年 3 月 

当社のセールスポイント 

教育に力を入れております。文系理系問わず採用し、文系でもわかる教育を実践しております。

入社後 1 年間は OJT の先輩と教育計画を作りマンツーマンで指導をしています。 

ねじの種類や工具の使い方など基礎的な教育から実際の装置を使用したトレーニングまで実施し

ております。 

有給を取得しやすい取り組み：弊社の仕事はスケジュールが決まっていますので、事前に相談し

ていただければ、自分の希望する日にちに有給を取得できます。また、夏季休暇や祝日の前後に

有給を取得し、取得しやすいよう人事からアナウンスしております。 

 

■採用情報 

職種名 ① フィールドエンジニア職 

採用計画数 若干名 

募集区分 大学院、大学、短大、高専、専修、能開校、既卒 

採用予定学部 文系歓迎、理系歓迎 

勤務地 諫早市 

先輩からのメッセージ 

（入社を決めた理由など） 

入社を決めた理由は、「やりがい」と「技術力」です。世界初の装置を納入した時やトラブルを治

したときの話を聞き、「やりがい」がすごくある仕事で、 

一生モノの技術力も身につけれることを知ったからです。 

学生へのメッセージ 
みなさんこんにちは。熊本が本社の㈱大塚産業と申します。半導体関係の仕事をしております。

文系理系問わず採用しておりますので、お話だけでも聞いていただければ幸いです。 

 

■採用窓口 

住所 〒862-0913 熊本県熊本市東区尾ノ上 3 丁目 6-22 

電話番号 096-381-1091 MAIL m.kiyonaga@ots-fe.com 
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株式会社亀山電機 
https://www.kameyama-grp.co.jp/ 

 

■一言 PR 

日本の西の果て・長崎から「世界」を攻める！ 

 

■企業情報                                     

業種 ソフトウェア・通信 

事業内容 

自動化に関する各種制御装置・電気機器の設計や販売、ソフトウェアの開発、パソコン及び周辺機

器の販売、各種アプリケーションソフトの販売及びカスタマイズ、ホームページ制作、ホスティン

グなど、幅広い業務に対応しております！ 

本社所在地 〒852-8002  長崎県長崎市弁天町 3 番 16 号 

従業員数 80 名（2022 年 4 月時点） 社員平均年齢 38.1 歳 

得意な技術や製品 SIEMENS のソリューションパートナーとして、制御装置等の「自動化」に関する技術 

設立・創業 創業 1996 年 10 月 

当社のセールスポイント 

長崎で唯一のシーメンス*ソリューションパートナーとして、世界に通用する技術力で、ものづく

りの舞台裏を支えています！ 

※シーメンス…PLC において世界でトップシェアを誇る、ドイツに本社を持つグローバル企業で

す。 

「企業は人なり」の信念のもと、豊かな人間性を兼ね備えた人材育成のため、内定者教育・新入

社員教育や、基礎科目・専門科目取得制度など豊富な教育制度がございます。入社してからの 1

年間はエルダー(教育係)がサポートにつくため、どんな疑問も質問しやすい環境です。キャリア

形成やスキルアップに興味がある方、仕事の中で成長したい人には最適の会社です！ 

 

■採用情報 

職種名 ① 技術職 ② 営業職 

採用計画数 5 名 2 名 

募集区分 大学院、大学、短大、高専、専修、能開校、既卒、留学生 

採用予定学部 文系歓迎、理系歓迎 

勤務地 長崎県長崎市（本社）、長崎県佐世保市、大阪府大阪市、愛知県名古屋市、東京都新宿区 

先輩からのメッセージ 

（入社を決めた理由など） 

国内外の発電所や工場にて現地動作試験の際、実際に設備が動いている様子を確認すると、大き

な達成感を感じます。流通する製品の中に自分が作ったプログラムで作られたものがあると考え

るとやりがいのある業務です。 

学生へのメッセージ 

当社は“企業は人なり”の信念のもと、人材育成に力を入れています。Web、OA、IA に興味が

ある方で、やる気のある方、当社はそういう人材をお待ちしております。“人材から人財へ”そ

れが当社のモットーです。 

 

■採用窓口 

住所 〒852-8002 長崎県長崎市弁天町 3 番 16 号 

電話番号 095-864-7000 MAIL recruit@kameyama-grp.co.jp 
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機電プラント工事株式会社 
 

 

■一言 PR 

施設設備に息を吹込み未来に繋げる仕事です。デジタル技術活用でスマート工事を推進中です。 

 

■企業情報                                     

業種 
建設・設備 ／ 電気工事（電気を通す為の作業・計画・管理） 機械工事（重量物の搬入据

付・計画・管理） 図面作成、書類作成等も行います。 

事業内容 
ﾄﾝﾈﾙや、公共施設のｲﾝﾌﾗ整備。ﾎﾃﾙや、大規模工場の施設設備の新設/ﾘﾆｭｰｱﾙに関わる仕事を担っていま

す。機械を動かす為には、電気が必要不可欠。併せ持った当社は今、各方面から求められています。 

本社所在地 〒851-2211  長崎県長崎市京泊 2 丁目 8-61 

従業員数 55 名 社員平均年齢 34.8 歳 

得意な技術や製品 電気工事全般  機械工事・配管工事・溶接作業等  設備工事全般 

主な取引先 
栗原工業株式会社様 東光電気工事株式会社様 シンフォニアエンジニアリング様 OKI クロス

テック様 

設立・創業 設立平成 16 年 11 月 

当社のセールスポイント 

ここ長崎から、じゃ〇〇に掲載されたり、全国ニュースで取り上げられるような大きな物件に関

わる事ができます。毎期、売上利益ともに up。利益は、夏季・冬季賞与に加えて、決算賞与と

して社員に還元。平均年齢 34.8 歳、有給消化率 毎期 60％以上を維持しています。 

間接部門のバックアップ体制が頑強です。例えば、熱中症対策では、スポーツドリンクや、空調

服の支給。コロナ禍においては、マスクや消毒液の従業員や、ご家族への配布と社内抗原検査の

実施。体調不安者の為に、オンライン保健室「Carely」を導入し、健康経営に努めています。資

格の更新管理や、資格取得の為のセミナー等の費用負担も実施しています。現場の声を聞いて、

働きやすい環境を作ろう！っといった土壌があります。 

 

■採用情報 

職種名 ① 電工 ② 機械工 

採用計画数 若干名 

募集区分 大学院、大学、短大、高専、専修、能開校、既卒、留学生 

採用予定学部 文系歓迎、理系歓迎 

勤務地 長崎 

先輩からのメッセージ 

（入社を決めた理由など） 

インターンシップに応募し、実際の仕事を体験した際、「コミュニケーション」が取りやすい職場

という印象が強く残りました。入社すると、担当の先輩がとことんまで付き合ってくれます。自

分たちのような若手の意見を取り入れてくれるのは、業務をする上で、とても励みになります。 

学生へのメッセージ 

自分達で手がけたものが完成し、目の前で稼働している様子を見た時の、これ以上ない達成感。

その達成感と想いは、一緒に仕事をしたみんなと必ず共有できます。それこそが、僕たちの仕事

の醍醐味だと思っています。 

 

■採用窓口 

住所 〒851-2211 長崎県長崎市京泊 2 丁目 8-61 

電話番号 095-850-5057 MAIL y-honda@kidenplant.jp 
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九州教具グループ Q-bic ソリューションズ株式会社 

https://solutions.q-bic.net/ 

 

■一言 PR 

お客様のビジネスにおける問題を発見し、様々な機器商品サービスにより課題解決を図る会社です。 

 

■企業情報                                     

業種 商社 ／ オフィスソリューション業（事務機器・家具・システム等提案販売） 

事業内容 

私たちは「オフィスソリューション事業」を展開しています。これはビジネスの中での「困った」

を解決する仕事。その事業範囲はオフィスデザイン構築から教育 DX まで多岐にわたり、お客様の

お悩みを解決します。 

本社所在地 〒851-0134  長崎県長崎市田中町 1452 番地 

従業員数 55 名（グループ全体 138 名） 社員平均年齢 41.8 歳 

得意な技術や製品 
オフィスに関連する事務機器・家具・システム・ネットワークの提案販売、教育 DX 環境の構築

と活用支援 

設立・創業 創業 1946 年 

当社のセールスポイント 

Q-bic ソリューションズ㈱は 1946 年創業の九州教具グループの事業会社のひとつ。私たちの仕

事は「お客様のお悩み」を伺い、様々な機器・システム・サービスを活用しながらその解決を提

案していくことです。私たちが提案する商品は、OA 機器・オフィス家具・システム・ネットワ

ーク・IT 機器など多岐にわたり、単に商品を提案するだけでなくその活用ノウハウも併せて提供

することを目指しています。 

私たちは「誠実にして正確を旨とし社会に貢献すべし」という言葉を社是に掲げています。この

社是を経営理念に基礎として、現在は SDGs への取り組みを経営戦略の根幹と捉えています。そ

の歴史的背景には、九州教具設立当時 1950 年から 5 年間行われた「愛の鉛筆運動」がありま

す。私たちはこの運動のために設立された会社であり、私たちの理念は 70 年以上経った現在も

変わりません。詳しくは Web ミーティングで！ 

 

■採用情報 

職種名 ① 営業職 

採用計画数 2 名 

募集区分 大学院、大学、短大、高専、専修、能開校、既卒、留学生 

採用予定学部 文系歓迎、理系歓迎 

勤務地 長崎県内（大村市、長崎市等） 

先輩からのメッセージ 

（入社を決めた理由など） 

当社の「社会貢献をビジネス化する」という考えに共感し入社しました。現在、営業として様々

なお客様を担当しています。お客様の期待以上の提案を行い、お役に立てた時が一番うれしいで

す。（入社 3 年目営業職） 

学生へのメッセージ 
九州教具グループ Q-bic ソリューションズ㈱は、働く皆さんの「こうなりたい！こうした

い！」を応援する会社です。是非、皆さんの「こうなりたい！」をお聞かせください。 

 

■採用窓口 

住所 〒856-0812 長崎県大村市桜馬場 1-214-2 Q-bic ソリューションズ㈱ 採用担当 

電話番号 0957-53-2177 MAIL saiyo-qs@q-bic.co.jp 
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九州教具グループ Q-bic ホテルズ株式会社 
https://hotels.q-bic.net/ 

 

■一言 PR 

長崎県内で４つのビジネスホテルを運営する会社です。フロント職を募集中。 

 

■企業情報                                     

業種 サービス ／ 宿泊業 

事業内容 

当社は長崎県内で４つのビジネスホテル（ホテルクオーレ長崎駅前、ホテルベルビュー長崎出島、

ホテルウイングポート長崎、ホテルブリスヴィラ波佐見）を運営。地域に「なくてはならないホテ

ル」を目指しています。 

本社所在地 〒850-0057  長崎県長崎市大黒町 7 番 3 号 

従業員数 71 名（グループ全体 138 名） 社員平均年齢 43.2 歳 

得意な技術や製品 
「ホスピタリティ」と「アメニティ」に優れたホテルづくりを意識。常に先進的なサービス提供

を目指します。 

設立・創業 創業 1946 年 

当社のセールスポイント 

2021 年 8 月に九州教具株式会社よりホテル事業を分社化して、Q-bic ホテルズ株式会社として

スタートいたしました。現在当社の「ホスピタリティ」の中核を担うホテルオペレーションスタ

ッフを募集中です。入社後は、新入社員研修、半年後に新入社員フォローアップ研修、３～４年

後には中堅社員研修などの教育体制のもと、ビジネスパーソンとして、人間としても成長してい

けます。人事評価・昇格試験制度も整っています。 

私たちは「誠実にして正確を旨とし社会に貢献すべし」という言葉を社是に掲げています。この

社是を経営理念に基礎として、現在は SDGs への取り組みを経営戦略の根幹と捉えています。そ

の歴史的背景には、九州教具設立当時 1950 年から 5 年間行われた「愛の鉛筆運動」がありま

す。私たちはこの運動のために設立された会社であり、私たちの理念は 70 年以上経った現在も

変わりません。詳しくは Web ミーティングで！ 

 

■採用情報 

職種名 ① フロント職 

採用計画数 2 名 

募集区分 大学院、大学、短大、高専、専修、能開校、既卒、留学生 

採用予定学部 文系歓迎、理系歓迎 

勤務地 長崎県内（大村市、長崎市等） 

先輩からのメッセージ 

（入社を決めた理由など） 

ワークライフバランスに向けた取り組みが入社を決めたポイントです。。当社は休暇の取りやすさ

だけでなく、スタッフ同士が様々なことをフォローしあえる環境なので、働きやすい職場だと感

じています。（入社 4 年目） 

学生へのメッセージ 
九州教具グループ Q-bic ホテルズ㈱は、働く皆さんの「こうなりたい！こうしたい！」を応援

する会社です。是非、皆さんの「こうなりたい！」をお聞かせください。 

 

■採用窓口 

住所 〒856-8577 長崎県大村市桜馬場 1-214-2 Q-bic ホテルズ㈱ 採用担当 

電話番号 0957-53-1069 MAIL saiyo-qh@q-bic.co.jp 
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株式会社 ＫＩＹＯ 
http://n-kiyo.jp/ 

 

■一言 PR 

私たちと一緒に。建物に命を吹き込みませんか。あなたにプラス。あなたをプラス。 

 

■企業情報                                     

業種 建設・設備 ／ 建築設備 

事業内容 建築設備の現場管理、施工図作成 

本社所在地 〒850-0001  長崎県長崎市西山２丁目１１番１号 

従業員数 30 名 社員平均年齢 36 歳 

得意な技術や製品 県、市の公共施設の設備関係に限らず、民間の施設などにも携わっています。 

主な取引先 株式会社九電工、株式会社西原衛生工業所、新日本空調株式会社 

設立・創業 設立 2008 年 4 月 

当社のセールスポイント 
一社員としての意見を尊重しています。先輩や社長とも気兼ねなく話せる風通しのいい雰囲気の

会社です。 

 

■採用情報 

職種名 ① 技術職 

採用計画数 3 名 

募集区分 大学院、大学、短大、高専、専修、能開校、既卒 

採用予定学部 文系歓迎、理系歓迎 

勤務地 東京、福岡、長崎 

先輩からのメッセージ 

（入社を決めた理由など） 

働きやすい環境やアットホームな雰囲気が入社の決め手でした。覚える仕事は多く大変な時もあ

りますが、担当した仕事が完成した時は達成感を得られます。 

学生へのメッセージ 
建物が出来るまでの過程や、普段は見ることができない様々な仕組みを知れる楽しさがありま

す。最初は分からないことが多く不安だと思いますが一緒に勉強していきましょう！！ 

 

■採用窓口 

住所 〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名１丁目８－７ スタープライスビル２階 

電話番号 092-791-6199 MAIL kiyo@wind.ocn.ne.jp 
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協和機工株式会社 
https://kyowakikoh-saiyo.com/ 

 

■一言 PR 

絶対に誰も一人にしない、社員みんなでモノづくりができる会社。 

 

■企業情報                                     

業種 メーカー（製造） ／ 一般産業機械製造 

事業内容 

わたしたち KYOWA は、いわゆる産業機械を作っています。 佐世保と ASEAN ベトナムに製造

拠点がある一方、東京・大阪・福岡を中心に営業活動をしています。 製品も事業も心意気も大き

な会社です！ 

本社所在地 〒857-1171  長崎県佐世保市沖新町 2 番 7 号 

従業員数 149 名 社員平均年齢 37 歳 

得意な技術や製品 ポンプ・クレーンなどの産業機械や掘削機などの大型建設機械の設計・製作 

主な取引先 大成建設（株）、川崎重工業（株）、（株）クボタ、富士電機（株）、JFE グループ等 

当社のセールスポイント 
380 人の大所帯（グループ全体） 

リモート、留学生、育休・産休社員が多数在籍 

 

■採用情報 

職種名 ① 機械・電気設計 ② 技術営業 ③ 品質管理 

採用計画数 1 名 1 名 1 名 

募集区分 大学院、大学、高専、専修、能開校、既卒、留学生 

採用予定学部 理系歓迎、理工学部系歓迎 

職種名 ④ 工程管理 ⑤ 営業職 

採用計画数 1 名 1 名 

募集区分 大学院、大学、高専、専修、能開校、既卒、留学生 大学院、大学、既卒、留学生 

採用予定学部 理系歓迎、理工学部系歓迎 経済系学部歓迎 

勤務地 佐世保市（東京・大阪・福岡への転勤あり） 

先輩からのメッセージ 

（入社を決めた理由など） 

・営業〜設計〜制作〜納入の幅広い職種があり、各々の専門部署が互いに頼り・頼られる会社で

す。 

・上司や先輩ともコミュニケーションが取りやすいです。気軽に相談しやすく、気持ちよく働け

ています。が互いに頼り・頼られる会社です。 

学生へのメッセージ 
課題の解決には、個人では限界があります。他の人に頼ることも勇気です。仲間と協力し、互い

に頼り頼られるような関係を築ける人材を求めています。 

 

■採用窓口 

住所 〒857-1171 長崎県佐世保市沖新町 2 番 7 号 

電話番号 0956-34-1311 MAIL saiyo@kyowakikoh.co.jp 
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協和機電工業株式会社 
https://www.kyowa-kk.co.jp/recruit/ 

 

■一言 PR 

水と電気エネルギーの分野で快適環境を創造。インフラ業界では存在感のある企業です。 

 

■企業情報                                     

業種 メーカー（製造） ／ プラント・エンジニアリング 

事業内容 

水処理プラント建設を主力として、電力や交通、産業分野まで幅広いフィールドで事業を展開。プ

ラントの設計・施工から構成機器の製作、メンテナンスまで一貫した技術サービスを提供していま

す。 

本社所在地 〒852-2107  長崎市川口町 10-2 

従業員数 530 名 社員平均年齢 39.3 歳 

得意な技術や製品 水処理システム、監視制御技術、工場生産システムなど各種エンジニアリング 

主な取引先 官公庁、日立製作所、九州電力、西日本高速道路、メタウォーター、栗田工業 など 

設立・創業 設立 1951 年 

当社のセールスポイント 

社会の基盤を支える多様な事業に携わることができ、BtoB ならではのスケール感を味わってい

ただけます。 

日本最大の海水淡水化設備をはじめ、水処理分野においては九州トップクラスの実績がありま

す。 

 

■採用情報 

職種名 ① 技術系総合職 

採用計画数 3 名 

募集区分 大学院、大学、高専、既卒、留学生 

採用予定学部 理系歓迎、理工学部系歓迎 

勤務地 長崎県内（長崎市・西彼時津町） 

先輩からのメッセージ 

（入社を決めた理由など） 

趣味の魚釣りをする中で海や川の水質汚染やごみをよく目にし、それを通して環境の保全に携わ

りたいと考えるようになりました。 

学生へのメッセージ 

インフラを支える使命感を持って、より良いものを目指して仕事に取組む姿勢が当社に根付く文

化です。誠実に人と接し、円滑に仕事を進めるバランス感覚、そして何事もやり遂げる責任感が

ある方をお待ちしています。 

 

■採用窓口 

住所 〒851-2107 西彼杵郡時津町久留里郷 376-5 

電話番号 095-881-3729 MAIL saiyou@kyowa-kk.co.jp 
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クリーン・テクノロジー株式会社 
http://www.clean.co.jp/ 

 

■一言 PR 

「世界初」は、素人の挑戦から始まる 

 

■企業情報                                     

業種 メーカー（製造） 

事業内容 半導体製造装置向け排ガス処理装置の製造及び販売 

本社所在地 〒598-0021  大阪府泉佐野市日根野 3209 番地 1 

従業員数 72 名 社員平均年齢 39 歳 

得意な技術や製品 世の中にないモノづくり （サンダー、カイザー、レオ、コトルなど） 

主な取引先 
SONY グループ,京セラグループ,キヤノングループ ,シャープグループ ,エプソングループ,パナソ

ニックグループ,トヨタグループ,ルネサスグループ,ロームグループ,TSMC,SAMSUNG,UMC 他 

設立・創業 設立 1990 年 2 月 

当社のセールスポイント 

「世界初」を次々と世に送り出したい私たちは、お客様からの様々な要望を実現するた為に、今

までにない技術を提供することで、半導体産業に改革を起こして参りました。弊社が大事にして

いることは「楽しく仕事をすること」その為には、仕事を楽しく思えるような環境を「自分なり

の工夫で作ること」が最も重要だと考えます。日々の気づきの中にこそ「世界初」が隠れている

のです。 

排ガス処理装置は地球環境に貢献 排ガス処理装置とは、空気中の粉塵やほこりをキレイにする

「空気清浄機」のように、半導体製造プロセスから発生する有害なガスを分解して除去し、キレ

イな状態にして大気に排出することができる装置です。 

 

■採用情報 

職種名 ① 総合職 

採用計画数 3 名 

募集区分 大学院、大学、短大、高専、専修、能開校、既卒、留学生 

採用予定学部 文系歓迎、理系歓迎 

先輩からのメッセージ 

（入社を決めた理由など） 

文系で不器用ながら失敗でも許される環境で新しい挑戦ができるのはこの会社だと思い志望しま

した。分からないことも多いですが、不安なく先輩に声が掛けられて安心しています。 

学生へのメッセージ 
クリーンテクノロジーの職場は、雰囲気が明るくて、新人の私にでもわからないことを共有でき

る環境があります。チームワークも良く、会社の居心地がいいことが特徴です。 

 

■採用窓口 

住所 〒590-0021 大阪府泉佐野市日根野 3209 番地 1 

電話番号 072-450-0126 MAIL k-harada@clean.co.jp 
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株式会社 KDDI エボルバ 
https://www.k-evolva.com/ 

 

■一言 PR 

「明るく、楽しく、仕事に誇りをもって」 当社の社長が常に伝えている言葉です。 

この言葉通りの職場を見てみませんか。 

 

■企業情報                                     

業種 サービス ／ コンタクトセンターサービスを中心とした BPO 事業 

事業内容 
当社は BPO 事業のなかでも、主にコンタクトセンターサービスを展開しています。 

クライアント企業様から受託するコンタクトセンター/コールセンターの運営が主な事業です 

本社所在地 〒160-0023  東京都新宿区西新宿 1-23-7 新宿ファーストウエスト 

従業員数 約 28,000 人名 社員平均年齢 0 歳 

得意な技術や製品 
高いコールセンター品質でクライアント企業様、エンドユーザー様に高付加価値サービスを提供

できます 

主な取引先 KDDI 株式会社ほか 

設立・創業 設立 1996 年 

当社のセールスポイント 

当社は昨年 10％成長を果たすことができました。 

大切にしているのは「人財」です。働く人ひとりひとりの成長が高いサービス品質を生みます。 

だから社員の成長を徹底的にサポートします。 

そしてそのことがクライアント企業様に喜ばれ、継続的な成長ができている会社です。 

「すごくいいふつうを、つくる」 これが当社のコーポレートメッセージです。 

クライアント企業様にとって、エンドユーザー様にとって、そして何より私たち従業員にとって

「すごくいいふつう」を本気で考えています。 

 

■採用情報 

職種名 ① コンタクトセンタースタッフ（管理者候補） 

採用計画数 15 名 

募集区分 大学院、大学、短大、高専、専修、能開校、既卒 

採用予定学部 文系歓迎、理系歓迎 

勤務地 長崎県佐世保市 

先輩からのメッセージ 

（入社を決めた理由など） 
自分がやりたいことにチャレンジできる会社です。一緒に会社を盛り上げましょう！ 

学生へのメッセージ 

人とコミュニケーションをとることが好きな人、チームで目標に向かい共に達成することに喜び

を得られる人、新しいことにチャレンジすることができるひと、そのような人財とお会いできる

ことを楽しみにしています！ 

 

■採用窓口 

住所 〒859-3226 長崎県佐世保市崎岡町 2720-8 佐世保情報産業プラザ 

電話番号 0956-226-5014 MAIL sasebo-soukatsu@k-evolva.com 
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県北土地開発株式会社 
http://www.kenhoku-tk.co.jp/ 

 

■一言 PR 

手に職をつけ、自身と地域の明るい未来を切り開きましょう！ 

 

■企業情報                                     

業種 サービス ／ 公共工事に伴う、調査・測量・設計・補償業務 

事業内容 
測量全般・土木設計・補償コンサル業務・各種構造物点検・調査業務等を行い、社会資本整備に寄

与しています。 

本社所在地 〒857-0058  長崎県佐世保市上町 1 番 1 号 

従業員数 39 名 社員平均年齢 46.9 歳 

得意な技術や製品 
ドローン等を用いた 3D 測量、道路・河川・斜面対策施設設計・開発地区における損失補償対応

等 

主な取引先 長崎県・県内各市町村 

設立・創業 創業 1967 年 5 月 

当社のセールスポイント 創業 50 年以上の安定感と、地域に根差した価値観を大切にしています。 

 

■採用情報 

職種名 ① 技術職 

採用計画数 2 名 

募集区分 大学院、大学、短大、高専、専修、能開校、既卒、留学生 

採用予定学部 文系歓迎、理系歓迎 

勤務地 佐世保市・福岡市など 

先輩からのメッセージ 

（入社を決めた理由など） 

土木というときついイメージがあると思います。ですが、地域の皆様の安全を守るとても大切な

仕事です。 

測量や設計をした道路・河川などが目に見える形で成果として現れることにやりがいを感じま

す。未経験でも大丈夫！一緒に学んでいきましょう。 

学生へのメッセージ 
学校での専門にかかわらず、やる気があって技術職を目指す方の応募をお待ちしております。一

緒に学びながら地元貢献しましょう！ 

 

■採用窓口 

住所 〒857-0058 長崎県佐世保市上町 1 番 1 号 

電話番号 0956-23-6578 MAIL soumu@kenhoku-tk.co.jp 
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株式会社 子育ての家（旧小川の家） 
http://ogawanoie.jp 

 

■一言 PR 

まだ小さな会社ですが「日本の子育ての住環境をよくする」挑戦に協力してくれる仲間を募集。 

 

■企業情報                                     

業種 
建設・設備 ／ 「子育ては住まいから」という信念に従い、子育て優先の家づくりで家族の心

豊かで健康な暮らしを実現する工務店（全国対応） 

事業内容 

「子育ては住まいから」「子育て優先」「心豊かな暮らし」という信念、理念、価値をネットで発信

し、気づき、共感してくださった家族から依頼を受け、子育て優先の家づくりで家族の幸せな人生

に貢献する会社 

本社所在地 〒850-0975  長崎市三和町 218−47 

従業員数 3 名 社員平均年齢 35 歳 

得意な技術や製品 
信じているものを信じてくれる人に｜モノではなく価値を売る｜理念共感型｜社会イノベーショ

ン｜皆ハッピー 

主な取引先 一般個人 

設立・創業 創業 1969 年 

当社のセールスポイント 

「日本の子育ての住環境をよりよくしたい」という志。「子育ては住まいから」という信念、「子

育て優先」「家族の心身の健康がいちばん大切」という価値観をインターネットを活用して発信。

気づき、共感していただいた方から家づくりの依頼を受ける。実績は 20 年間で全国 22 都道府

県、約 200 棟。まだ小さな会社ですが、未来志向で大きな挑戦に協力してくれる仲間が必要で

す！｜社是は「皆ハッピー・子育て優先」 

子どもを産み育てやすい国、日本の子育ての住環境を少しでもよくするために、2021 年 12 月

に成長戦略型 M&A を実行し、FFF ホールディングスグループ（福岡市）の完全小会社となりま

した。親会社は冨治商会を中核とする年商 100 億円超の住宅設備卸大手。親会社の経営資源も

活用し、全国で必要としてくださる家族、未来も含めてお役に立てるよう持続可能な仕組みづく

りに挑戦中です！そのためには仲間が必要なのです！ 

 

■採用情報 

職種名 ① 総合職｜住宅の企画営業・マーケティング ② 建築技術者｜木造住宅の施工管理者 

採用計画数 3 名 若干名 

募集区分 大学院、大学、短大、高専、専修、能開校、既卒 

採用予定学部 文系歓迎、理系歓迎 

勤務地 長崎市｜福岡市（数年以内の支店開設等に伴い） 

先輩からのメッセージ 

（入社を決めた理由など） 

住宅会社なのに子育て優先とはどういうこと？と興味を持ったこと。「子育ては住まいから」とい

う信念に共感を持てたことです。私自身、教育学部卒で住宅や建築とは無縁でしたが、不思議と

不安はありませんでした。 

学生へのメッセージ 

少人数の会社ですが社長はユニークで多趣味！自身も 3 児の父で家庭を大切にしており、社員の

家庭や趣味にも理解があります。夏には土日＋２日の夏休みが取得できたりとワークライフバラ

ンスを実現できる会社です。 

 

■採用窓口 

住所 〒850-0975 長崎市三和町 218-47 

電話番号 095-879-7888 MAIL info@kosodatenoie.jp 
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社会福祉法人 ことの海会 
https://kotonoumi.com 

 

■一言 PR 

あなたの笑顔が人を幸せにする、そんな仕事をしてみませんか？ 

 

■企業情報                                     

業種 医療・福祉 ／ 障害者福祉サービス 

事業内容 
（入所施設・通所施設・就労支援施設・児童発達支援施設・共同生活援助施設・相談支援・移動支

援・老人居宅介護・有料老人ホームなど） 

本社所在地 〒856-0845  長崎県大村市大里町 1150 番地 

従業員数 360 名 社員平均年齢 48 歳 

得意な技術や製品 知的障害者を対象に行うサービス 

設立・創業 設立 1982 年 12 月 

当社のセールスポイント 

主に知的障碍者を対象とした『生活支援』『就労支援』『児童発達支援』『在宅支援』『長寿支援』

を支援５本柱に「豊かな環境のびのびと」を理念に、利用者様が自立した生活を地域社会で営む

ことが出来るように、職員一丸となり支援しております。 

皆さんの思いやり、一生懸命が利用者様の未来・成長に大きく貢献できる職場です。自身のスキ

ルアップへの挑戦を後押ししています。 

 

■採用情報 

職種名 ① 生活支援員 ② 作業療法士 

採用計画数 若干名 

募集区分 大学院、大学、短大、高専、専修、能開校、既卒、留学生 

採用予定学部 文系歓迎、理系歓迎 

勤務地 大村市・諫早市内の各事業所 

先輩からのメッセージ 

（入社を決めた理由など） 

子供が好きで、保育士の資格を活かし障害児の支援を行う中で失敗もありますが、一人ひとりに

あった支援を見つけて子供たちが「できた！」とうれしそうな表情を見せてくれると私も嬉しく

なります。 

学生へのメッセージ 
仕事を選ぶ時に職場で働いている職員の表情を見るとどんな職場か判ると思います。是非現場の

雰囲気を感じてください。 

 

■採用窓口 

住所 〒856-0835 長崎県大村市久原１丁目５９５番地 1 

電話番号 0957-47-5005 MAIL center＠kotonoumi.com 
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株式会社コメリ 
https://www.komeri.bit.or.jp/ 

 

■一言 PR 

3 種類の勤務形態より、ご要望に合わせたキャリア形成をサポートします。 

 

■企業情報                                     

業種 スーパー・百貨店・専門店 ／ ホームセンター事業、ほか 

事業内容 
ホームセンター事業／EC サイト事業／リフォーム事業／カード事業／ホームファッション事業/

農業事業 

本社所在地 〒950-1492  新潟市南区清水 4501-1 

従業員数 11,465 人名 社員平均年齢  

得意な技術や製品 プライベートブランドの開発、新たな取引ルートの開拓 

設立・創業 設立 1962 年 

当社のセールスポイント 

「世の中の暮らしを豊かに変える」ことを目指し、様々な事業に取り組んでいます。多彩な事業

と共に仕事の数も 200 種類以上に広がりました。知識の習得や人脈の形成を目的とした、ジョ

ブローテーション（配置転換）制度から効率的ですばやい成長をサポートします。 

コメリが目指す「豊かな暮らし」。結婚や出産、介護など様々な生活の変化をサポートしながら、

誰もが気持ちよく過ごし、活躍できる職場を目指しています。 

 

■採用情報 

職種名 ① 総合職【ﾅｼｮﾅﾙ社員】 ② 総合職【ﾘｰｼﾞｮﾅﾙ社員】 ③ 販売職【ホーム社員】 

採用計画数 100 名 50 名 30 名 

募集区分 大学院、大学、短大、高専、専修、既卒、留学生 

採用予定学部 文系歓迎、理系歓迎 

勤務地 
総合職【ﾅｼｮﾅﾙ社員】全国の店舗および本社・事業所/総合職 【ﾘｰｼﾞｮﾅﾙ社員】ご自宅より概ね 200km

範囲内の店舗および事業所/販売職 【ホーム社員】ご自宅より概ね 25km 範囲内の店舗 

先輩からのメッセージ 

（入社を決めた理由など） 

・コメリには沢山の業務があり、やりたいことを見つけやすい会社です。1 年に 1 度、自分の働

き方や希望部署を申告する事が出来ます。必ず希望が通るわけではありませんが、自分の力を発

揮できる会社だと思います。 

学生へのメッセージ 気軽に立ち寄ってください。 

 

■採用窓口 

住所 〒819-0374 福岡市西区千里 495-1 

電話番号 
080-2217-3016 

(九州担当：櫻井) 

MAIL ma-souda@komeri.bit.or.jp 
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株式会社佐々木冷菓 
https://sasaki-icenet.co.jp 

 

■一言 PR 

アイスクリーム・冷凍食品を通して豊かで楽しい暮らしを提供する企業でありたいと考えています 

 

■企業情報                                     

業種 商社 ／ 食品卸売業（冷菓・冷食） 

事業内容 
アイスクリーム及び冷凍食品の専門の卸売業です。お得意先様のスーパーマーケットやドラッグ

ストア等に商品を販売し納品及び店舗での陳列まで行い魅力的な売場作りもおこなっています。 

本社所在地 〒857-0361  長崎県北松浦郡佐々町小浦免 1572-54 

従業員数 460 名 社員平均年齢 39 歳 

得意な技術や製品 リテールサポートによる販促企画サービス 

主な取引先 エレナ マルキョウ ジョイフルサン 全日食 大学生協 コスモス薬品等 

設立・創業 創業 1958 年 

当社のセールスポイント 

アイスクリーム及び冷凍食品の専門の卸売業です。お得意先様のスーパーマーケットやドラッグ

ストア等に商品を販売し納品及び店舗での陳列まで行っています。ただ単に納品するだけでなく

季節に応じた様々な企画を考え実施し、アイスクリームや冷凍食品の魅力ある売り場にすること

で、消費者の皆様に”こんなアイスがあるんだ！””この冷凍食品おいしそう！”などと、新た

な発見をして頂き喜んで頂く仕事をしています。 

アイスクリームと九州内での取り扱いは 20％あり卸売業としてはトップシェアです。また、九

州の主要スーパーマーケットの上位 20 社中 11 社と取引させていただいており、販売先におい

てもシェアを確保しているため安定的な業績を残せています。 

 

■採用情報 

職種名 ① 総合職 ② 一般地域職 

採用計画数 2 名 2 名 

募集区分 大学院、大学 大学院、大学、短大 

採用予定学部 文系歓迎、理系歓迎 

勤務地 本社 福岡支店 北九州支店 山口支店 南熊本支店等 

先輩からのメッセージ 

（入社を決めた理由など） 

私が志望した理由はアイスはお年寄りから子供までほとんどの人が好きであり、成長し続けるこ

とができると考えたからです。チームワークがよく、社員同士のコミュニケーションがとれてお

り、働きやすいです。 

学生へのメッセージ 「アイスでみんなを笑顔に！」私達と一緒にがんばりましょう！ 

 

■採用窓口 

住所 〒857-0361 長崎県北松浦郡佐々町小浦免 1572-54 

電話番号 0956-40-1500 MAIL tabuchi@sasaki-icenet.co.jp 
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佐世保タクシー株式会社 
https://www.blue-cab.com/ 

 

■一言 PR 

社会人としての成長を求めるなら Blue-cab! 

 

■企業情報                                     

業種 運輸・インフラ ／ 一般旅客運送事業・システム開発販売 

事業内容 
タクシー運営をメインとし、一般の方の交通手段・貸切観光事業・送迎委託事業・人材紹介事業・

システム開発、販売事業など幅広く行っております。 

本社所在地 〒859-3241  佐世保市有福町 203 番地１ 

従業員数 60 名 社員平均年齢 63 歳 

得意な技術や製品 
貸切、観光タクシーはお客様より好評いただいております。また、送迎委託事業は年々ご利用企

業様が増えてきております。運行管理システムは大幅な業務の効率化を実現しております。 

主な取引先 長崎日産・トヨタカローラ長崎・アイランドナガサキ・ハウジングロビー 

設立・創業 設立昭和 11 年 12 月 

当社のセールスポイント 

佐世保最古のタクシー会社であり、グループ会社にファーレン西九州・西九州マツダ・マツダ部

品西九州販売などがあり、安定した経営と自家用車に関わる社割があり 

福利厚生も充実、「働きやすい職場認証制度」にも登録されております。 

「タクシーを面白く！」を合言葉に新しい取り組みや新しいタクシーの営業スタイルを展開。そ

のため研修が充実しており自己成長ができる会社です。 

また、年齢、社歴、性別、関係なく評価を受けることができます。女性管理者、女性運行管理者

も活躍中で、現在えるぼし申請中です。 

 

■採用情報 

職種名 ① 総合職（幹部候補生） 

採用計画数 3 名 

募集区分 大学院、大学、短大、高専、専修、能開校、既卒、留学生 

採用予定学部 文系歓迎、理系歓迎 

勤務地 佐世保市、長崎市、福岡市 

先輩からのメッセージ 

（入社を決めた理由など） 

社長の「タクシーを面白く」というお話を聞く機会があり、一緒に面白いを作ってみたいと思

い、入社を希望しました。 

福利厚生もしっかりしていて、子育て中でも活躍の場を提供してくださり、充実した毎日です。 

学生へのメッセージ 

タクシーは、計画・分析・改善・接遇・法律などあらゆる知識を必要とする仕事です。 

社会人の基礎を早期に身に着けることが可能で、年齢や社歴など関係なく評価・結果が出せま

す。こんな仕事はなかなかないです。 

 

■採用窓口 

住所 〒859-3241 佐世保市有福町 203 番地１ 

電話番号 0956-58-6300 MAIL info@blue-cab.jp 
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有限会社佐世保電子サービス 
https://www.sasebodenshi.co.jp/ 

 

■一言 PR 

私たちの商品は、携帯電話だけでなく、携帯電話を使って得られる生活です。 

 

■企業情報                                     

業種 スーパー・百貨店・専門店 ／ 通信機器および付随サービス等の販売 

事業内容 KDDI の一次代理として、長崎県県北エリアにａｕショップを四店舗運営しています。 

本社所在地 〒857-1165  長崎県佐世保市大和町 446-1 

従業員数 34 名 社員平均年齢 28.4 歳 

得意な技術や製品 au の携帯電話、タブレット、固定回線、クレジットカード、でんきなど 

設立・創業 創業 1978 年 

当社のセールスポイント 
若い社員が多く、明るく元気な職場です。地域のみなさんに、携帯電話の料金や使い方などをお

伝えして、長崎県の IT 化を促進しようと頑張っています。 

 

■採用情報 

職種名 ① 販売職 

採用計画数 5 名 

募集区分 大学、短大、高専、専修、能開校、既卒、留学生 

採用予定学部 文系歓迎、理系歓迎 

勤務地 佐世保市、松浦市 

先輩からのメッセージ 

（入社を決めた理由など） 

地元の佐世保で働きたいと思っていました。覚えることはたくさんありそうですが、人の役に立

てる仕事がしたいと思いました。 

学生へのメッセージ 

私たちは、お客様に携帯電話を使っていただくことで、長崎県の IT 化を促進できればと思ってい

ます。そのためには、明るく元気で、お得なことや便利なことをたくさんの人に伝えたいと思っ

て行動できる方を求めています。 

 

■採用窓口 

住所 〒857-1165 長崎県佐世保市大和町 446-1 

電話番号 0956-31-9056 MAIL info@sasebodenshi.co.jp 
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ＪＲ九州ハウステンボスホテル株式会社 
https://www.jrhtb.hotelokura.co.jp/ 

 

■一言 PR 

観光県長崎を代表するホテルでお客さまへ最高の思い出を届ける。その一員になりませんか 

 

■企業情報                                     

業種 サービス ／ 宿泊業 

事業内容 
長崎といえばテーマパークハウステンボス。その隣接地にてリゾートホテルを運営しております。

事業内容（ホテル経営・飲食店経営・ホテル直営商品販売・駐車場に付帯する事業） 

本社所在地 〒859-3296  長崎県佐世保市ハウステンボス町 10 番 

従業員数 190 名 社員平均年齢 37 歳 

得意な技術や製品 
JR 九州グループの安心、安全を基盤にホテルオークラならではのおもてなしを提供しているこ

とが強みです 

設立・創業 設立 1990 年 8 月 

当社のセールスポイント 

当社は JR 九州のグループ会社としてホテルを運営しております。JR 九州グループでは各社が

「地域を元気に」をテーマに様々な取り組みを行っており当社でも観光で訪れるお客さまだけで

なく、地域の皆様に愛される企業を目指しております。またオークラホテルズ＆リゾーツの一員

として、最高の施設、最高の料理、最高のサービスを目指し、信頼されるホテルとなれるよう、

日々、成長と進化を続けおります。 

 

■採用情報 

職種名 ① ホテルサービス職 ② ホテル調理職 

採用計画数 若干名 

募集区分 大学、短大、高専、専修 短大、高専、専修 

採用予定学部 文系歓迎 

先輩からのメッセージ 

（入社を決めた理由など） 

元々、サービス業界を目指しておりホテルに就職しました。いろいろホテルはありますが、記憶

に残る建物、訪れた時のスタッフの優しい対応を見てこの会社への入社を決意しました。 

学生へのメッセージ 
ホテルの醍醐味はいろいろな方に出会い、自分が成長できることだと思います。サービス業、特

にホテルに興味がある方とお話できれば幸いです。 

 

■採用窓口 

住所 〒859-3296 長崎県佐世保市ハウステンボス町 10 番 

電話番号 0956-58-7120 MAIL soumu@jrhtb.hotelokura.co.jp 
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JF マリンバンク 九州信用漁業協同組合連合会 長崎統括支店 

https://kyushu.jf-mbk.org/ 

 

■一言 PR 

水産業を金融面でサポートするやりがいのある仕事です やる気ある方を求めています！ 

 

■企業情報                                     

業種 金融・保険・証券 ／ 協同組合金融機関 

事業内容 貯金、為替、融資、金融推進、企画、統計、システム、総務 

本社所在地 〒850-8686  長崎県長崎市五島町２番２７号 

従業員数 262 名（内長崎県は 82 名） 社員平均年齢 35.5 歳 

得意な技術や製品 
九州全域（大分、熊本除く）に窓口店舗を設置し、長崎県内には 41 店舗で金融サービスを展開

しています。 

主な取引先 漁業協同組合、水産関係団体 

設立・創業 設立 1949 年 10 月 

当社のセールスポイント 

令和 3 年 4 月に九州 6 県域の信漁連で合併し、福岡市に本店を設置し新たな一歩を踏み出しま

した。 

本俸や福利厚生など労働条件については本店（福岡）基準に見直しをおこなっているところで

す。 

 

■採用情報 

職種名 ① 地域総合職 

採用計画数 3 名 

募集区分 大学、短大 

採用予定学部 文系歓迎、理系歓迎 

勤務地 長崎市、平戸市、五島市、壱岐市、対馬市 

先輩からのメッセージ 

（入社を決めた理由など） 

地元の水産業を盛り上げていくために入会しました。やりがいがある仕事ですので、ぜひ応募し

てください。待ってます。 

学生へのメッセージ 
九州ブロックでの広域合併により仕事の幅も増えました。長崎県域のみならず、九州全域でいろ

んな仕事に取り組んでみませんか。 

 

■採用窓口 

住所 〒850-8686 長崎県長崎市五島町２番２７号 

電話番号 095-829-2450 MAIL y.ura@jf-ksg.or.jp 
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滲透工業株式会社 
http://www.shinto-lance.co.jp 

 

■一言 PR 

長崎から全国/世界へ向けてオンリーワンの技術を発信し続ける会社です！社是は創造への挑戦！ 

 

■企業情報                                     

業種 メーカー（製造） ／ 金属表面改質処理業 

事業内容 

アルミニウムやクロム、バナジウム等を使用した独自の「拡散滲透処理技術」により、製造現場な

ど過酷な環境化で使用される金属の耐久性を向上させ、寿命延長に役立つ技術を国内外のお取引

先に提供しています。 

本社所在地 〒851-2107  長崎県西彼杵郡時津町久留里郷 376-10 

従業員数 49 名 社員平均年齢 40.3 歳 

得意な技術や製品 
金属材料に「耐高温酸化性」「耐食性」「耐摩耗性」に優れた合金層を提供するのが金属表面改質

処理です 。 

主な取引先 
日本製鉄㈱、JFE スチール㈱、トヨタ自動車㈱、マツダ㈱、本田技研工業㈱、㈱シマノ、JX 金

属㈱、出光興産㈱、三菱重工業㈱、㈱日立製作所、川崎重工業㈱、TOTO㈱ 他 

設立・創業 設立 1953 年（昭和 28 年） 

当社のセールスポイント 

滲透工業は長崎から国内・海外市場へ向けて、オンリーワン技術を提供する金属表面改質処理メ

ーカーです。当社の技術を直接目にする機会は多くありませんが、車のエンジン部品や自転車の

チェーン部品等、実は身近なところでも当社の技術が広く使われており、「縁の下の力持ち」とし

て世界中で活躍しています。 

本社を長崎に構え、福島県/いわき市、兵庫県/姫路市、イタリア/ミラノ、インドネシア/ジャカ

ルタの計５つの工場を拠点としています。これまでに取得した特許等の工業所有権は累計 140 件

余。長年培ってきた技術やノウハウを武器に、日本のみならず海外約 35 か国の製鉄所や自動車

部品メーカー、プラントメーカー等、様々な産業界へ金属表面改質処理技術を提供しています。 

 

■採用情報 

職種名 ① 技術開発職 ② 営業職 

採用計画数 2 名 2 名 

募集区分 大学院、大学、高専、既卒 大学院、大学、短大、高専、専修、能開校、既卒 

採用予定学部 理系歓迎 文系歓迎、理系歓迎 

勤務地 長崎 

先輩からのメッセージ 

（入社を決めた理由など） 

グローバルな仕事が出来る企業が長崎にあると知ったことが入社の決め手でした。ワクワクする

ような仕事につくことが理想でしたが、滲透工業は自分の夢を実現できる会社と確信していま

す。一緒に働きましょう！ 

学生へのメッセージ 

滲透工業は国内外にオンリーワンの技術を提供するソリューション会社です。長崎に居ながら大

手企業のお取引先を相手に仕事が出来ます。私たちの技術用途は無限に拡がる可能性があり、仕

事の遣り甲斐も無限大です！ 

 

■採用窓口 

住所 〒851-2107 長崎県西彼杵郡時津町久留里郷 376-10 

電話番号 095-882-0630 MAIL y.itachida@shinto-lance.co.jp 
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株式会社新長崎製作所 
http://www.shinnagasaki.com 

 

■一言 PR 

“ものづくりは人づくり”と考えて、人材の育成を第一に考えている会社です。 

 

■企業情報                                     

業種 メーカー（製造） ／ 金属製品製造業 

事業内容 

私達の生活に欠かせない電気を作る発電所のボイラー・タービンの部品の設計・製作・現地工事（据

付）、メンテナンス業務を行っています。近年は、火力発電所のメンテナンス事業に力を入れてお

り、工場を動かすための発電設備を持っている製鉄会社・製紙会社等のお客様に、未然に設備トラ

ブルを防止する為の『設備診断サービス』を提供しています。 

本社所在地 〒854-0063  諫早市貝津町 2083-11 

従業員数 130 名 社員平均年齢 37.8 歳 

得意な技術や製品 薄物から厚物まで、あらゆる素材の金属製品の加工を手掛けています。 

主な取引先 
三菱重工業（株）、三菱重工パワーインダストリー（株）、東芝エネルギーシステムズ（株）、川崎

重工業（株）、（株）ＩＨＩ、日本製鉄（株）、（株）カネカ 他 

設立・創業 設立 1988 年 

当社のセールスポイント 

職種に応じて資格取得に係る費用は全額会社が負担します。また、仕事で必要なものだけでな

く、その他の資格についても費用は全て会社負担で取得できます。 

有給休暇は、１日単位、半日単位、１時間単位で取得できます。また、病気やケガの際に利用で

きる積立休暇の制度もあります。有給休暇の取得率は 84%と高く、自分や家族のために時間を

有効に使うことができます。 

 

■採用情報 

職種名 ① 技術系総合職 

採用計画数 1 名 

募集区分 大学 

採用予定学部 理系歓迎 

勤務地 本社のみ 

先輩からのメッセージ 

（入社を決めた理由など） 

Ｎぴかの認証や健康経営など、社員の働きやすい職場作りへの取り組んでいることが入社を決め

た理由です。社内に運動施設があるなどリフレッシュできる環境も魅力です。 

学生へのメッセージ 入社後は、様々な職種を経験し、幹部候補として活躍できるよう支援しております。 

 

■採用窓口 

住所 〒854-0063 長崎県諫早市貝津町 2083-11 

電話番号 0957-26-1680 MAIL r.nakamura@shinnaga.jp 
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株式会社スズキ自販長崎 
http://www.sj-nagasaki.jp/ 

 

■一言 PR 

当社は、スズキ㈱の長崎県総代理店として県下 10 店舗を展開し、地域に密着した自動車販売、

整備業を行ってます。お客様のカーライフをサポートしてクルマを通し多くの人と関われます。 

 

■企業情報                                     

業種 
サービス ／ ショールームでの対応や訪問活動を通じて直接お客様にクルマを販売。車検、点

検など、ご購入後の定期的なアフターサービス。担当する販売店の営業活動のサーポトなど。 

事業内容 
スズキ四輪車の販売/中古車の販売/電動車いすの販売/部品・用品の販売/自動車整備（点検・車検・

修理）/損害保険代理店業務 

本社所在地 〒851-2104  長崎県西彼杵郡時津町野田郷 40-3 

従業員数 274 名 社員平均年齢 34.9 歳 

得意な技術や製品 ハスラー、ジムニー、スイフトなど 

主な取引先 スズキ㈱ 

設立・創業 設立 1971 年 10 月 

当社のセールスポイント 

スズキ販売会社は、スズキ株式会社（クルマを製造しているメーカー）の１００％出資、メーカ

ー直営のディーラーです。 

当社は、教育に力をいれ一人ひとりの成長をサポートします。入社時から 2 か月間、マナー研

修、接客対応、商品知識、業務知識を同期と一緒に学んでいただきます。 

 

■採用情報 

職種名 ① 営業職 

採用計画数 2 名 

募集区分 大学 

採用予定学部 文系歓迎 

勤務地 
県南地区（本社・みなと店、長崎東）・県央地区（諫早店・大村店・島原店） 

・県北地区（大塔店・佐世保南・佐世保北部・平戸口） 

先輩からのメッセージ 

（入社を決めた理由など） 

・会社説明会での先輩社員との座談会（生の声が聴けて、質問しやすかった）・会社見学時、店舗

に入った時の店舗の雰囲気が良かった。・アットホームで、働きやすいと感じた。・福利厚生がし

っかりしていた。・研修制度が充実していて、安心できると感じた 

学生へのメッセージ 
人と関わることが好きな方、自己成長をしたい方は、クルマ販売を通して様々な体験や経験がで

きます。積極的にインターンシップや会社説明・見学会へ参加しましょう！お待ちしてます。 

 

■採用窓口 

住所 〒851-2104 長崎県西彼杵郡時津町野田郷 40-3 

電話番号 095-882-2771 MAIL kusano.masako@j-nagasaki.sdr.suzuki 
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社会福祉法人 清潮会 
http://www.mienosato.com 

 

■一言 PR 

介護をしたい方も未経験の方も、どんな方でも大歓迎です。一緒にやりがいや楽しみを見つけませんか。 

 

■企業情報                                     

業種 医療・福祉 ／ 介護職 

事業内容 利用者様の日常生活をお手伝いし、ここでの生活をより豊かにする事業です。 

本社所在地 〒851-2202  長崎市樫山町 1470 

従業員数 40 名 社員平均年齢 58.3 歳 

得意な技術や製品 ものはありませんが、利用者様の毎日を豊かにします。 

設立・創業 設立昭和 61 年 5 月 

当社のセールスポイント 
無資格、未経験の方大歓迎です。先輩職員がマンツーマンで指導します。柴犬ももちゃんが皆の

疲れを癒します。 

 

■採用情報 

職種名 ① 介護職 

採用計画数 5 名 

募集区分 大学院、大学、短大、高専、専修、能開校、既卒、留学生 

採用予定学部 文系歓迎、理系歓迎 

勤務地 長崎市樫山町 1470 

先輩からのメッセージ 

（入社を決めた理由など） 

これをやりたいという事はなかったのですが、祖母が老人ホームに入所していた事もあり、とり

あえず申し込んでみました。縁があり採用され、今も働いています。 

学生へのメッセージ 
介護を希望の方はもちろん、とりあえず職探しという方も含めて幅広い人材を当法人は求めてい

ます。とりあえず、一緒に働いてみませんか。 

 

■採用窓口 

住所 〒851-2202 長崎市樫山町 1470 

電話番号 095-850-3221 MAIL seicho@smile.ocn.ne.jp 
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全国農業協同組合連合会長崎県本部 
https://www.zennoh.or.jp/ns/recruit/ 

 

■一言 PR 

JA 全農は商社・流通・メーカーなど様々な顔を持ち多方面から日本の農業に貢献できる組織です。 

 

■企業情報                                     

業種 官公庁・団体・連合会 

事業内容 農畜産物の販売および生産資材・生活関連資材の購買（農協法に基づく経済事業） 

本社所在地 〒850-0862  長崎県長崎市出島町 1-20 

従業員数 160 名 社員平均年齢 42 歳 

得意な技術や製品 
技術：農家への生産指導 商品：ゆめのか（いちご）・出島の華（みかん）・リンアイジュース

（清涼飲料水） 

設立・創業 設立 1972 年 3 月 

当社のセールスポイント 

私たち JA 全農は、地域の農家・組合員が安心して生産・出荷できるよう、また、消費者に安全

で新鮮な国産農畜産物をお届けし安心して食べてもらえるよう、これからもずっと日本の農業を

守るために、さまざまな事業活動に取り組み続けていきます。 

「食」と「農業」を結ぶ全農の仕事は人々の生活に欠かせないものです。全国組織という事業規

模を活かして入会後も様々な分野で活躍することができます！ 

 

■採用情報 

職種名 ① 総合職 

採用計画数 若干名 

募集区分 大学院、大学、既卒、留学生 

採用予定学部 文系歓迎、理系歓迎 

勤務地 長崎市（県本部）、諫早市（総合営農推進センター）、大村市（大村果汁工場）等 

先輩からのメッセージ 

（入社を決めた理由など） 
「食」という生活の根幹に深く関わる分野で地元長崎に貢献したいと思い全農を選びました。 

学生へのメッセージ 

就活は不安や緊張で笑顔が消えてしまいがちですが、自分が積み重ねてきたことに自信を持ち面

接を楽しむくらいの意気込みで取り組んでみてください。そうすれば面接官にもより深くあなた

の気持ちが伝わると思います。 

 

■採用窓口 

住所 〒850-0862 長崎県長崎市出島町 1-20 

電話番号 095-820-2111 MAIL zz_ns_saiyou82@zennoh.or.jp 
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株式会社セントラル電工 
http://www.central-d.co.jp/ 

 

■一言 PR 

電気工事業は社会基盤を支えるやりがいのある仕事です。興味を持っていただければ幸いです。 

 

■企業情報                                     

業種 建設・設備 ／ 電気工事業 

事業内容 

造船所・大型プラント・研究所各構内における電気工事全般に従事しております。 

例：新設工場の電気工事(照明設備や LAN 配線)、弱電設備のメンテナンス、構内の送・配電に関

する業務、建造船の結線工事など 

本社所在地 〒850-0963  長崎市ダイヤランド 4 丁目 1 番 6 号 

従業員数 9 名 社員平均年齢 40 歳 

得意な技術や製品 送・配電に関する業務、工場設備(クレーン、機械など)の電気配線 

主な取引先 三菱重工業株式会社 長崎造船所 

設立・創業 創業 1980 年 1 月 

当社のセールスポイント 

電気工事業は社会基盤を支えるとても重要な仕事です。また仕事の幅がとても広く、電気・それ

以外の知識、現場経験のどれもが活かされる門戸の広く奥深い仕事だと考えております。弊社で

は、学生時代には電気に関わる学問にふれなかった社員、異業種から転職した社員が入社前に得

た知識と経験を活かし、また入社後に現場経験を積み、活躍しております。 

 

■採用情報 

職種名 ① 電気工事士 ② 電気工事補助 

採用計画数 若干名 

募集区分 大学院、大学、短大、高専、専修、能開校、既卒 

採用予定学部 文系歓迎、理系歓迎 

勤務地 長崎市内 

先輩からのメッセージ 

（入社を決めた理由など） 

入社を決めた理由(入社 15 年)：幼いころ兄に連れられて見た造船所のクレーンの迫力に圧倒さ

れ、自分の心に残りました。それがきっかけとなり地元の基幹事業を支える仕事に就きたいと考

え、入社しました。 

学生へのメッセージ 皆さまが希望される仕事や会社に巡り会えるよう、お祈りしております。 

 

■採用窓口 

住所 〒851-0310 長崎市香焼町 180 番地 動力棟 1F 

電話番号 095-893-5115 MAIL kidokoro@central-d.co.jp 
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有限会社 タートルマリン 
www.turtie-marine.com 

 

■一言 PR 

語学を活用して自身を成長させることができる職場です 

 

■企業情報                                     

業種 商社 ／ 船舶用製品・用品商社の輸入貿易事務 

事業内容 

海外との取引が主な業務です。メーカーへの注文や問い合わせを主に英語でのメールにてやり取

りします。貿易業務に携わることで英語だけでなく海外からの輸出入に関するスキルを身につけ

る事が可能です。 

本社所在地 〒851-3305  長崎県西海市西彼町喰場郷 938 番地 7 

従業員数 11 名 社員平均年齢  

得意な技術や製品 
世界中の優れたマリン製品の日本正規代理店として世界各国から製品を輸入し、日本全国の造船

所・マリーナへ販売している貿易商社です。 

主な取引先 日本全国の造船所・マリーナ 

設立・創業 設立 1997 年 

当社のセールスポイント 週休二日制。定時退社可能。 

 

■採用情報 

職種名 ① 一般事務（大学） 

採用計画数 1 名 

募集区分 大学院、大学、短大、高専、専修、既卒 

採用予定学部 文系歓迎、理系歓迎、英文科歓迎 

勤務地 （事務所）長崎県西海市西彼町喰場郷 938 番地 7 

先輩からのメッセージ 

（入社を決めた理由など） 

英語を使ったお仕事に興味があり、貿易を通じて世界中の人と人を繋ぐ仕事に携わりたいと思い

入社の決断に至りました。 

様々な国の人と関わりを持ちながら仕事が出来ることで、自らのステップアップにも繋がると思

いますので、一緒に頑張っていただける方待っています！ 

学生へのメッセージ 
会社設立以来、業容も年々拡大しています。語学能力を活用して会社とともに成長したい方のご

応募をお待ちしてます！ 

 

■採用窓口 

住所 〒851-3305 長崎県西海市西彼町喰場郷 938 番地 7 

電話番号 0959-29-5055 MAIL recruit@turtle-marine.com 
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株式会社ダイキエンジニアリング 
https://www.dai-ki.co.jp/eng/recruit/new.html 

 

■一言 PR 

モノづくり業界内大手メーカーへの技術提供を行っています。幅広い分野がある為、文理不問です。 

 

■企業情報                                     

業種 サービス ／ 技術サービス業（その他学術・専門サービス） 

事業内容 
自動車、航空機、鉄道、プラント等における設計・開発、生産技術、IT 開発等を行っております。 

◎自動車設計 ◎自動車 ECU 開発 ◎AI/IoT ◎システム開発 ◎保守・運用 ◎解析 など 

本社所在地 〒737-0143  広島県呉市広白石 2-7-5 

従業員数 約 1000 名（グループ連結） 社員平均年齢 34. 9 歳 

得意な技術や製品 
◎自動車設計 ◎自動車製造 ◎検査 ◎船舶設計 ◎自動車生産準備 ◎工場 IoT ◎イメー

ジセンサ開発 など 

主な取引先 
トヨタ自動車株式会社、デンソーテクノ株式会社、株式会社トヨタプロダクションエンジニアリ

ング、ソニーセミコンダクタマニュファクチュアリング株式会社、三菱重工業株式会社 

設立・創業 設立 2003 年 4 月 

当社のセールスポイント 

国内大手ものづくりメーカーとの幅広いお取引実績。BtoB 業界、お休みも充実しています。 

設計～製造まで様々なモノづくりに携われます。未経験からでもエンジニアの道へすすむ先輩社

員もたくさん。コース別の研修が充実していますので、自分がなりたいエンジニア像を入社して

から描いていくことができます。 

会社の成長は社員ひとりひとりの成長です。 

会社が成長する＝ひとりひとりの技術力の成長です。ひとりひとりのやりたい事、目指したい姿

を一緒にサポートする制度（サポート制度）があります。未経験からスタートの方も、専門分野

を追求していく方もそれぞれに合わせた成長を会社は見守ります。 

 

■採用情報 

職種名 ① IT エンジニア ② 設計・生産エンジニア ③ 技能職 

採用計画数 5 名 5 名 3 名 

募集区分 大学院、大学、短大、高専、専修、能開校、既卒 

採用予定学部 文系歓迎、理系歓迎 

勤務地 長崎、福岡、熊本、大分、広島、その他各拠点または周辺都市（希望勤務地考慮） 

先輩からのメッセージ 

（入社を決めた理由など） 

情報系職種先輩:IT 系の業務に携わりたいと思い志望しました。たくさん失敗しながら一緒に成長

していきましょう！ 

機械系職種先輩:ものづくりが好きで、未経験からでもエンジニアになれることが決め手でした。 

学生へのメッセージ 

みなさんには無限の可能性があります。自分がしたいことは何か？大切にしている軸は何か？ 

それを共有しながら、「この会社だったらこんな風に活躍できる」というイメージを一緒に作って

みませんか？ 

 

■採用窓口 

住所 〒813-0013 福岡県福岡市東区香椎駅前 2 丁目９番地１号 香椎 TARI. B’D 5F-2 

電話番号 092-663-5298 MAIL jinji_kyushu@dai-ki.co.jp 
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髙瀬建設株式会社 
www.takase-net.jp 

 

■一言 PR 

成長する地域と共にあなたの成長を目指しましょう。 

 

■企業情報                                     

業種 建設・設備 ／ 総合建設業 

事業内容 
土木工事、建築工事、水道工事、さく井工事、造園工事、舗装工事、トミーホーム、宅地建物取引

業、一級建築士事務所 

本社所在地 〒856-0044  長崎県大村市岩松町 26-1 

従業員数 59 名 社員平均年齢 47 歳 

得意な技術や製品 地域に根ざした「良い仕事」=「人々の満足」をベースとしたワークスタイル。 

主な取引先 地場大手民間企業、その他民間企業、個人、官公庁 

設立・創業 設立 1963 年 5 月 

当社のセールスポイント 

構築物の構築、建物の建築に際して、敷地の地耐力の調査から土地造成・建築・リフォーム・水

道など一貫した工事体制を整えています。 

経済産業省より「地域未来牽引企業」に選定されています。地域を守るという使命を誇りを胸

に、社員が魅力・やりがいを感じられるような職場環境に務めています。 

 

■採用情報 

職種名 ① 建築施工管理技士 ② 土木施工管理技士 ③ 個人住宅営業 

採用計画数 2 名 1 名 1 名 

募集区分 大学院、大学、短大、高専、専修、能開校、既卒、留学生 

採用予定学部 理系歓迎 文系歓迎、理系歓迎 

勤務地 大村市を中心とした県央地区 

先輩からのメッセージ 

（入社を決めた理由など） 

〇アットホームな雰囲気であり、自分の意識次第で成長が叶えられる。〇ワークライフバランス

がしっかりできている職場環境です。 

学生へのメッセージ 

大村市は長崎県内で人口が増加している地区であり、将来の展望が期待できます。また当社は

「地域未来牽引企業」として地域業界ナンバーワン企業です。今後成長が見込める当地域で共に

成長していきましょう。 

 

■採用窓口 

住所 〒856-0044 長崎県大村市岩松町 26-1 

電話番号 0957-53-3131 MAIL h-mitsui@takase-net.jp 
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社会福祉法人致遠会 
https://recruit-sanhaitsu.com/ 

 

■一言 PR 

福祉のお仕事の内容/やりがい/働きやすさ等なんでもお話しします！！ぜひご予約下さい！！ 

 

■企業情報                                     

業種 医療・福祉 ／ 福祉サービス 

事業内容 

長崎市北西部に 56 の事業所を運営。地域密着・エリアを限定した法人展開で長崎の社会福祉事業

をリードしています。特別養護老人ホーム グルーブホーム 小規模多機能型居宅介護施設 デ

イサービス 保育園 など 

本社所在地 〒852-8035  長崎県長崎市油木町 65-14 

従業員数 750 名 社員平均年齢 46 歳 

得意な技術や製品 
介護のプロフェッショナルとして、職員一人一人の介護技術や知識習得に法人としてバックアッ

プしています。 

設立・創業 創業 1973 年 3 月 

当社のセールスポイント 

資格取得や研修制度が充実しています。無資格の方には介護福祉士の資格取得支援、キャリアア

ップしたい方には研修の受講料や旅費の支給などもあります。 

新卒職員研修は、法人理念や職業倫理から介護技術、医療講義など段階的に受講していきます。

同期と一緒に歩んでいきましょう。 

半径 5km のエリア内に 56 の事業所があり、働き方も様々。いろいろな事業所で経験をしたい

方、同じ場所で経験を積んでステップアップしていきたい方、より専門的な職種に転換する方な

ど、自分の希望に合わせて長く働けます。 

 

■採用情報 

職種名 ① 介護職員 

採用計画数 5 名 

募集区分 大学院、大学、短大、高専、専修 

採用予定学部 文系歓迎、理系歓迎 

勤務地 長崎県長崎市油木町、青山町、富士見町 

先輩からのメッセージ 

（入社を決めた理由など） 

致遠会では資格を取るときお金の負担をしてくれるということで将来的のキャリアアップに繋げ

やすいということと、子どもの通う保育園のお金の自己負担が無いなど、働く職員に優しい施設

だと知り、入社を決めました。 

学生へのメッセージ 

就職活動中は心配と不安でいっぱいだと思います。一つ言えることは、説明内容と現場の雰囲気

が一致しているのか実際に足を運び、目で見て知る事が大事だと思います。自分に合った職場に

出会えることを願っています。 

 

■採用窓口 

住所 〒852-8035 長崎県長崎市油木町 65-14 

電話番号 095-843-3812 MAIL kikaku-suishin@sanhaitsu.jp 
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税理士法人 中央総合会計事務所 
https://www.hacg.jp/ 

 

■一言 PR 

創業 1963 年より半世紀以上にわたり地域企業の経営支援を行ってきた税理士事務所です 

 

■企業情報                                     

業種 サービス ／ 税理士業 

事業内容 

【顧客巡回業務】会計帳簿や業務の確認、各種改善提案や経営相談の応対 

【税務会計業務】法人の決算書・申告書作成、経営計画書作成支援、相続税申告 

【コンサルタント業務】資金繰り改善、相続対策、IT 活用支援 

本社所在地 〒850-0045  長崎県長崎市宝町 5-5HAC ビル内 

従業員数 38 名 社員平均年齢 48 歳 

得意な技術や製品 
3 つの事業領域「税務会計」「福祉事業・公益事業」「相続・事業承継」において多数の実績があ

ります 

設立・創業 創業 1963 年 2 月 

当社のセールスポイント 

【キャリア制度】社員の成長が事務所の成長発展の原動力であり、社員一人一人が事務所の看板

です。社員のキャリアアップ支援に繋がる制度や環境を用意しています。毎月月初に実施する社

内研修、資格取得推進及び資格手当の支給、「数値目標」と「行動目標」の 2 軸で評価する人事

評価制度などの各種制度を通じて、皆さんと一緒に成長していきます。 

【健康経営】当社は長崎県の健康経営推進企業の認定企業です。仕事の成果を上げるためには、

まず健康を整えることが最重要だと考えています。健康診断の実施、健診受診結果に応じた治療

徹底への対応、各種予防接種対応等、皆さんの健康維持のための制度があります。 

 

■採用情報 

職種名 ① 税理士補助業務（監査担当者） 

採用計画数 2 名 

募集区分 大学院、大学、短大、高専、専修、能開校、既卒 

採用予定学部 文系歓迎、理系歓迎、経済・法学部等歓迎 

勤務地 長崎市宝町 5-5HAC ビル内 

先輩からのメッセージ 

（入社を決めた理由など） 

中央総合会計は「事務所はお客様の実験場（まずは自社で体験し、その体験をお客様に伝えてい

く）」と謳っており、お客様のために尽くしていく姿勢がうかがえたことが決め手になりました。 

学生へのメッセージ 

平均勤続年数 19.5 年(2021 年 11 月 1 日現在)と長期間勤務されている社員が多数在籍し、ベ

テランの先輩方がしっかりサポートしています。地域の中小企業の支援に携わりたい方の応募を

お待ちしております。 

 

■採用窓口 

住所 〒850-0045 長崎県長崎市宝町 5-5HAC ビル内 

電話番号 095-894-8810 MAIL recruit@hac.co.jp 
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チューリッヒ保険会社 
（チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド） 
 

https://www.zurich.co.jp/aboutus/recruit/newgraduates/special/ 

 

■一言 PR 

長崎で私たちと一緒に成長しませんか。 

 

■企業情報                                     

業種 金融・保険・証券 ／ 損害保険業 

事業内容 
ダイレクトビジネス、提携ビジネス、代理店ビジネスなど、複数のチャネルを通じて個人のお客さ

まに幅広い保険サービスを提供しています。 

本社所在地 〒164-0003  東京都中野区東中野 3-14-20 

従業員数 1200 名（日本全体） 社員平均年齢  

得意な技術や製品 個人のお客さま向け自動車保険、傷害保険、医療保険など 

主な取引先 個人のお客さま 

設立・創業 設立 1986 年 7 月 

当社のセールスポイント 

日本のダイレクト自動車保険を牽引するチューリッヒ保険会社です。 

日本で 30 年以上事業を展開する当社は、2015 年に長崎オフィスを開設しました。 

当社の企業理念である「ケア」の精神と「イノベーション」の発想に基づき、お客さまの期待を

上回るサービスの提供に努めています。 

これからもお客さまに選ばれる保険会社として、長崎から全国のお客さまへ一人ひとりに寄り添

ったサービスを提供していきます。 

最新のテクノロジーを生かして数年前から、すべての職務で在宅勤務ができる体制を整えてきま

した。昨年の新型コロナ感染拡大に伴う緊急事態宣言発令時には、長崎オフィスでも 95％の社

員が在宅勤務に移行することが出来ました。 

 

■採用情報 

職種名 ① 契約サービス/損害サービス 

採用計画数 20 名 

募集区分 大学、短大 

採用予定学部 文系歓迎、理系歓迎 

勤務地 長崎オフィス 長崎県長崎市出島町 1-41 クレインハーバー長崎ビル 6 階 

先輩からのメッセージ 

（入社を決めた理由など） 

コールセンターでも非常時の在宅勤務体制が整っているため安心して働けます。 

また、有給休暇は時間単位で取得でき、育児休暇などの制度も充実しています。個 

人の頑張りが認められ評価に直結するため、向上心を持って業務に打ち込めます。 

学生へのメッセージ 

お客さまに選ばれる保険会社を目指しています。相手の立場に立ったサポートができる方、周囲

と積極的に関わり能動的に行動を起こせる方、常に成長を目指して自ら変化しようとする向上心

のある方を歓迎します。 

 

■採用窓口 

住所 〒850-0862 長崎県長崎市出島町 1-41 クレインハーバー長崎ビル 6 階 

電話番号 095-804-3681 MAIL recruit_nagasaki@zurich.co.jp 
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株式会社ディーエスブランド 
https://ds-b.jp/recruit/ 

 

■一言 PR 

「みんなが主役！」をスローガンに、社会に貢献できる会社を目指しています。 

 

■企業情報                                     

業種 ソフトウェア・通信 ／ 情報通信業 

事業内容 

●CMS ソリューション開発・販売・サポート事業 

●MFP ソリューション開発・販売・サポート事業 

●WebRTC ソリューション開発・販売・サポート事業 

●HR ソリューション開発・販売・サポート事業 

本社所在地 〒852-8003  長崎県長崎市旭町 6 番 1 号タワーシティー長崎タワーコート 1F 

従業員数 273 名 社員平均年齢 34.2 歳 

得意な技術や製品 おりこうブログ HR、おりこうオンライン ES 

主な取引先 
(株)リコー、リコージャパン(株)、リコーリース(株)、SB C&S(株)、(株)フューチャースピリッ

ツ、ピクスタ(株) 

設立・創業 設立 2005 年 11 月 

当社のセールスポイント 

「旬のお野菜」お届け便やグリーンスムージーの提供、健康手当の支給等、新たなスタイルを取

り入れ、社員が満足して働ける環境づくりに取り組んでいます。 

お客様のために、それぞれの職種が相互に連携し会社全体を支えています。あなたが“主役”に

なれるステージがここにはあります。 

 

■採用情報 

職種名 ① CX アドバイザー／本社担当 

採用計画数 10 名 

募集区分 大学院、大学、短大、高専、専修、留学生 

採用予定学部 文系歓迎、理系歓迎 

勤務地 長崎市 

先輩からのメッセージ 

（入社を決めた理由など） 

私たちは、お客様にご満足いただき、笑顔になっていただくために働いています。ぜひ一緒にホ

ームページ運営を考えていきましょう！ 

学生へのメッセージ 

お客様のお困りごとや想いを理解し、寄り添いながら目的を実現するためのお手伝いに徹する。

その結果がお客さまの喜びに繋がり、それを自分の喜びとして感じられる人をお待ちしていま

す。 

 

■採用窓口 

住所 〒852-8003 長崎県長崎市旭町 6 番 1 号タワーシティー長崎タワーコート 1F 

電話番号 095-862-4891 MAIL ds-recruit@ds-brand.jp 



53 

 

株式会社テクノ・スズタ 
https://www.technosuzuta.co.jp/ 

 

■一言 PR 

長崎・福岡に拠点を構え、九州北部を中心に”ライフサイエンス・ヘルスケア”の現場をサポート！ 

 

■企業情報                                     

業種 
商社 ／ 医薬品・医療機器販売事業／研究用試薬・機器販売事業／福祉用具販売・レンタル事

業／機器修理・メンテナンス事業 

事業内容 

医療・研究機関に従事される方が必要とする商品の提案・提供を行っています。また、販売した機

器のアフターメンテナンスにも力をいれており、安心・安全に長く利用いただける環境の提供も行

っています。 

本社所在地 〒852-8116  長崎県長崎市平和町 24 番 14 号 

従業員数 106 名 社員平均年齢 42.4 歳 

得意な技術や製品 お客さまが安心して使っていただける技術力を生かしたアフターサービス体制 

主な取引先 公立病院/私立病院/公立大学/私立大学/官公庁/各種福祉施設/企業 等 

設立・創業 設立 1977 年 

当社のセールスポイント 

社名のテクノ・スズタの由来は、「技術力（テクノ）を活かし、提供した製品の整備・点検・修理

まで一貫して行うことで、安心して利用していただくことを目指す」ことより付けられました。

販売だけで終わるのではなく、提供からアフターサービスまで行うトータルサポートこそ当社の

真骨頂であり、販売先の環境に合わせたシステムサポートまで行うことで、よりベストな状況で

お客様に利用していただけるようにアシストしています。 

私たちの事業は、医療機器や福祉用具の販売やレンタルを通して、地域のライフサイエンス・ヘ

ルスケア分野を支えています。医療分野では検査などで使用する試薬や機器から、患者さんへ検

査結果をいち早く伝えるためのシステムまで、様々なサービスを提供しています。また、大学や

研究施設、福祉施設など、これからのライフサイエンス・ヘルスケア分野で使われる、新しい技

術や製品を生み出すためのサポートにも取り組んでいます。 

 

■採用情報 

職種名 ① 営業職 ② 技術職 

採用計画数 3 名 3 名 

募集区分 大学院、大学、短大、高専、専修、既卒 

採用予定学部 文系歓迎、理系歓迎 

勤務地 長崎、福岡 

先輩からのメッセージ 

（入社を決めた理由など） 

地元の長崎の企業で、医療・研究・福祉と様々な分野に貢献できると感じたからです。 

会社見学をした際に、社内の雰囲気を見る機会があり、自分が求めていた雰囲気に近いと感じ、

入社を決意しました。 

学生へのメッセージ 

就職活動では様々な会社と出会う場面がたくさんあると思います。ホームページだけの情報に捉

われず、できる限りご自身の目で見て選び、後悔ない会社選択をしてください。その一つに当社

とご縁があれば嬉しいです。 

 

■採用窓口 

住所 〒852-8116 長崎県長崎市平和町 24 番 14 号 

電話番号 095-848-5221 MAIL technosaiyou@technosuzuta.co.jp 
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トランスコスモス株式会社 
https://www.trans-cosmos.co.jp/ 

 

■企業情報                                     

業種 サービス ／ ビジネスプロセスアウトソーシングとしてお客様企業の課題を解決する仕事です 

事業内容 

「売上拡大」と「コスト最適化」の 2 つの視点が必要不可欠です。お客様企業の事業パートナー

として、売上拡大とコスト最適化を総合的かつグローバルに支援するアウトソーシングサービス

を提供しています。 

本社所在地 〒170-6016  東京都豊島区東池袋 3-1-1 サンシャイン 60 

従業員数 12605 名 社員平均年齢 38 歳 

得意な技術や製品 「人と技術」を組み合わせて最も適したビジネスプロセスを作り出すこと BtoB の仕事です 

設立・創業 創業 1966 年 6 月 

当社のセールスポイント 

ビジネスプロセスアウトソーシング事業として世界 13 位、日本では 1 位のシェアです。「人」

を大事にする会社で、従業員の研修制度を充実し、一人一人の成長をサポートをしている会社で

す。お客様企業がいろんな業界の方、仕事内容の範囲も広く行っている会社は日本でも少ない会

社です。ぜひ話を聞きに来て下さい 

 

■採用情報 

職種名 ① バックオフィスサービス 

採用計画数 5 名 

募集区分 大学院、大学、短大、高専、専修、能開校、既卒、留学生 

採用予定学部 文系歓迎、理系歓迎 

勤務地 長崎 佐世保 熊本 福岡 

先輩からのメッセージ 

（入社を決めた理由など） 

広い領域に事業を展開していることや、自分のやりたいことを応援してもらえる環境に魅力を感

じたのが、当社を志望した理由 

学生へのメッセージ 
いろいろな仕事ができる会社です。自分の中の先入観を捨て、自らの可能性を狭めることなく広

い視野で行動してみてください。待ってます。 

 

■採用窓口 

住所 〒812-0024 福岡県福岡市博多区綱場町 1-1D-LIFEPLACE 呉服町ビル３Ｆ 

電話番号 050-1742-4380 MAIL inoue.takanori@trans-cosmos.co.jp 
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社会福祉法人 長崎厚生福祉団 
http://www.nagasaki-kouseifukushidan.or.jp 

 

■一言 PR 

介護は究極の接客業！！私達と一緒に長崎で福祉の輪を広げてくれる人を募集しております！ 

 

■企業情報                                     

業種 医療・福祉 ／ 高齢者福祉事業 

事業内容 

当法人は昭和 54 年に設立され、43 周年を迎える社会福祉法人です。「福祉文化の創造」を経営

理念としており、長崎県内において高齢者福祉事業を中心に 14 拠点で 34 事業所を運営してい

ます。 

本社所在地 〒850-0874  長崎市魚の町 3-27 チヂワビル 

従業員数 674 名 社員平均年齢 42 歳 

得意な技術や製品 
ご利用者が施設で安心・安全に生活していただく上で必要な知識と介護技術およびコミュニケー

ション能力 

設立・創業 設立 1979 年 

当社のセールスポイント 

当法人では一人前の介護職員になれるよう「1 か月間の新入職員研修」と「プリセプター制度」

を実施しています。新入職員研修では介護に関する技術知識を座学形式で学んでいただいたり、

グループになって実習形式で現場を見学したり学んでいただくプログラム等を実施しています。

そして施設への配属後にもプリセプター制度にて新入職員一人につき 3～5 年の若手先輩職員が

ついて介護の技術や知識を親身になってサポートしています。 

当法人には 26 種類の福利厚生があります。ワークライフバランスを大切にしているので、様々

な休暇制度や子育てをされる方にも優しい制度を整えています。その取り組みの結果、令和 3 年

には誰もが働きやすい環境づくりに取り組んでいる企業として N ぴか認証五つ星認証を受けてお

り、令和２年には女性の登用や能力開発などを積極的に取り組んでいる企業として長崎女性活躍

推進企業の大賞を受賞しています。 

 

■採用情報 

職種名 ① 介護職員（長崎地区、対馬地区） ② 管理栄養士（対馬地区） 

採用計画数 10 名～15 名 1 名 

募集区分 大学院、大学、短大、高専、専修、能開校、既卒、留学生 大学 

採用予定学部 
文系歓迎、理系歓迎 

留学生は介護福祉士であることが必須 

管理栄養士養成校で管理栄養士の 

資格が必須 

勤務地 長崎市地区（介護職員）、対馬地区（介護職員、管理栄養士） 

先輩からのメッセージ 

（入社を決めた理由など） 

私は無資格未経験で入職し不安もありましたが、先輩方の丁寧な指導や何よりもご利用者の笑顔

や言葉に日々癒されています。介護の仕事は人の温かさに触れることができるやりがいのある仕

事だと実感しています。 

学生へのメッセージ 

福祉介護の仕事は資格の有無は関係なく、人と接することが好きな方やに喜んでもらうのが好き

な方にピッタリのお仕事です。福祉介護のことが少しでも気になる方はお気軽に聞きに来てくだ

さい！ 

 

■採用窓口 

住所 〒850-0874 長崎市魚の町 3-27 チヂワビル 

電話番号 095-824-5576 MAIL saiyou@nagasaki-kouseifukushidan.or.jp 
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社会福祉法人長崎市手をつなぐ育成会 
http://www.nagasakishi-ikuseikai.jp 

 

■一言 PR 

とてもやりがいのある仕事だと思います。 

 

■企業情報                                     

業種 医療・福祉 ／ 障害福祉サービス事業 

事業内容 
障害福祉サービス事業（生活介護、就労継続、共同生活援助、短期入所、相談支援、居宅介護等）

の運営など地域に根差した活動 

本社所在地 〒852-8134  長崎市大橋町 19-19 

従業員数 約 230 名 社員平均年齢 46 歳 

得意な技術や製品 障がいのある方が地域で安心して暮らせるインクルージョン社会の構築を目指した生活支援等 

設立・創業 設立 1994 年 9 月 

当社のセールスポイント 
特に職員研修（採用前研修、新任職員研修、階層別研修、全体職員研修、事業所内研修、E ラー

ニング研修、外部研修、OJT など）に力を入れています。 

 

■採用情報 

職種名 ① 生活支援員 

採用計画数 2 名 

募集区分 大学院、大学、短大、高専、専修、能開校、既卒、留学生 

採用予定学部 文系歓迎、理系歓迎 

勤務地 長崎市 

先輩からのメッセージ 

（入社を決めた理由など） 

法人の理念（障がいのある方が地域で安心して暮らせるインクルージョン社会の構築を目指しま

す。）に共感したから。 

学生へのメッセージ 障がいのある方への日常の生活支援等、とてもやりがいのある仕事です。 

 

■採用窓口 

住所 〒852-8134 長崎市大橋町 19-19 

電話番号 095-845-5668 MAIL terada@nagasakishi-ikuseikai.jp 
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長崎自動車株式会社 
https://www.nagasaki-bus.co.jp/recruit/index.html 

 

■一言 PR 

地域に根差した企業です。一緒に長崎を盛り上げましょう！ 

 

■企業情報                                     

業種 運輸・インフラ ／ 一般旅客自動車運送事業 

事業内容 乗合バス事業の運営、及び 運行管理業務。その他、総務・人事・経理業務。 

本社所在地 〒850-8501  長崎県長崎市新地町 3 番 17 号 

従業員数 902 名 社員平均年齢 48 歳 

得意な技術や製品 長崎になくてはならない公共交通機関です。 

主な取引先 ㈱十八親和銀行、南国殖産㈱等 

設立・創業 設立 1936 年 4 月 

当社のセールスポイント 
当社は「長崎バス」を主軸として、人々の生活を支えています。バスだけでなく多彩な事業展開

により地域社会の発展に貢献できます！ 

 

■採用情報 

職種名 ① 総合職 

採用計画数 4 名 

募集区分 大学院、大学、既卒 

採用予定学部 文系歓迎、理系歓迎 

勤務地 長崎市ほか 

先輩からのメッセージ 

（入社を決めた理由など） 

地域貢献の為に、長崎市民の足となる長崎バスで長崎を支えたいと思い、入社しました！共に長

崎を盛り上げてくれる学生を待っています！ 

学生へのメッセージ 長崎バスには責任のある仕事ばかりです。共に全力で働く仲間をお待ちしております！ 

 

■採用窓口 

住所 〒850-8501 長崎県長崎市新地町 3 番 17 号 

電話番号 095-826-1117 MAIL s.doi@nagasaki-bus.co.jp 
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株式会社ニーズウェル 
https://www.needswell.com/ 

 

■一言 PR 

充実した研修制度で IT 技術のスペシャリストになれます！ 

 

■企業情報                                     

業種 ソフトウェア・通信 ／ システム開発 

事業内容 

金融系システム開発を中心とした４つのサービスを展開する【独立系システムインテグレータ】で

す。 

● 業務系システム開発 ● 基盤構築 

● コネクティッド開発 ● ソリューション・商品等 

本社所在地 〒102-0094  東京都千代田区紀尾井町 4-1 ニューオータニガーデンコート 13 階 

従業員数 585 名 社員平均年齢 35 歳 

得意な技術や製品 金融系システム開発力・エンドユーザー取引力・ソリューション提供力 

設立・創業 設立 1986 年 10 月 

当社のセールスポイント 

幅広い業種・技術の実績あり！皆さんの可能性が大きく広がるフィールドを用意しており 

システムエンジニアとして「システム設計」や「システム提案」、「システムコンサルティング」

にも携わっていただけます！ 

仕事を教えてくれる OJT トレーナーと、仕事やプライベートでの悩みをいつでも相談できるメ

ンターの 2 本柱で新入社員をサポートします！ 

 

■採用情報 

職種名 ① システムエンジニア 

採用計画数 70 名 

募集区分 大学院、大学、短大、高専、専修、能開校、既卒、留学生 

採用予定学部 文系歓迎、理系歓迎 

勤務地 長崎県、東京都 

先輩からのメッセージ 

（入社を決めた理由など） 

ニーズウェルで働く社員の方の雰囲気が魅力的で入社を決めました！現在は任せてもらえる仕事

が増えていくことに嬉しさを感じています。 

学生へのメッセージ 
プログラミングの経験がなくても大丈夫です！入社後しっかりとした研修を受けていただき、仕

事中のサポートは OJT 制度、メンタル面のサポートはメンター制度でフォローします！ 

 

■採用窓口 

住所 〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町 4-1 ニューオータニガーデンコート 13 階 

電話番号 050-5357-8345 MAIL saiyou@needswell.com 
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西九州スバル株式会社 
https://nishikyushu.kyushu-subaru.jp/ 

 

■一言 PR 

自動車販売の営業は変化しており、個人ではなくチーム、店舗全員でお客様をフォローしています。 

 

■企業情報                                     

業種 
スーパー・百貨店・専門店 ／ 自動車ディーラー（ＳＵＢＡＲＵ車の販売、自動車保険、 

ＪＡＦ加入申請取扱、既存のお客様への車検、点検電話対応 など） 

事業内容 
株式会社ＳＵＢＡＲＵの新車販売、下取、買取、仕入れした中古車販売、及び 修理、加工、管理。

損害保険代理業 

本社所在地 〒851-2108  長崎県西彼杵郡時津町日並郷 3605-1 

従業員数 135 名 社員平均年齢 45.6 歳 

得意な技術や製品 アイサイト（2030 年死亡事故０を目指している。） 

主な取引先 株式会社ＳＵＢＡＲＵ，スバルファイナンス株式会社 

設立・創業 設立 1961 年 10 月 

当社のセールスポイント 

社員平均年齢からもわかるように、平均勤続年数も 18.2 年と様々な事に対応してきており、経

験が豊かな社員が多い。いろいろな事を仕事を通して吸収できると思います。 

若い営業職が少ないので、やる気ある、あなたが営業職として仕事をすると、すぐトップになる

事が出来ます。 

 

■採用情報 

職種名 ① 営業職 

採用計画数 2 名 

募集区分 大学院、大学、既卒 

採用予定学部 文系歓迎、理系歓迎 

勤務地 
お住まいから通勤可能範囲内ですが、店舗は、長崎時津店、諫早店、佐世保日宇店、 

佐賀店、武雄店、唐津店と長崎、佐賀２県をまたいでいます。 

先輩からのメッセージ 

（入社を決めた理由など） 

当社を選んだ理由は学生時代に訪れたカーディーラーで営業スタッフの人柄に触れたことでし

た。その接客を、自分も好きな車を通してお客様へ伝える側に回りたい。当時の体験が今の仕事

につながっていると思います。 

学生へのメッセージ 
今年度から年間休日 112 日となり、プラス有休消化５日と休みやすくなりました。また平日連

休ですが、病院への通院や買い物も混雑なく行けるので、土日休みより快適です。 

 

■採用窓口 

住所 〒851-2108 長崎県西彼杵郡時津町日並郷 3605-1 

電話番号 095-882-1234 MAIL recruit@nishikyushu-subaru.co.jp 
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西嶋電設株式会社 
https://www.nden.co.jp/ 

 

■一言 PR 

送電線を専業として約 50 年。生活に必要な電気の安定供給に日々邁進しています。 

 

■企業情報                                     

業種 建設・設備 ／ 電気工事業（送電線路建設と保全業務） 

事業内容 
送電鉄塔の建設工事全般（基礎・組立・架線工事）および既設鉄塔などの保守・メンテナンス（定

期巡視、支障木の調査・伐採計画、設備更新、営巣除去等） 

本社所在地 〒811-1251  福岡県那珂川市松木 1-165 

従業員数 50 名 社員平均年齢 41.4 歳 

得意な技術や製品 生活に電気を届ける送電線路の建設と保全を創業から 50 年にわたり行っています。 

主な取引先 九州電力㈱長崎支店、㈱九建、JP ハイテック 

設立・創業 設立 1990 年 1 月 

当社のセールスポイント 
生活に欠かすことのできない電気を皆さまにお届けする、社会貢献度の非常に高い仕事です。従

業員はプライドを持って業務に従事しています。 

 

■採用情報 

職種名 ① 送電線路技術管理職（大卒程度） ② 送電線路建設技能職（高卒程度） 

採用計画数 1 名 2 名 

募集区分 大学院、大学、短大、高専、専修、能開校、既卒 

採用予定学部 文系歓迎、理系歓迎 

勤務地 長崎県大村市 

先輩からのメッセージ 

（入社を決めた理由など） 

自分は役員との面接時に説明を受け、他にはない面白い仕事だと感じ入社を決めました。 

厳しく指導されることも仕事がきついこともありますが、日々充実しています。 

学生へのメッセージ 
新人のうちは勉強勉強の毎日で、怒られることもあります。でも理不尽な注意を受けることはな

く、自分でも納得して反省でき、「次はちゃんとしよう」と前向きになれる環境です。 

 

■採用窓口 

住所 〒811-1251 福岡県那珂川市松木 1-165 

電話番号 092-952-3314 MAIL watabe@nden.co.jp 
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西日本開発株式会社 
http://www.wj-dev.com/ 

 

■一言 PR 

街を造るのに欠かせない仕事です。少しでも興味があれば、会社案内を見に来てください。 

 

■企業情報                                     

業種 サービス／測量業、建設コンサルタント業（設計）、地質調査業、補償コンサルタント業（公共補償） 

事業内容 

測量業：土地の広さを計測します。建設コンサルタント業：様々な構造物の設計図を作成します。

地質調査業：特殊な機械で掘った地面を調査・解析します。補償業務：土地や建物を調査し補償費

を算定します。 

本社所在地 〒854-0125  長崎県諫早市早見町２５９ 

従業員数 36 名 社員平均年齢 44 歳 

得意な技術や製品 測量業務、道路設計、ボーリングによる地質調査、土地建物等の補償調査業務 

主な取引先 長崎県、諫早市 

設立・創業 設立 1972 年 4 月 

当社のセールスポイント 
測量業務から補償業務までの公共工事に必要な業務すべてに関わることができます。 

手厚い資格取得支援があります。 

 

■採用情報 

職種名 ① 測量業 ② 建設コンサルタント業 

採用計画数 2 名 2 名 

募集区分 大学院、大学、短大、高専、専修、能開校、既卒 

採用予定学部 文系歓迎、理系歓迎 

職種名 ③ 地質調査業 ④ 補償コンサルタント業 

採用計画数 2 名 2 名 

募集区分 大学院、大学、短大、高専、専修、能開校、既卒 

採用予定学部 文系歓迎、理系歓迎 

勤務地 諫早市、佐世保市 

先輩からのメッセージ 

（入社を決めた理由など） 

文系の学部卒業でしたが、資格取得支援により測量関係の専門学校に通い、無事資格取得できま

した。今では一日でも早く、一人前になれるよう日々努力しています。 

学生へのメッセージ 測量や設計したものが形になったときに、やりがいや達成感を感じられる仕事です。 

 

■採用窓口 

住所 〒854-0125 長崎県諫早市早見町２５９ 

電話番号 0957-28-6000 MAIL soumu@wj-dev.com 
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株式会社日本ベネックス 
https://www.japan-benex.co.jp/ 

 

■一言 PR 

モノづくりの技術・経験を生かして、新たな付加価値を作り続ける会社です！ 

 

■企業情報                                     

業種 メーカー（製造） 

事業内容 
産業機器、大型映像装置、電機・電子機器、空調冷熱機器の設計・製造 

太陽光発電システムの設計・施工および自社発電所の運営 

本社所在地 〒854-0065  長崎県諫早市津久葉町 99-48 

従業員数 185 名 社員平均年齢 46.2 歳 

得意な技術や製品 
設計から製造まで一貫した板金加工が可能。また屋根借りメガソーラーの設置・運営は国内トッ

プシェアです！ 

設立・創業 創業 1957 年 10 月 

当社のセールスポイント 

「挑戦してみたい、やってみたい」が尊重される会社です。年齢・社歴は関係なく、前向きで貪

欲な気持ちさえあれば様々な仕事を任せてもらえます！ 

実際に、新卒入社１年目で太陽光発電所設置のプロジェクトリーダーを経験した社員も！ 

また最近では、電車のメタルクラフトホビーや鉄製の家具など、社員のアイデアから生まれた新

しい分野の製品も生まれています。 

 

■採用情報 

職種名 
① プロダクトエンジニア 

（設計） 

② 太陽光発電所 

開発エンジニア 

③ ビジネス総合職 

採用計画数 2 名 1 名 1 名 

募集区分 大学院、大学、高専、既卒 大学院、大学、高専、専修、既卒 大学院、大学、既卒 

採用予定学部 文系歓迎、理系歓迎 

先輩からのメッセージ 

（入社を決めた理由など） 

数学専攻で数字に強いことは設計に向いている、と説明会で勧められたことがきっかけで興味を

持ち入社を決めました。 

実際にデータを取り扱う、という点でも学生時代にやってきたことが活きていると感じていま

す。 

学生へのメッセージ 

日本ベネックスはこれからも新しい付加価値づくりを続けていきたいと考えています。 

挑戦的でワクワクできる仕事を、モノづくりで再生可能エネルギー分野で、一緒に進めていきま

しょう！ 

 

■採用窓口 

住所 〒854-0065 長崎県諫早市津久葉町 99-48 

電話番号 0957-26-5111 MAIL recruit@japan-benex.co.jp 
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パーソルワークスデザイン株式会社 
https://www.persol-wd.co.jp/ 

 

■一言 PR 

当社のミッションは「ワクワクワークのあふれる社会へ」。一緒にワクワクしながら働きませんか？ 

 

■企業情報                                     

業種 
サービス ／ 各種ビジネスサービス：アウトソーシング、人材サービス、情報処理、専門コン

サルティング、インターネット関連 

事業内容 
IT サポート/ヘルプデスク/BPO ソリューション/HR ソリューション/コールセンター/健康支援/

地域活性化支援/採用代行 

本社所在地 〒171-0014  東京都豊島区池袋 2-65-18 池袋 WEST ビル 

従業員数 【単体】2,119 名（2022 年 1 月末時点） 社員平均年齢 38 歳 

得意な技術や製品 KCS/KATAruru/matchbo(t)/IBT サービス/元気 365/MeUP 

主な取引先 

銀行/損保・生保/共済/カード・クレジット/証券/百貨店・商社・チェーンストアー/通信販売/各

種メーカー/各種外資系企業/小売/外食/介護福祉/ 官庁/大学・予備校・進学塾/出版/通信教育/

資格試験/財団法人/独立行政法人/全国連合会などの各種団体 その他の企業多数 

設立・創業 設立 1968 年 12 月 

当社のセールスポイント 

■当社の事業と魅力 

大手総合人材グループ PERSOL(パーソル)でアウトソーシングサービスを展開しています。 

どの企業、どの業界にも必ず発生する”必要不可欠な業務”をサポートし、お客さまが本業に専

念できるよう、サポートしています。 

・バックオフィス業務や IT サポート、ヘルスケア、採用業務など経験できる仕事の幅が広く、

様々な業務が経験できます。 ・幅広い業界のお客様と携わることができます。 

■はたらく環境 

長崎・宮崎・関東にセンターを保有しており、中でも佐世保にあるオフィスは、「ニューオフィス

奨励賞」も受賞した働きやすい環境が整ったオフィスです！ 

入社後は、多様な選択肢の中から自分らしいキャリアを描くことができます。 

詳細はこちら→https://www.persol-wd.co.jp/news/20210806-01.html 

 

■採用情報 

職種名 ① 総合職正社員 

採用計画数 20 名 

募集区分 大学院、大学 

採用予定学部 文系歓迎、理系歓迎 

勤務地 佐世保/宮崎/関東 

先輩からのメッセージ 

（入社を決めた理由など） 

学生の私を一人の人として敬い、接してくださる社員の皆さんの謙虚さや人柄のよさに好感を持ち入社を決

めました。「都会の仕事が長崎でできる」ことも魅力で、日々お客様のために生き生きはたらいています！ 

学生へのメッセージ 
「ワクワクワーク」とはそれぞれのありたい将来に期待し、今を楽しみ、夢中で”はたらいて”いることで

す。仕事を通じ成長したい方、その成長を楽しみたい方、ぜひ一度お話できればと思います！ 

 

■採用窓口 

住所 〒171-0014 東京都豊島区池袋 2-65-18 池袋 WEST ビル 

電話番号 0120-761-585 MAIL pwd-recruit@persol.co.jp 
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橋口技術設計株式会社 
https://www.hasikan.com 

 

■一言 PR 

～住み慣れた地元にいたいと思いませんか？～建設コンサルタントは暮らしを支える仕事です。 

 

■企業情報                                     

業種 建設・設備 ／ 測量、土木設計 

事業内容 

諫早市に本社を構え 43 年、主に行政から県内全域の道路・河川・砂防・ため池等の公共土木工事

全般の測量設計を受注。 

近年ではドローンなどの最先端の技術を取り入れ、チームワークを大切に仕事をしております。 

本社所在地 〒854-0063  諫早市貝津町 2962-1 

従業員数 39 名 社員平均年齢 42 歳 

得意な技術や製品 
最先端の機器を用いた３D 測量、CAD を用いた計画・設計（道路、河川、砂防、ため池等）、点

検業務 

主な取引先 官公庁 

設立・創業 創業 1979 年 4 月 

当社のセールスポイント 

西諌早駅から徒歩 10 分、諫早 IC から車で 3 分なので電車でも車でも通勤がしやすく、本社通

勤で転勤がないところも魅力です。 

また、子育て世代も多く在籍しており、柔軟に時間調整ができる働きやすい環境が整っていま

す。社内のレクレーションは、BBQ や社員旅行などすべて会社負担にて行います。 

 

■採用情報 

職種名 ① 測量 ② 設計 

採用計画数 若干名 

募集区分 大学院、大学、短大、高専、専修、能開校、既卒 

採用予定学部 理系歓迎 

勤務地 本社（諫早市） 

先輩からのメッセージ 

（入社を決めた理由など） 

設計班の一員として業務に携われているところが楽しい。会社の雰囲気が明るくて良い（…と今

年度入社の高卒の子が話してくれました。） 

学生へのメッセージ 

最初から何もかもうまくいくわけではありません。向上心とチャレンジ精神のある人材を求めて

おります。 

入社後は先輩社員が一から丁寧に指導します。小さい会社だからこそ、大きな業務にも携わるこ

とが出来ますよ。 

 

■採用窓口 

住所 〒854-0063 諫早市貝津町 2962-1 

電話番号 0957-26-0134 MAIL info@hasikan.com 
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株式会社ＰＡＬ構造 
https;//www.pal.co.jp 

 

■一言 PR 

地元に根を張り設計で戦う精鋭技術者集団です！日本でも有数の業歴と実績を有しています。 

 

■企業情報                                     

業種 建設・設備 ／ 構造設計事務所 

事業内容 
建築・土木・プラント・各種機械・造船・海洋構造物等の設計、解析技術の研究・開発、各種コン

ピュータ・ソフトウェアの開発販売、土木計画設計・地質調査、環境調査・コンサルティングなど 

本社所在地 〒852-8003  長崎市旭町８番２０号 

従業員数 115 名 (グループ総数約 500 名) 社員平均年齢 42 歳 

得意な技術や製品 
最新の３Ｄ構造計算ソフトやＢＩＭソフトを用いた高度な構造計算および高度解析、ＣＡＥシュ

ミレーション 

主な取引先 三菱重工業、千代田建設工業、大成建設、日揮、長崎県、長崎大学 

設立・創業 設立 1979 年 

当社のセールスポイント 

建築、土木、プラント、船舶、海洋構造物、各種機械などの構造設計を手掛ける構造設計事務所

です。構造解析を高度な技術で出来るのが強みで、会社の規模や業績は九州トップクラス。従業

員の多くは地元出身で、理系女子「リケジョ」も多く、女性も働きやすい環境です。取引先は三

菱重工業様や大手ゼネコン様、大手商社様、大手のエンジニアリング様など一流企業や、国、県

等の行政、大学など公共事業です。 

地域未来牽引企業認定、健康経営優良企業認定、奨学金返済アシスト企業、長崎市男女イキイキ

企業表彰、技術者研修実施企業認定、Ｎぴか取得、移住支援金対象法人認定、ながさき女性活躍

推進会議、若者・女性・高齢者就職応援団、一般事業主行動計画届出等々働き方改革に取り組ん

で、従業員の働きやすさを追求しています。 

 

■採用情報 

職種名 ① 建築・構造設計技術者 ② 構造解析技術者 ③ 土木設計技術者 

採用計画数 若干名 

募集区分 大学院、大学、短大、高専、専修、既卒、留学生 

採用予定学部 理系歓迎、工・理工学部歓迎 理系歓迎、理・工学部歓迎 理系歓迎、工・理工学部歓迎 

勤務地 長崎市（希望により東京、高砂、福岡勤務も可） 

先輩からのメッセージ 

（入社を決めた理由など） 

都会に出ずとも愛着のある地元にいながらにして世界を相手に仕事ができるところに強く惹かれ

ました。常に最新の情報と知識を吸収して、周りのサポートを受けながら一級建築士資格取得を

目指しています。 

学生へのメッセージ 

当社は構造設計事務所として日本でも有数の業歴と実績を有しています。名の知れた世界中の建

造物の構造設計や解析を行っています。真の実力を付けて遣り甲斐のある仕事ができます。意欲

のある人材を求めています。 

 

■採用窓口 

住所 〒852-8003 長崎市旭町８番２０号 

電話番号 095-862-0601 MAIL hatanaka.mari@pal.jp 
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株式会社ビーオルグ 
https://www.be-org.co.jp/ 

 

■一言 PR 

ビーオルグの時代を担う「人が好き」で「誠実な姿勢」を持つ多様な人材を心よりお待ちしています 

 

■企業情報                                     

業種 ソフトウェア・通信 ／ ソフトウェア業 

事業内容 

ソフトウェア受託開発 

システム・エンジニアリング・サービス 

ニアショア開発事業 

本社所在地 〒164-0012  東京都中野区本町 4－17－11 グラッドストーンズ蔵１階 

従業員数 48 名 社員平均年齢 34.7 歳 

得意な技術や製品 オープン系・Web 系を中心にした業務アプリケーションの設計・開発 

主な取引先 
三菱造船株式会社・株式会社 MHI パワーコントロールシステムズ・住友電装株式会社・SCSK

ニアショアシステムズ株式会社・長崎県など 

設立・創業 設立 2002 年 2 月 

当社のセールスポイント 

当社は、金融・流通・医療など幅広い業界に向け、業務アプリケーションの設計・開発を Web

系、オープン系を中心に行っています。豊富な経験の中で培ったさまざまな分野の業務知識と最

先端技術の組み合わせが当社の強みです。代表は元エンジニアで、働きやすさを何よりも大切に

しています。 

『「わからないこと」がわからない』新入社員を置いてけぼりにしない社風です！ 

 

■採用情報 

職種名 ① プログラマ 

採用計画数 4 名 

募集区分 大学院、大学、短大、高専、専修、能開校、既卒 

採用予定学部 文系歓迎、理系歓迎 

勤務地 長崎市 

先輩からのメッセージ 

（入社を決めた理由など） 

スキルが高い先輩が多く、分からない事はすぐに質問できる環境です。個人の個性を尊重する社

風で、裁量を持って仕事に取り組めます。 

学生へのメッセージ 
ＩＴ業界は理系をイメージされる方が多いと思いますが当社では文系出身者が多数活躍していま

す。当社にご興味を持っていただけましたら、ぜひ会社説明会にご参加ください！ 

 

■採用窓口 

住所 〒852-8106 長崎市岩川町 15-17 アクアフォール岩川 ３F 

電話番号 095-894-4681 MAIL kazuko-shiraishi@be-org.co.jp 
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HIGUCHI GROUP 
https://www.higuchi-gr.co.jp/ 

 

■一言 PR 

個性を⽣かしながら、ジブンらしいキャリアを築く。そんな職場で仕事をしませんか？ 

 

■企業情報                                     

業種 サービス ／ 総合職 

事業内容 店舗の仲間と共に、店舗の運営を行っていただきます！ 

本社所在地 〒851-2106  長崎県西彼杵郡時津町左底郷 1650-4 

従業員数 
1547 名（男性 714 名、女性

833 名、PA 含む） 
社員平均年齢  

得意な技術や製品 
モノではありませんが、個⼈の能⼒開発を⽀援しており、⾃ら成⻑したいと思える環境があるこ

とです♪ 

設立・創業 創業 1950 年 

当社のセールスポイント 

お客さまに「憩い」と「安らぎ」をお届けするために、さまざまな事業を展開しているひぐちグ

ループ。だからこそ、あなたが活躍できるフィールドもさまざまです。 

部門をまたいでの交流も盛んで、いろんな意見を取り入れ、さまざまな角度から考え、学び、仕

事に取り組むことが可能です。研修制度も充実していて、活躍できるフィールドがたくさんある

ひぐちグループだからこそ、成長しやすい環境です。 

「どこに⾏っても、通⽤する⼈材を。」 

ひぐちグループでは、⼈材育成には特に⼒を⼊れており、個⼈の能⼒開発を⽀援しております。 

⾃ら成⻑したいと思える環境づくりに取り組んでおり、ジブンの意思で挑戦でき、それに応じた

スキルや知識を⾝につけることもできます。 

さまざまなキャリアフローや研修制度を通して、ジブンらしいキャリアを築いていくことが可能

です。 

 

■採用情報 

職種名 ① 総合職（アミューズメント事業・飲食事業） ② 営業職（不動産部門） 

採用計画数 10 名 若干名 

募集区分 大学院、大学、短大、高専、専修、能開校、既卒、留学生 

採用予定学部 文系歓迎、理系歓迎 

勤務地 アミューズメント事業（沖縄除く九州各県） 飲食事業（長崎県・福岡県） 

先輩からのメッセージ 

（入社を決めた理由など） 

【入社した理由】個人をしっかりみてくださるリクルーターの方々との出会いです。 

最初から１対１でお話し出来る面接も珍しいなと思い、人を大事にしている雰囲気が伝わり他と

違う！と思ったことがきっかけです。 

学生へのメッセージ 

就職活動はもちろん就職先を探す活動ですが、こんなに多くの企業の方とお話しできる機会はな

いと思います！ぜひいろんな人と話をして、就活を楽しんでください♪皆様が希望の企業に行け

る事を祈っております！ 

 

■採用窓口 

住所 〒851-2106 長崎県西彼杵郡時津町左底郷 1650-4 

電話番号 095-801-6580 MAIL y.shinohara@higuchi-gr.co.jp 
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有限会社 ビッグ・ワン 
https://www.bigone-gp.jp/ 

 

■一言 PR 

社員の幸せ最優先！自分が楽しんで働ける環境を自分で創っていける企業です。 

 

■企業情報                                     

業種 金融・保険・証券 ／ 損害保険・生命保険の総合代理店 

事業内容 損害保険代理業、生命保険の募集に関する業務、レンタカー事業、各種セミナー勉強会の開催 

本社所在地 〒850-0037  長崎市大浦町 3-11-2F 

従業員数 22 名 社員平均年齢 45.3 歳 

得意な技術や製品 損害保険代理業 

設立・創業 設立 1970 年 

当社のセールスポイント 

ビッグ・ワンは社員・お客様・ビジネスパートナー・地域の皆様、関わった人全てが幸せになる

為に存在しております。社歴に関係なく、自分が楽しんで働けるように自分で環境を創っていけ

る企業です。創業５０年以上、多くのお客様に支えられている弊社は、営業ノルマ等は無く、既

存のお客様に寄り添い、全力でサポートすることで、お客様からお客様の輪が広がっておりま

す。 

社内の雰囲気は抜群に良いです。誰もが声を上げやすい環境にするため、自分に出来ることは何

か社員一人一人が真剣に考えており、ひとりの WANT をみんなが応援してくれる社風です。お

客様の為、仲間の為になる事はもちろん、新しい事にもどんどん挑戦していける社内環境です。

資格取得でキャリアアップ、様々な休暇制度が充実。ワークライフバランスも思いのままです。 

 

■採用情報 

職種名 ① 営業推進部 ② 損害サービス部 ③ 事務サービス部 

採用計画数 1 名 1 名 1 名 

募集区分 大学院、大学、短大、高専、専修、能開校、既卒、留学生 

採用予定学部 文系歓迎、理系歓迎 

勤務地 長崎市 

先輩からのメッセージ 

（入社を決めた理由など） 

他の社員の皆さんにしっかりとサポートしていただけるので不安なく仕事を出来ています。会長

手作りのランチを食べられたり、会議の後にみんなでゲーム大会をやったり、とってもアットホ

ームな雰囲気の会社です。 

学生へのメッセージ 

保険代理店業とは、保険会社とは違い、お客様により近い存在。ダイレクトにお客様と繋がって

いるので、お客様の窮地にお役に立てて感謝の言葉をいただいた時の喜びは他では味わえませ

ん。 

 

■採用窓口 

住所 〒850-0037 長崎市大浦町 3-11-2F 

電話番号 095-823-1369 MAIL mail@bigone-gp.jp 
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不動設計株式会社 
https://fudou-g.co.jp/ 

 

■一言 PR 

不動設計株式会社へ興味をもっていただいた皆様の参加をお待ちしております！ 

 

■企業情報                                     

業種 建設・設備 ／ 設計エンジニア 

事業内容 
私たちの生活に欠かせない電力を供給する発電所の設備や建物を中心とし、２次元、３次元ＣＡＤ

を使用した設計業務から、材料手配や設計した装置の据付工事の計画、工程管理などを行います。 

本社所在地 〒852-8003  長崎県長崎市旭町 23 番 23 号 

従業員数 213 名 社員平均年齢 40 歳 

得意な技術や製品 
２次元、３次元ＣＡＤを使用した設計業務から、材料手配や設計した装置の据付工事の計画、工

程管理 

主な取引先 
三菱重工業株式会社、MHI パワーエンジニアリング株式会社、株式会社 MHI パワーコントロー

ルシステムズ 

設立・創業 創業 1954 年 

当社のセールスポイント 

入社後に行う新入社員研修の他、３年間の通信教育をはじめとした各種教育や外部講師を招いた

研修を行っており、自身のスキルアップを図ることができます。 

１８～６５歳と幅広い年齢の方が在籍し、様々な経験を積んだ先輩方や同世代の仲間と日々成長

でき、風通しの良い職場環境づくりに取り組んでいます。 

完全週休二日制で、夏季休暇や年末年始休暇など含め休日は年に１２０日以上あり社内活動やイ

ベント活動も活発です。 

会社業績により、３回目の賞与が支給される場合があります。 

 

■採用情報 

職種名 ① 設計エンジニア 

採用計画数 1 名 

募集区分 大学院、大学、短大、高専、専修、能開校、既卒 

採用予定学部 文系歓迎、理系歓迎 

勤務地 長崎県長崎市 

先輩からのメッセージ 

（入社を決めた理由など） 

自身で考えた図面の描き方で製造する人の見やすさが変わり、プロジェクトが完了した際には非

常にやりがいを感じます。 

個人の意見を尊重してもらえ、上司の年代も若く相談しやすい環境も弊社の魅力の一つです。 

学生へのメッセージ 

私達の仕事において大切な事は、「設計に興味がある」という気持ちと向上心とコミュニケーショ

ン能力です。 

これから、仕事の第一線で活躍できる技術者を目指す皆さんの応募をお待ちしております。 

 

■採用窓口 

住所 〒852-8003 長崎県長崎市旭町 23 番 23 号 

電話番号 095-861-5008 MAIL inquiry-nagasaki@fudou-g.co.jp 
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株式会社 ペック 
http://www.peck.co.jp/ 

 

■一言 PR 

地域のインフラ整備及び社会に貢献することで、仕事への誇りと自身の成長を実感できる会社です！ 

 

■企業情報                                     

業種 建設・設備 ／ 建設コンサルタント業務・測量業務・設計業務・調査業務 

事業内容 

長崎県及び県内の市町等から委託を受け道路・橋梁・砂防・河川などの土木施設の測量・設計、調

査業務に携わります。地域のインフラ整備と社会貢献の実現により、命や財産を護り、未来の長崎

を創造していく仕事です。 

本社所在地 〒850-0004  長崎市下西山町 7 番 1 号 

従業員数 21 名 社員平均年齢 53 歳 

得意な技術や製品 
道路や橋梁、砂防、河川等の土木施設の測量や計画・設計等、一人ひとりの高い技術力に自信が

あります。 

主な取引先 長崎県、長崎県内市町（長崎市、島原市、対馬市、五島市、時津町など） 

設立・創業 設立 1983 年 3 月 

当社のセールスポイント 

当社は、1982 年の長崎大水害の翌年に設立し、安全・安心に暮らせるまちづくりを目指して、

長崎県内を中心に土木設計、測量、各種調査業務に携わってきました。当社は、長崎に根差した

小さな会社ですが、「人々の生きる基盤を造る」という大きなレベルの仕事を約 40 年間に渡り展

開し、自治体様からの信望も厚いと自負しています。昨今の社会情勢の変化による影響も少ない

ため、安定かつ、これから先も必要とされる仕事です！ 

社内はアットホームな雰囲気で、居心地も良く、困ったことがあれば会社全員でサポートしてい

きます。また、社員一人ひとりの技術力向上のため、定期的な社員研修の実施や資格取得支援に

力を入れています。ご自身の持つスキルや経験を活かし、仕事にやりがいと誇りを持ちたいとい

う方、クリエイティブな発想で仕事を進めていきたい方、当社には希望を叶える仕事がありま

す！ 

 

■採用情報 

職種名 ① 測量技術者 ② 設計技術者 

採用計画数 2 名 2 名 

募集区分 大学院、大学、短大、高専、既卒 

採用予定学部 理系歓迎 

勤務地 長崎市 

学生へのメッセージ 
最初は、測量業務の経験を積んで頂きますが、設計業務や新しい技術、業務領域にチャレンジし

たい方を全力でサポートします。ぜひ、お待ちしています！ 

 

■採用窓口 

住所 〒850-0004 長崎市下西山町 7 番 1 号（営業部：坂本） 

電話番号 095-824-6677 MAIL sakamoto@peck.co.jp 
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社会福祉法人 星のくま 
http://hoshinokuma.com 

 

■企業情報                                     

業種 医療・福祉 ／ 障がい福祉サービス事業 

事業内容 
日中に事業所を利用された障がい者（児）の方に、生活及び作業支援やレクリエーション等の支援

を行う。また、地域で安定した生活ができるよう支援する。 

本社所在地 〒854-0302  長崎県雲仙市愛野町乙 2336 番地 1 

従業員数 57 名 社員平均年齢 40 歳 

得意な技術や製品 
資格取得の援助制度、福祉経験が初めてや浅い方でも無理なくスキルアップできる仕組みを構築

しています。 

設立・創業 創業 2013 年 

当社のセールスポイント 

地域社会の中で障がいを持っていても「豊か」で「自立」して「幸福度の高い」福祉サービスを

利用者の方々に提供できるように、関係行政機関や各種団体等との連携協力を推進し、 

地域に根付いた確かな支援を第一に活動しています。 

より良い支援のために職員同士で気軽に意見やアイデアを出し合い、お互いを尊重できる働きや

すい職場環境、雰囲気作りを心掛けています。 

 

■採用情報 

職種名 ① 社会福祉士 ② 作業療法士 ③ 保育士 ④ 生活支援員 

採用計画数 1 名 1 名 1 名 1 名 

募集区分 大学、短大、専修 

採用予定学部 文系歓迎、理系歓迎 

勤務地 長崎県雲仙市愛野町 

先輩からのメッセージ 

（入社を決めた理由など） 

福祉は他業種と比べ、体が資本で人と人が密に関わる仕事なので大変なイメージを持っている人

もいると思いますが、やりがいがある・人の役に立てる・社会や地元に貢献ができる等 

身近で素敵な仕事だと思っています。 

学生へのメッセージ 先入観にとらわれず何事も前向きにチャレンジする姿勢で、共に学び成長していきましょう。 

 

■採用窓口 

住所 〒854-0302 長崎県雲仙市愛野町乙 2336 番地 1 

電話番号 0957-36-7575 MAIL hoshinokuma-aino@ceres.ocn.ne.jp 
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松藤グループ 
https://www.matsufuji-gr.com/ 

 

■一言 PR 

松藤グループ 100 周年に向けて、明るく楽しく前向きに、一緒に仕事を頑張る仲間を募集します！ 

 

■企業情報                                     

業種 運輸・インフラ ／ 石油製品の輸送事業・ホテル・ディーラー・その他 

事業内容 
松藤グループは、長崎を中心に石油製品の陸海上輸送や BMW・MINI の正規販売代理店、Hilton

長崎・ANA クラウンプラザホテル長崎グラバーヒルの 2 つのホテルを運営しています。 

本社所在地 〒850-8558  長崎市五島町 3 番 25 号 

従業員数 約 1,300 名 社員平均年齢 40 歳 

得意な技術や製品 安全性に特化した石油製品の輸送・ハイブランドなディーラー・ホテルでのサービス 

主な取引先 

出光興産㈱、㈱新出光、ｷｸﾞﾅｽ興産㈱、ｺｽﾓ石油ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ㈱、全国農業協同組合連合会、太陽石油

㈱、鶴見ｻﾝﾏﾘﾝ㈱、林兼石油㈱、ﾋﾞｰ･ｴﾑ･ﾀﾞﾌﾞﾘｭｰ㈱、ENEOS㈱、IHG・ANA・ﾎﾃﾙｽﾞｸﾞﾙｰﾌﾟｼﾞｬ

ﾊﾟﾝ(合) 

設立・創業 創業 1950 年 

当社のセールスポイント 

石油製品の陸上輸送では、九州域内トップシェアを占めています。タンクローリーをグループで

約 550 台所有し、山口県から鹿児島県まで九州全域を網羅しています。松藤グループの始まり

ともいえる石油製品の海上輸送については、2022 年 7 月に新たなタンカー船の竣工が開始し、

更なる事業拡大が期待されています。 

外国車ブランドの中で長崎県内トップシェアを誇るのが BMW です。MINI のショールームも優

秀なディーラーとして表彰を獲得しています。南山手の ANA クラウンプラザホテル長崎グラバ

ーヒルは観光客の重要なランドマークとして、Hilton 長崎は 100 年に一度の転換期を迎える長

崎の新たな象徴として、これからの活躍に期待です。 

 

■採用情報 

職種名 ① 総合職(事務系) 

採用計画数 若干名 

募集区分 大学院、大学、既卒 

採用予定学部 文系歓迎、理系歓迎 

勤務地 長崎・福岡・大分・宮崎・熊本・鹿児島・山口 

先輩からのメッセージ 

（入社を決めた理由など） 

企業説明会での採用担当の方々の人柄から、こんな雰囲気の会社で一緒に働いてみたいと感じた

ことが一番のきっかけです。 

学生へのメッセージ 

自分自身と会社の成長を考えながら「明るく・楽しく・前向きに」お互い切磋琢磨出来る方を期

待しています。次なる 100 周年に向けて、柔軟で自由な発想を”しごと”に活かして、一緒に

頑張っていきましょう。 

 

■採用窓口 

住所 〒850-8558 長崎市五島町 3 番 25 号 

電話番号 0120-022-434 MAIL info-recruit@matsufuji-gr.com 
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丸髙商事株式会社（まるたか生鮮市場） 
http://www.maru-taka.net 

 

■一言 PR 

長崎県で働きたい方、食に興味がある方、一緒に頑張りましょう。 

 

■企業情報                                     

業種 スーパー・百貨店・専門店 ／ 総合職（販売・製造） 

事業内容 

長崎県下 19 店舗を展開するスーパーマーケットです。「まるたか生鮮市場」の名の通り、生鮮食

品は新鮮で安全な商品を提供するよう日々努力しています。長崎で働きたい方、一緒に頑張りまし

ょう。 

本社所在地 〒854-0022  諫早市幸町 308 番 1 号 

従業員数 1070 名 社員平均年齢 41.2 歳 

得意な技術や製品 仕入から製造・加工→販売まで従業員で行っています。自らのスキルアップにつながります。 

設立・創業 設立 1947 年 

当社のセールスポイント 

創業 76 年、地域の皆様にご愛顧いただいておりますスーパーマーケットです。お客さまとも従

業員同士もアットホームな雰囲気です。接客面でも技術面でも日々、自らの成長が感じられる職

場です。ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟ制度に基づき、昇給や昇格があります。新卒入社 5 年目でチーフになったスタ

ッフもいます。又、従業員の健康を大事にしており、2021.2022 年と「健康経営優良法人」に

認定されました。 

 

■採用情報 

職種名 ① 総合職（販売・製造） 

採用計画数 5 名 

募集区分 大学院、大学、短大、高専、専修、能開校、既卒、留学生 

採用予定学部 文系歓迎、理系歓迎 

勤務地 長崎県内 

先輩からのメッセージ 

（入社を決めた理由など） 

スーパーはレジや商品陳列の仕事だと思っていましたが、実は、商品の製造や加工等、食べるこ

とが好きな私にはぴったりだと思いました。又、働いているスタッフの方がとても楽しそうにし

ていたのが印象的でした。 

学生へのメッセージ どんな仕事でも最終的には「人」です。まずはお話ししてみませんか？ 

 

■採用窓口 

住所 〒854-0022 長崎県諫早市幸町３０８－１ 

電話番号 0957-22-3404 MAIL jinji@maru-taka.net 
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みなとタクシー株式会社 
https://www.blue-cab.com/ 

 

■一言 PR 

社会人としての成長を求めるなら Blue-cab! 

 

■企業情報                                     

業種 運輸・インフラ ／ 一般旅客運送事業・システム開発販売 

事業内容 
タクシー運営をメインとし、一般の方の交通手段・貸切観光事業・送迎委託事業・人材紹介事業・

システム開発、販売事業など幅広く行っております。 

本社所在地 〒850-0834  長崎市上小島 4 丁目 10 番 17 号 

従業員数 51 名 社員平均年齢 63 歳 

得意な技術や製品 
貸切、観光タクシーはお客様より好評いただいております。また、送迎委託事業は年々ご利用企

業様が増えてきております。運行管理システムは大幅な業務の効率化を実現しております。 

主な取引先 長崎日産・トヨタカローラ長崎・アイランドナガサキ・ハウジングロビー 

設立・創業 設立 1952 年 12 月 

当社のセールスポイント 

長崎・福岡で 200 台規模のタクシー会社です。グループ会社にファーレン西九州・西九州マツ

ダ・マツダ部品西九州販売などがあり、安定した経営と自家用車に関わる社割などがあり 

福利厚生も充実し、「働きやすい職場認証制度」にも登録されております。 

「タクシーを面白く！」を合言葉に新しい取り組みや新しいタクシーの営業スタイルを展開。そ

のため研修が充実しており自己成長ができる会社です。 

また、年齢、社歴、性別、関係なく評価を受けることができます。 

 

■採用情報 

職種名 ① 総合職（幹部候補生） 

採用計画数 3 名 

募集区分 大学院、大学、短大、高専、専修、能開校、既卒、留学生 

採用予定学部 文系歓迎、理系歓迎 

勤務地 佐世保市、長崎市、福岡市 

先輩からのメッセージ 

（入社を決めた理由など） 

社長の「タクシーを面白く」というお話を聞く機会があり、一緒に面白いを作ってみたいと思

い、入社を希望しました。 

福利厚生もしっかりしていて、子育て中でも活躍の場を提供してくださり、充実した毎日です。 

学生へのメッセージ 

タクシーは、計画・分析・改善・接遇・法律などあらゆる知識を必要とする仕事です。 

社会人の基礎を早期に身に着けることが可能で、年齢や社歴など関係なく評価・結果が出せま

す。こんな仕事はなかなかないです 

 

■採用窓口 

住所 〒859-3241 佐世保市有福町 203 番地１ 

電話番号 0956-58-6300 MAIL info@blue-cab.jp 
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社会福祉法人みのり会 
https://www.minorikai.or.jp/ 

 

■一言 PR 

私たちの仕事は【人を笑顔にする仕事】です。今日も楽しかったと言ってもらえる支援を行います 

 

■企業情報                                     

業種 
医療・福祉 ／ 福祉全般（障害児者施設・高齢者施設・救護施設・児童養護施設・保育園・学

童など） 

事業内容 

福祉事業をはじめて１１６年！長崎市・島原市・長与町で障害児者施設・高齢者施設・救護施設・

児童養護施設・保育所・学童など２７の幅広い事業を展開し、一人ひとりに寄り添った柔軟なサー

ビスを提供しています。 

本社所在地 〒850-0908  長崎市十人町１－７ 

従業員数 514 名 社員平均年齢 41.2 歳 

得意な技術や製品 当会を利用者する方が【笑顔】で過ごせるよう寄り添った支援を行っています。 

主な取引先 ０歳から１００歳以上の方で当会を利用希望の方 

設立・創業 創業 116 年 

当社のセールスポイント 

☆多種多様な事業を展開☆ 

事業の数だけ支援の方法を学ぶことができ、支援の幅がどんどん広がります。あらゆる仕事に挑

戦して成長するチャンスがあるので将来の可能性をどんどん広げていくことができます！ 

☆資格がなくても大丈夫☆ 

入社後資格取得を目指す職員の為に【資格取得助成制度】があります。１８種類の資格を対象

に、受講料の助成や合格御祝金の支給を行っています。がんばる気持ちを応援します！ 

 

■採用情報 

職種名 ① 児童指導員 ② 生活支援員 ③ 保育士 ④ 職業指導員 

採用計画数 2 名 3 名 6 名 1 名 

募集区分 大学院、大学、短大、高専、既卒 

採用予定学部 
文系歓迎、理系歓迎、 

福祉系・教育系歓迎 

文系歓迎、理系歓迎 文系歓迎、理系歓迎、 

保育系歓迎 

文系歓迎、理系歓迎、 

福祉系・教育系歓迎 

勤務地 長崎市、島原市（児童養護施設）、西彼杵郡長与町 

先輩からのメッセージ 

（入社を決めた理由など） 

みのり会で行っている見学会に参加し、たくさんの事業を行っているところと、利用者の方だけ

でなく職員も楽しそうに活動しているところに惹かれて入社を決めました！（５年目） 

学生へのメッセージ 
利用者の方に元気や活気をお届けできる方、優しく利用者の方に寄り添える方、夢を持って前向

きに取り組んでいける方。大歓迎です☆ 

 

■採用窓口 

住所 〒850-0908 長崎市十人町１－７ 

電話番号 095-822-1092 MAIL honbu2@minorikai.or.jp 
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メットライフ生命保険株式会社 
http://www.metlife.co.jp/recruit/ 

 

■一言 PR 

長崎本社から全国のお客さまや社員をサポート。オフィスをリニューアルして職場環境も充実！ 

 

■企業情報                                     

業種 金融・保険・証券 ／ 生命保険業 

事業内容 

日本初の外資系生命保険会社として 1973 年に営業を開始し、現在は世界有数の生命保険グルー

プ会社、米国メットライフの日本法人としてお客さまに常に寄り添い、最適な保障を選ぶお手伝い

をしています。 

本社所在地 〒850-0843  長崎県長崎市常盤町 1-1 メットライフ生命長崎ビル 

従業員数 8,693 名（2021 年 3 月末） 社員平均年齢 42 歳 5 カ月（2020 年 12 月末） 

得意な技術や製品 
多様な販売チャネルを通じて、個人・法人のお客さまに対し幅広いリスクに対応できる、革新的

な商品の提供 

設立・創業 設立 1972 年 12 月 11 日（営業開始：1973 年 2 月 1 日） 

当社のセールスポイント 

長崎港を望む絶好のロケーションに位置するメットライフ生命長崎ビルには、生命保険のオペー

レーション業務が集約されており、長崎から日本全国のお客さまや社員をサポートしています。

2002 年から業務を始めた長崎本社では、現在、約 1,000 名の社員が勤務しています。新契約

査定や保険金・給付金のお支払い等、生命保険のオペーレーション業務に加え、IT や経理、総

務、人事など、幅広い業務を行っています。 

当社では、年次や経験に関わらず、能力と熱意があれば、早くから責任ある仕事を任せられま

す。配属部門の中だけではなく、会社全体で取り組むプロジェクトなどに参加する機会も多数あ

ります。それぞれの社員が発想力と行動力を活かしてチャレンジできる環境があります。 

 

■採用情報 

職種名 ① 内勤総合職 ② カスタマーコミュニケーター職 

採用計画数 13 名 20 名 

募集区分 大学院、大学、既卒 大学院、大学、短大、高専、専修、能開校、既卒 

採用予定学部 文系歓迎、理系歓迎 

勤務地 長崎県長崎市常盤町 1-1 メットライフ生命長崎ビル 

先輩からのメッセージ 

（入社を決めた理由など） 

保険会社と聞いて、何となく硬いイメージをもって説明会に参加したところ、柔和だったという

のが第一印象。会社や人の雰囲気から、居心地の良さを感じたことが入社の決め手になりまし

た。 

学生へのメッセージ 

長崎本社はグローバル企業の本社機能を有する拠点として、お客さまや社員を多方面でサポート

しています。企業内託児所併設や柔軟な勤務体制導入など、社員一人ひとりが活躍できる環境作

りにも取り組んでいます。 

 

■採用窓口 

住所 〒850-0843 長崎県長崎市常盤町 1-1 メットライフ生命長崎ビル 

電話番号 0120-020-887 MAIL recruitment@metlife.co.jp 
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株式会社メディカル・イズシー 
https://medicalisc.co.jp/ 

 

■一言 PR 

医療 IT エンジニアはあなたの豊かな未来を叶える仕事、当社は数少ないその職場です！ 

 

■企業情報                                     

業種 ソフトウェア・通信 ／ 医療システムソフトウェア開発、販売、導入 

事業内容 

電子カルテシステム、部門システム、臨床情報連携システムの開発、販売、導入に関わる医療 IT

エンジニアリングの会社です。 

システムを通して豊富な経験とノウハウで医療安全と業務の生産性を追求します。 

本社所在地 〒857-1162  長崎県佐世保市卸本本町 3 番地モアビル２F 

従業員数 12 名 社員平均年齢 45.3 歳 

得意な技術や製品 遠隔臨床情報連携システム「iscGateway」 自社パッケージ商品 

主な取引先 マルマンコンピュータサービス株式会社 

設立・創業 設立 2016 年 8 月 

当社のセールスポイント 

全員が業界に精通し二十数年以上の経験を持つプロの技術集団です。全国を市場として、大学病

院との直接契約、医療分野大手システムメーカー、医療機器メーカー、インテグレーション企業

との取引きで、コロナ禍においても安定して業績をのばしています。専門的分野のシステムに関

するノウハウとサービスの高い品質による他社との差別化によって成長しています。 

 

■採用情報 

職種名 ① 開発スタッフ 

採用計画数 2 名 

募集区分 大学院、大学、短大、高専、専修、既卒 

採用予定学部 文系歓迎、理系歓迎 

勤務地 本社事業所 

先輩からのメッセージ 

（入社を決めた理由など） 

自分の興味がある仕事としてぴったりのシステム開発に関わることができたので一番の理由でし

た。スタッフ全員が 2 モニターPC で環境もよく、先輩の皆さんの丁寧なサポートでスキル UP 

出来ています。 

学生へのメッセージ 
システムに関心がある人は、先輩方が優しく指導してくれますので、どんどんチャレンジしてく

ださい。 

 

■採用窓口 

住所 〒857-1162 長崎県佐世保市卸本本町 3 番地モアビル２F 

電話番号 0956-33-7711 MAIL recruit-misc@medicalisc.co.jp 
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株式会社 山口組 
http://www.yamaguchigumi.jp 

 

■一言 PR 

長崎県の社会インフラを支えています。私たちと一緒に地域を、未来を創造していきましょう！ 

 

■企業情報                                     

業種 建設・設備 ／ 総合建設業 

事業内容 
舗装工事（道路、駐車場など）、土木工事（ダム、トンネルなど）、管工事（ガス、上下水道など）、建築

工事（新築、リフォームなど）、造園工事（公園工事、剪定など）、アスファルト合材製造・販売 

本社所在地 〒857-0043  佐世保市天満町 4 番 25 号 

従業員数 120 名 社員平均年齢 45.8 歳 

得意な技術や製品 創業 85 年、舗装工を中心に営業してきました。舗装に関しての技術力には自信があります。 

主な取引先 
県内自治体（長崎県、佐世保市ほか）、西部瓦斯株式会社、東亜道路工業株式会社、株式会社西海

建設 ほか 

設立・創業 創業 1936 年 

当社のセールスポイント 

昭和 11 年の創業から 85 年。長い歴史の中で磨き上げた技術力をもとに総合建設業として、長

崎県の県北地区を中心に、地域全体のインフラづくりに携わっています。道路の舗装工事や上下

水道工事などの公共工事だけでなく、個人のお宅の新築・リフォーム工事やお庭の剪定工事など

の民間工事まで幅広く事業展開しており、地域にお住いの皆さんが安心・快適に暮らせる街づく

りに貢献しています。 

皆さんは地図を見る機会はありますか？地図には道路や公共施設、商業施設など、たくさんの施

設が掲載されています。それらを作るのが私たち建設業の仕事です。様々な工程を経て 1 つの工

事が完成します。苦労することもあるとは思いますが、このように目に見える形として残るた

め、完成した時の達成感は何とも言えないものがあります。 

 

■採用情報 

職種名 ① 技術職（舗装、土木、管） ② 建築技術職 ③  建築設備技術職 

採用計画数 ５名 2 名 2 名 

募集区分 大学院、大学、短大、高専、専修、能開校、既卒 

採用予定学部 文系歓迎、理系歓迎 

職種名 ④ 営業職 ⑤ 総務職 

採用計画数 1 名 1 名 

募集区分 大学院、大学、短大、高専、専修、能開校、既卒 

採用予定学部 文系歓迎、理系歓迎 

勤務地 佐世保市、松浦市、新上五島町 

先輩からのメッセージ 

（入社を決めた理由など） 

先輩・後輩の仲も良く、風通しの良い会社だと思います。仕事に従事している際、とても忙しく大変な時も

ありますが、そこには職場の先輩や同僚がいて、そして支えられて今まで乗り越えて来ました。 

学生へのメッセージ 
地図に残る仕事ができる産業、それが建設業です。地域を支える大切な仕事について、そして、長崎県内、

特に佐世保を中心とした県北地区での就職をお考えの皆さん、ぜひ気軽に話を聞きに来て下さい！！ 

 

■採用窓口 

住所 〒857-0043 佐世保市天満町 4 番 25 号 

電話番号 0956-23-1141 MAIL soumu9@yamaguchigumi.jp 



79 

 

結デザイン有限会社 
https://yuidesign.jp/ 

 

■一言 PR 

地域にありながら「都会的な会社だね！」と言われるのが自慢です！ 

 

■企業情報                                     

業種 ソフトウェア・通信 ／ ふるさと納税業務サポート 

事業内容 
全国の自治体様のふるさと納税業務を一括サポート。クライアントの寄附額を伸ばすこと、地域活

性化が私たちの重要なミッション。その他、EC サイト運営もおこなっています。 

本社所在地 〒855-0076  長崎県島原市上折橋町甲 1615-1 

従業員数 46 名 社員平均年齢 34 歳 

得意な技術や製品 EC 運用・カスタマーサービス・コンサルティング 

主な取引先 

長崎県：島原市・雲仙市・南島原市    富山県：立山町・舟橋村・上市町・黒部市 

埼玉県：小川町  熊本県：五木村    宮城県：気仙沼市・加美町 

大阪府：守口市  長野県：池田町    山梨県：韮崎市・中央市 

福岡県：筑紫野市 石川県：宝達志水町  北海道：砂川市 （全国の役場が取引先です） 

設立・創業 設立 2005 

当社のセールスポイント 

充実した福利厚生が自慢！社員食堂完備（島原）、ジム通い放題（島原）、オフィス de キャンプ

（島原）、服装・髪色自由、高性能なオフィス用品などなど。 

１時間単位での有給取得ＯＫで、就業年数、業務の習得状況によりテレワークもできます。 

働きやすい環境が整っているので、仕事に集中できます。 

会社の事業成長に携われる！本社の島原を中心に現在、福岡・富山・宮城・北海道にオフィスを

設置。ここ長崎から全国の地域をサポートしています。 

地域を活性化できるのが、結デザインで働くおもしろさ。 

会社の事業拡大を楽しみ、みんなで長崎を代表する会社を作っていきましょう。 

 

■採用情報 

職種名 ① カスタマーサポート ② 営業企画 ③ デザイナー ④ エンジニア 

採用計画数 1 名 1 名 1 名 1 名 

募集区分 大学院、大学、短大、高専、専修、能開校、既卒、留学生 

採用予定学部 文系歓迎、理系歓迎 

勤務地 長崎県島原市（本社）、宮城県気仙沼市、富山県立山町、北海道砂川市（勤務地は選べます） 

先輩からのメッセージ 

（入社を決めた理由など） 

「地域貢献したい」という思いが強く、それが実現できる会社を探していたところ、ふるさと納

税で地域を盛り上げる結デザインを見つけました。 

会社の成長も感じながら、自分も成長できる環境に惹かれました。 

学生へのメッセージ 

結デザインは、「人」を大事にする会社です。 

ミスが起きても、だれかを責めることなく仕組みの改善に努めます。 

また、自分の強みを発揮できれば、新人であっても責任ある業務に取り組むことができます。 

 

■採用窓口 

住所 〒855-0076 長崎県島原市上折橋町甲 1615-1 

電話番号 0957-73-6945 MAIL info@yuidesign.jp 
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社会福祉法人優輝会 特別養護老人ホーム恵珠苑 
http://yuukikai.jp 

 

■一言 PR 

スマホ、タブレット、インカム等を活用した先進的で、利用者とスタッフに優しい職場です。 

 

■企業情報                                     

業種 医療・福祉 ／ 高齢者福祉事業 

事業内容 
在宅から入所施設まで幅広く事業展開中です。事務職員から介護職、ソーシャルワーカー等、さま

ざまな職種が在籍し、行政をはじめ関係機関と連携・協働しています。 

本社所在地 〒851-0251  長崎市田上 2-15-12 

従業員数 185 名 社員平均年齢 42 歳 

得意な技術や製品 
拡大する介護・介護予防事業に対応し、先進的な ICT 機器等を活用しながら高品質の介護サービ

スを提供中。 

設立・創業 創業 1998 年 

当社のセールスポイント 

ご利用者の皆様から、「恵珠苑で良かった」と思っていただくためには、働く職員自身が心から

「恵珠苑で働いて良かった」と思える環境でなければなりません。 

10 代から 70 代までそれぞれの職員の満足度をいかに高めていけるか、働きがいと働きやすさ

の向上に日々取り組んでいます。 

先進的な機器類も、安全・安心・満足度の向上に役立つことがポイントです。 

 

■採用情報 

職種名 ① 介護職 ② 相談職 ③ 事務職 

採用計画数 4 名 2 名 2 名 

募集区分 大学、短大、高専、専修、能開校、既卒、留学生 

採用予定学部 文系歓迎、理系歓迎 

勤務地 本部所在地 

先輩からのメッセージ 

（入社を決めた理由など） 

「実習時に感じた職場の雰囲気や指導職員の優しく厳しい指導スタイルから成長できる環境だと

感じたから」「新しいシステム導入に積極的で、先進的で働きやすい介護施設だと感じたから」 

学生へのメッセージ 
「百聞は一見に如かず」 大切な仕事（職場）選びですので、細かい質問も大歓迎です。ぜひ一

度、足を運んで自分の目で確かめてくださることをお勧めします。 

 

■採用窓口 

住所 〒851-0251 長崎市田上 2-15-12 

電話番号 095-828-1332 MAIL h.nakashima@yuukikai.jp 
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社会福祉法人悠久会 
https://yukyukai.or.jp/ 

 

■一言 PR 

障害者を支援するお仕事。専門知識がなくても大丈夫！人の役に立ちたいと想いをお持ちの方。お待ちしてます！ 

 

■企業情報                                     

業種 医療・福祉 ／ 障害者の支援をするお仕事です 

事業内容 

障害者の生活や就労を支援する事業を島原にて行っております。高齢の方から未成年の方まで幅

広い年齢層の方々がサービスを利用されています。福祉と聞くと「介護」だけをイメージされる方

が多いかと思いますが、それは福祉の仕事一部分でしかありません。その人それぞれのライフステ

ージ、その方の希望する将来等に合わせた多様な支援が求められる仕事です。 

本社所在地 〒855-0043  長崎県島原市新田町 605-2 

従業員数 250 名 社員平均年齢 52.1 歳 

得意な技術や製品 
大型の障害者支援施設、障害者の方々が働く訓練をするカフェなど多様な福祉サービスを提供し

ています 

設立・創業 設立昭和 41 年 

当社のセールスポイント 

設立当初から島原市中心部にて地域に根差した福祉サービスを展開しております。 

暮らし・働く・保育に関わる様々な事業を展開していることから多様なお仕事にチャレンジでき

る環境にあります。 

近年、話題となっている SDGs と福祉の取り組みは親和性が高いと考え、持続可能な地域・社会

の実現のため取り組みを行っております。 

私たち社会福祉法人がアクションを起こすことで、地域のあらゆる持続可能性に寄与できるので

はないかと考えております。 

 

■採用情報 

職種名 ① 生活支援員 

採用計画数 若干名 

募集区分 大学院、大学、短大、高専、専修、能開校、既卒、留学生 

採用予定学部 文系歓迎、理系歓迎 

勤務地 長崎県島原市 

先輩からのメッセージ 

（入社を決めた理由など） 

私が入社を決めたのは、インターンシップでの楽しい体験がきっかけでした。 

障害者の方々が働く訓練を行う就労継続支援 B 型事業所 花ぞのパン工房で障害者の方々と一緒

にパン作りを行う体験会で感じた職場の雰囲気がとてもよく、「ここで働きたい」と思ったのを覚

えています。利用者さんと関り、人を支援することの難しさ・大変さは日々感じていますが、感

謝の言葉をいただけた際にはとても嬉しく仕事のやりがいにも繋がっています。 

学生へのメッセージ 

事業所の雰囲気は明るく、働きやすい環境です。また、地域の清掃活動を通して地域の方々との

交流を活発に取り組んでいる所に法人の良さを感じます。仲間と共に成長する喜びを感じること

ができる職場です。人の役に立ちたい、介護の仕事に興味がある方がいらっしゃいましたら資格

の有無に拘わらず、まずは気軽に応募していただけたらと思います。 

 

■採用窓口 

住所 〒855-0043 長崎県島原市新田町 605-2 

電話番号 0957-61-1062 MAIL recruit@yukyukai.or.jp 
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社会福祉法人遊歩の会 
http://yuuhonokai.jp 

 

■一言 PR 

法人理念は「楽しく生きる！」です。一緒に楽しく働きましょう！ 

 

■企業情報                                     

業種 医療・福祉 ／  

事業内容 
障害児・者への直接支援 （運営事業：生活介護・就労支援・放課後等デイサービス・グループホ

ーム等の障害福祉サービス） 

本社所在地 〒851-0101  長崎市古賀町 949 番地 

従業員数 77 名 社員平均年齢 40 歳 

得意な技術や製品 令和 3 年度には「長崎県誰もが働きやすい職場づくり推進企業（通称 N ぴか）」4 つ星を受賞。 

設立・創業 設立平成 24 年 12 月 

当社のセールスポイント 

法人理念は「楽しく生きる！」です。利用者様が居心地の良い空間で活動が出来るような支援を

心がけています。また職員にとっても楽しく働く事は利用者様へのより良い支援に繋がります。

職員同士が助け合い・支え合いながら働ける環境ですので子育て中の職員も多数います。令和 3

年度には「長崎県誰もが働きやすい職場づくり推進企業（通称：N ぴか）」4 つ星受賞。「長崎県

女性活躍推進企業」大賞を受賞しました。 

法人内での研修制度（入社１年目：新人研修、入職３年目研修、５年目研修、７年目研修等）も

充実しています。その他外部研修も必要に応じて受講していき、スキルとともに知識を積み上げ

ていきます。入社後は先輩職員が常にフォローしてくれる環境ですので、資格がなくても働くこ

とができます。働きながら資格取得（介護福祉士、保育士、社会福祉士等）を目指すことも可能

です。 

 

■採用情報 

職種名 ① 生活支援員 ② 保育士 

採用計画数 1 名 若干名 

募集区分 大学院、大学、短大、高専、専修、能開校、既卒 

採用予定学部 文系歓迎、理系歓迎 

勤務地 長崎市 

先輩からのメッセージ 

（入社を決めた理由など） 

福祉や介護というと大変なイメージもありますが、自分や誰かの居場所づくりは、楽しくてやり

がいがある仕事だといつも感じています。入職後に得た経験や資格は、日々の支援や自分の人生

に活かせています！ 

学生へのメッセージ 

福祉と聞くと堅苦しく大変そうなイメージがあるかもしれませんが、利用者様の幸せを創造する

仕事です。福祉に興味がある方、人と接するのが好きな方、誰かの役に立つ仕事をしてみたい方

大歓迎です。一緒に楽しく働きましょう！ 

 

■採用窓口 

住所 〒851-0101 長崎市古賀町 949 番地 

電話番号 095-838-6727 MAIL yuho-yamaguchi@ab.auone-net.jp 
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社会福祉法人ゆうわ会 
http://www.yuuwakai.or.jp/ 

 

■一言 PR 

福祉の仕事を『やってみたい！』方、ゆうわ会の職員として一緒に働いてみませんか？ 

 

■企業情報                                     

業種 医療・福祉 ／ 生活支援員 

事業内容 

 保育サービス事業、障害福祉サービス事業（障害者支援施設、生活介護、就労継続支援 A 型・

B 型、共同生活援助、相談支援、居宅介護、短期入所、日中一時支援等）及び障害者就業・生活支

援センターの運営。 

本社所在地 〒850-0001  長崎県長崎市西山４丁目６１０番地 

従業員数 272 名 社員平均年齢 47 歳 

得意な技術や製品 子どもたちの健やかな成長と、障害のある方々の自立・社会参加の促進に取り組んでいます。 

設立・創業 設立 1971 年 6 月 

当社のセールスポイント 

 ゆうわ会では、20 年後、30 年後を見据えて次世代を担う人財の育成に力を入れています。新

任職員研修やスキルアップ研修など各種の法人主催の研修を実施するとともに、外部団体が主催

する各種研修会への参加の機会を提供しています。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。 

 全職員の「終身雇用」を目標に掲げるゆうわ会では、これまでも志ある職員とともに必要に応

じて事業を拡大し、施設を増やしてきました。今後も職員を大事にして、それぞれが活躍できる

場をつくり、法人を発展させていくという経営方針のもと、福利厚生の充実はもとより、施設長

が積極的に職員の意見を聴く機会を設けるなど、働きやすい職場づくりに取り組んでいます。 

 

■採用情報 

職種名 ① 生活支援員 ② 非常勤生活支援員 

採用計画数 3 名 3 名 

募集区分 大学院、大学、短大、高専、専修、能開校、既卒、留学生 

採用予定学部 
文系歓迎、理系歓迎、 

社会福祉、教育、保育関係歓迎 

文系歓迎、理系歓迎 

勤務地 長崎市田中町２７９番地４４  又は  長崎市西山４丁目６１０番地 

先輩からのメッセージ 

（入社を決めた理由など） 

大学時「障がい者スポーツ」について授業で学びました。障がい者の自立を支援しているゆうわ

会がスポーツ活動を通じて「共に生きる」社会の構築をめざしていることを知り、自分が支えや

力になりたいと思いました。 

学生へのメッセージ 
職員同士での意見交換が活発で、相談事には先輩職員が丁寧にアドバイスをしてくれるので心強

いです。 

 

■採用窓口 

住所 〒850-0001 長崎県長崎市西山４丁目６１０番地 

電話番号 095-824-4243 MAIL kaikei.pc@yuuwakai.or.jp 
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生活協同組合ララコープ 
https://www.lala.coop/ 

 

■一言 PR 

これからの長崎で、消費者のみなさまや組合員さんのくらしを支えるための人財を求めています。 

 

■企業情報                                     

業種 
スーパー・百貨店・専門店 ／ 生活協同組合・小売業：食品・日用品の供給（販売）、保障事

業、リフォーム事業、斡旋事業など 

事業内容 

無店舗事業：ご自宅や職場へ、食品・日用品などのご注文商品をお届けします。 

店舗事業：店内で加工した食品、コープ商品などを品揃えしております。 

生活事業：保障・保険事業、リフォーム事業、利用事業を展開。 

本社所在地 〒851-2121  長崎県西彼杵郡長与町岡郷１４７４ 

従業員数 1372 名 社員平均年齢 46.9 歳 

得意な技術や製品 
組合員さんの声で生まれる・変わるコープ商品と組合員・お取引先のみなさまと一緒に育てる産

直商品が自慢！ 

設立・創業 設立 1999 年 4 月 

当社のセールスポイント 

この 10 年に入協した正規職員 60 名のうち、新卒・既卒の入協者は 23 名です。そのうち、退職

したのはわずか１名！その１名も４年間勤務した後、長崎県外の生協へ移籍し、今も活躍していま

す。「組織は人」。一緒に働く仲間と助け合い、支え合いながら毎日の仕事に取り組んでいます。職

場の仲間、九州・全国の生協職員と一緒に、人と人とのつながりを大切に、事業と活動を展開して

います。 

私たち生協職員の使命は、組合員さんへの最大貢献です。組合員さんや消費者のみなさんのくらし

の中にある願いを叶えたり、形にしたりするために、長崎県内で事業や活動を展開しています。 

毎日、沢山の「ありがとう」をいただくので、それが私たちの仕事の活力になっています。22 万

人の組合員さんの笑顔のために、事業や活動を通じて、社会的課題の解決にも取り組んでいます。 

 

■採用情報 

職種名 ① 正規職員 総合職 

採用計画数 6 名 

募集区分 大学院、大学、短大、高専、既卒 

採用予定学部 文系歓迎、理系歓迎 

勤務地 長崎県内 初任地は、ご自宅やご実家などから、無理なく通勤できる事業所に配属を予定しております。 

先輩からのメッセージ 

（入社を決めた理由など） 

生協は人々の「たすけあい」の組織だということや、様々な事業を展開していることを知りまし

た。社会人としていろんな経験を重ねて成長していきたいと考えていたため、自分にピッタリだ

と思い、入協を決めました。 

学生へのメッセージ 

ララコープは、長崎県内 20 の事業所で様々な事業と活動を展開しています。「長崎が好き」で

「誰かの役に立つ仕事がしたい」方にピッタリの組織です。長く働けるララコープであなたの夢

を叶えてください！ 

 

■採用窓口 

住所 〒851-2121 長崎県西彼杵郡長与町岡郷１４７４ 

電話番号 095-887-0300 MAIL lala-saiyou@lalacoop.jp 

 


