
時津町
合同企業面談会

●時津町は若者の地元就職、ＵＩターンを応援します。
●時津町内の企業の概要や仕事内容などを聞くだけでも構いません。
　お気軽にご参加ください。

時津町内の企業11社が参加予定

●面談会までに参加企業や求人内容は変更になる場合がございます。
●時津町合同企業面談会の参加企業や求人については、時津町ホームページのほか、ながさき県内就職応援サイト「Ｎなび」で更新いたします。

https://www.town.togitsu.nagasaki.jp https://n-navi.pref.nagasaki.jp　
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当日、会場で受付を行います。
※参加料無料、事前予約不要、入退場自由

お申込み

時津町役場　産業振興課
〒851-2198　西彼杵郡時津町浦郷274番地1
TEL：095-882-3801　FAX：095-882-5648
ホームページ：https://www.town.togitsu.nagasaki.jp/
E-mail：sanshin.next@town.togitsu.nagasaki.jp

お問い
合わせ

主催／時津町　後援／ハローワーク長崎、長崎振興局、西そのぎ商工会

コスモス会館までのアクセスMAP 時津町コスモス会館
（西彼杵郡時津町浜田郷520番地12）会場
※駐車場に限りがありますので、できるだけ公共交通機関を
　ご利用ください

参加料
無料

入退場
自由

事前予約
不要

対象外の学生や保護者の方もご参加いただけます。

新型コロナ感染症予防対策にご協力お願い致します
・2週間以内に県外へ外出された方は参加をご遠慮ください。
・37.5℃以上の発熱がある、または体調の悪い方は
　参加をご遠慮ください。

・会場内ではマスクを着用し、十分な距離を取って会話をしてください。
・消毒液を設置しておりますのでご利用ください。
・入り口での検温、健康チェックシートへのご記入をお願い致します。

※感染状況によって中止になる場合があります。



時津町合同企業面談会　参加企業情報 ※求人情報は裏面をご覧ください。

有限会社宇宙模型
長崎県西彼杵郡時津町西時津郷1000-164

　当社は主に船舶関係の実験・研究開発用模型や展示用模型を
3DCADを使い設計から製造まで行っております。
　全国の造船所や大学、国の研究機関などから引き合いを頂いています。
　また、自社製のＦＲＰ製品の開発にも力を入れており、現在オリジナ
ルのシーカヤックを製造しております。

　弊社は、物づくりの現場で生活や産業の基盤となるインフラ構造物
の整備に必ず必要な総合建設業を営業しています。　　　　　　　　
　私たちは、地図に遺る大きな仕事を仲間と共に作り、未来を明るく元
気に躍動してみませんか。
　未経験者でも安心、ワンツーマンでのサポート実施し若い先輩社員も
様々な現場で活躍しています。　　　　　　　　　　　　　　　　　
　是非いちど、物づくりと達成感を感じてみてください。

実験や研究用の模型の制作　展示用の模型・ジオラマ等の制作
製図から組み立て、加工、塗装作業、仕上げ作業まで

永川建設株式会社
本　　社：長崎県長崎市千歳町1番5号
時津支店：長崎県西彼杵郡時津町久留里郷1439-53

総合建設業

株式会社ケンコーホーム
長崎県西彼杵郡時津町元村郷1212番地4

　弊社は、長崎県内ではツーバイフォー住宅施工実績トップクラスを誇る、
建築・設計・施工・リフォームを手がける総合建設会社です。【地域密着型
企業、お客様第一主義】というミッションを掲げ、お客様と一緒の気持ちで
家造りを行っています。

新築住宅の設計・施工・販売、リフォーム、
店舗、工場等の建設

資本金 3,000万円

従業員数 59名

初任給 高　　卒：160,000円
短大・専門：177,000円
大　　卒：180,000円

賞与・ 賞与年2回（昨年実績約3.6ヶ月）
各種手当 資格手当、退職金制度、
 確定給付型年金加入

有給休暇 入社後6ヶ月経過後10日付与
 （最大40日）

　長崎県を中心に展開する洋食・和食のファミリーレストランです。業態は4業態
でレストラン牛右衛門9店舗・和食店5店舗・ブルズキッチン1店舗・牛右衛門カ
フェ1店舗の計16店舗を運営しております。（内長崎市に6店舗、時津町に1店舗、
諫早市に1店舗、佐世保市に4店舗、佐々町に2店舗、佐賀県武雄市に1店舗、福
岡県大川市に1店舗）長崎県では「牛右衛門」のネームバリューが強い会社です。
【経営理念】
①食と食空間を提供することで、お客様の幸せな時を創るお手伝いをすること
②おいしさをお届けできる職業に喜びと誇りを持つ集団であり続けること
③社員の絆を大切にし技能を磨き合い、生きがいと家族のしあわせのために力を合わせ努力すること

株式会社牛右衛門
佐世保市大塔町1851番地

飲食業（洋食・和食レストラン）

資本金 1,000万円

従業員数 319名（令和2年11月30日現在）

初任給 170,000円～190,000円（正社員登用後）

賞与・ 年間２～３ヶ月（業績により異なる）
各種手当 役職、職能、資格、通勤

有給休暇 6ヶ月経過後付与

啓正会グループ
時津町浜田郷572

　弊グループでは病院、老健、特養、ケアハウス、有料老人ホーム、グ
ループホーム、デイサービス等を運営しており、地域の高齢者を一体的
に支えながら実績を積み重ねてきました。
　わたしたちは「利用者様との繋がり」を大切にしています。
　「人の役に立ちたい」「やりがいがある仕事をしたい」などの想いが
ある方をお待ちしています。
　若い世代の方も多く働いておりますので安心して働ける環境ですよ。

医療・介護・福祉

資本金 2,000万円

従業員数 約700名

初任給 介護職 資格無：162,000円～
 　　　 資格有：180,000円～
 総合職：180,000円～

賞与・ 賞与年2回
各種手当 資格、通勤、扶養手当など

有給休暇 6ヶ月経過後10日付与（最大20日）

資本金 6,000万円

従業員数 84名

初任給 大学院了：205,818円
 大 学 卒：201,099円
 高 専 卒：184,156円
 専修学校卒：184,156円
 能開校卒：184,156円

賞与・ 賞与年2回（7月・12月）
各種手当 通勤手当、住宅手当、家族手当、
 資格取得支援制度など

有給休暇 6ヶ月経過後10日付与

滲透工業株式会社
長崎県西彼杵郡時津町久留里郷376-10

　当社は独自技術を基に多くの工業所有権を有する金属表面改質処理
メーカーです。2018年に設立65周年を迎え、日本のみなら海外約35ヶ
国の製鉄所や自動車部品メーカー等へ厳しい使用環境に耐えうる金属
表面改質処理技術を提供しています。

金属表面改質処理業

時津町合同企業面談会　 参加企業情報 ※求人情報は裏面をご覧ください。

資本金 1,000万円

従業員数 13名

初任給 164,000 円～

賞与・ 賞与年2回
各種手当 能力手当、役職手当、

家族手当、交通費

有給休暇 6ヶ月経過後10日付与

資本金 2,500万円

従業員数 52名

初任給 高卒（型枠）：184,000 円
大卒（型枠）：195,000 円
一般作業員（型枠施工・建築施工・土木施工）
　 ：198,050円～244,650円、経験者優遇

賞与・ 賞与年2回（8月・12月、
各種手当 前年度実績但し業績による）
 雇用、労災、健康、厚生年金保険、
 退職金制度、建退共、通勤手当一部負担

有給休暇 6ヶ月経過後10日付与 〃
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長建工業株式会社
長崎県西彼杵郡時津町西時津郷1000-145

　弊社は製造・建設部門を中心に事業を展開しており、お客様を大切
にすることを信条として、高品質の製品づくりに日々取り組んでいます。
新入社員へは指導員がついてサポートするので未経験者でも大丈夫！
一緒に“ものづくり”の現場で働いてみませんか。

資本金 2,500万円

従業員数 61名

初任給 150,000円～250,000円

賞与・ 賞与年2回　　　
各種手当 通勤手当、扶養家族手当、
 役職手当など規定に応じて支給

有給休暇 6ヶ月経過後10日付与(最大20日)
 ※その他、特別休暇や慶弔休暇
 　などもあり

時津町合同企業面談会　 参加企業情報 ※求人情報は裏面をご覧ください。

出口工業株式会社
時津町左底郷1-7

　弊社は、設計から製造（製缶・配管・溶接組立・精密機械加工な
ど）・据付までを一貫生産体制で対応できるのが強みです。ISO9001
（2015年度版）を取得しており、社員一丸となって顧客満足度第一に
取組んでいます。また、社員同士のコミュニケーションづくりは、駅伝大
会、バーベキュー大会、ボウリング大会、新入社員歓迎会などを通じて
行っており、明るく楽しく夢が持てる職場です。

　弊社は研修制度が充実していますので、未経験者の方や接客が少し
苦手という方でも十分にお仕事ができるようになります。明るく元気で
やる気のある方を募集しています。また、女性スタッフが多いこともあ
り、産休・育児休業などの制度も充実しており、育児休業取得後は
100％復職しています。

製缶・配管・溶接組立・精密機械加工

資本金 800万円

従業員数 39名

初任給 高　　卒：168,000円
 大　　卒：190,000円
 経 験 者：180,000円～300,000円

永田モバイル株式会社
長崎県佐世保市上京町1-3

ドコモショップの運営代理店。長崎県内においてドコモショップ6店舗（時津店、諫早小船
越店、佐世保京町店、佐々店、西海店、浦桑店）の運営を行っています。お客様に携帯電話
の販売・携帯電話のご利用状況に応じたコンサルティング業務を行っています。

賞与・ 賞与年２回
各種手当 役職手当、技能手当、
 皆勤手当、通勤手当、家族手当

有給休暇 6ヶ月経過後10日、
 6年6ヶ月で最長20日

資本金 1,000万円

従業員数 120名

初任給 高　　卒：150,000円
 一　　般：160,000円

賞与・ 正社員：賞与年2回
各種手当 （昨年実績3.0ヶ月分）
 通勤手当、家族手当、資格手当

有給休暇 ６ヶ月後に１０日付与
 誕生日休暇、リフレッシュ休暇あり

平木工業株式会社
長崎市三京町2842-1

　長崎の地元密着企業として47期目の会社です。現在当社が最も注力
している事業はリサイクルプラント運営事業です。「働き方改革」「3Ｒ
Reduce（リデュース）Reuse（リユース）Recycle（リサイクル）」などの
事業方針を打ち立て、これからの社会の貢献できる企業を目指しており
ます。圧接とは、ビル等の鉄筋の接合方法で、鉄筋の接合部分を酸素-
アセチレン炎で加熱し高温で圧力を加えて鉄筋を接合する継手工法で
す。現在、長崎県内で圧接を行っている事業者は当社１社のみです。こ
れからの未来を背負ってゆく明るく元気な若者を募集します。

リサイクルプラント運営/食品リサイクル・プラスチックリサイクル・ガラスリサイクル　など
廃棄物処理業/一般及び産業廃棄物収集運搬業・中間処分業　建設業/土木部 圧接部

資本金 3,300万円

従業員数 97名

初任給 部署により　20万円程度

賞与・ 職務手当・役職手当
各種手当 働き盛り手当　業務手当など　

多数あります

有給休暇 6ヶ月経過後10日付与

　弊社では主要製品として火力プラント向けの計装盤、中継端子盤、分電
盤等の製作及び船舶用の配電盤・分電盤等の製作に取り組んでおります。
　機械加工から溶接、塗装(溶剤・粉体)、計装組立、配線組立に至るま
での一貫生産体制を整え、お客様の細かなニーズにも対応します。　　
『チームワーク』『一体感』を第一に考え、元気で会社と共に成長してく
れる方を募集します。

有限会社中村製作所
長崎県西彼杵郡時津町浜田郷611-1

盤製造及び各種精密板金金属加工品製作/各種製缶品製作、一般土木・建築工事

資本金 1,000万円

従業員数 20名

初任給 140,000円～250,000円

賞与・ 賞与年2回
各種手当 家族手当、皆勤手当、通勤手当

有給休暇 ６ヶ月経過後の
 年次有給休暇日数　10日



長建工業株式会社
長崎県西彼杵郡時津町西時津郷1000-145

　弊社は製造・建設部門を中心に事業を展開しており、お客様を大切
にすることを信条として、高品質の製品づくりに日々取り組んでいます。
新入社員へは指導員がついてサポートするので未経験者でも大丈夫！
一緒に“ものづくり”の現場で働いてみませんか。

資本金 2,500万円

従業員数 61名

初任給 150,000円～250,000円

賞与・ 賞与年2回　　　
各種手当 通勤手当、扶養家族手当、
 役職手当など規定に応じて支給

有給休暇 6ヶ月経過後10日付与(最大20日)
 ※その他、特別休暇や慶弔休暇
 　などもあり

時津町合同企業面談会　 参加企業情報 ※求人情報は裏面をご覧ください。

出口工業株式会社
時津町左底郷1-7

　弊社は、設計から製造（製缶・配管・溶接組立・精密機械加工な
ど）・据付までを一貫生産体制で対応できるのが強みです。ISO9001
（2015年度版）を取得しており、社員一丸となって顧客満足度第一に
取組んでいます。また、社員同士のコミュニケーションづくりは、駅伝大
会、バーベキュー大会、ボウリング大会、新入社員歓迎会などを通じて
行っており、明るく楽しく夢が持てる職場です。

　弊社は研修制度が充実していますので、未経験者の方や接客が少し
苦手という方でも十分にお仕事ができるようになります。明るく元気で
やる気のある方を募集しています。また、女性スタッフが多いこともあ
り、産休・育児休業などの制度も充実しており、育児休業取得後は
100％復職しています。

製缶・配管・溶接組立・精密機械加工

資本金 800万円

従業員数 39名

初任給 高　　卒：168,000円
 大　　卒：190,000円
 経 験 者：180,000円～300,000円

永田モバイル株式会社
長崎県佐世保市上京町1-3

ドコモショップの運営代理店。長崎県内においてドコモショップ6店舗（時津店、諫早小船
越店、佐世保京町店、佐々店、西海店、浦桑店）の運営を行っています。お客様に携帯電話
の販売・携帯電話のご利用状況に応じたコンサルティング業務を行っています。

賞与・ 賞与年２回
各種手当 役職手当、技能手当、
 皆勤手当、通勤手当、家族手当

有給休暇 6ヶ月経過後10日、
 6年6ヶ月で最長20日

資本金 1,000万円

従業員数 120名

初任給 高　　卒：150,000円
 一　　般：160,000円

賞与・ 正社員：賞与年2回
各種手当 （昨年実績3.0ヶ月分）
 通勤手当、家族手当、資格手当

有給休暇 ６ヶ月後に１０日付与
 誕生日休暇、リフレッシュ休暇あり

平木工業株式会社
長崎市三京町2842-1

　長崎の地元密着企業として47期目の会社です。現在当社が最も注力
している事業はリサイクルプラント運営事業です。「働き方改革」「3Ｒ
Reduce（リデュース）Reuse（リユース）Recycle（リサイクル）」などの
事業方針を打ち立て、これからの社会の貢献できる企業を目指しており
ます。圧接とは、ビル等の鉄筋の接合方法で、鉄筋の接合部分を酸素-
アセチレン炎で加熱し高温で圧力を加えて鉄筋を接合する継手工法で
す。現在、長崎県内で圧接を行っている事業者は当社１社のみです。こ
れからの未来を背負ってゆく明るく元気な若者を募集します。

リサイクルプラント運営/食品リサイクル・プラスチックリサイクル・ガラスリサイクル　など
廃棄物処理業/一般及び産業廃棄物収集運搬業・中間処分業　建設業/土木部 圧接部

資本金 3,300万円

従業員数 97名

初任給 部署により　20万円程度

賞与・ 職務手当・役職手当
各種手当 働き盛り手当　業務手当など　

多数あります

有給休暇 6ヶ月経過後10日付与

　弊社では主要製品として火力プラント向けの計装盤、中継端子盤、分電
盤等の製作及び船舶用の配電盤・分電盤等の製作に取り組んでおります。
　機械加工から溶接、塗装(溶剤・粉体)、計装組立、配線組立に至るま
での一貫生産体制を整え、お客様の細かなニーズにも対応します。　　
『チームワーク』『一体感』を第一に考え、元気で会社と共に成長してく
れる方を募集します。

有限会社中村製作所
長崎県西彼杵郡時津町浜田郷611-1

盤製造及び各種精密板金金属加工品製作/各種製缶品製作、一般土木・建築工事

資本金 1,000万円

従業員数 20名

初任給 140,000円～250,000円

賞与・ 賞与年2回
各種手当 家族手当、皆勤手当、通勤手当

有給休暇 ６ヶ月経過後の
 年次有給休暇日数　10日



参加企業求人一覧 （令和2年12月末現在）

※新卒…令和3年3月卒業見込
・大学…4年制大学　　・短大…短期大学　　・高専…高等専門学校　　・専修…専門学校等
・高校…高等学校　　・能開…職業能力開発大学・短大・専門校／産業技術短大等

企 業 名 職 種 求人数
新 卒 求 人

一般 区分 備 考大
学
院

大
学

短
大

高
専

専
修

高
校

能
開

㈲宇宙模型 製品製造・加工
CAD／CAMオペレーター 1人 ● 一般 高卒以上

永川建設㈱

型枠大工 2人 ● 高校 既卒可（卒業後3年以内）
型枠大工 2人 ● ● ● ● ● ● 大学等 既卒可（卒業後3年以内）
型枠施工の補助 各2人 ● 一般 学歴・経験不問
建築施工、土木施工の補助 各2人 ● 一般 学歴・経験不問

㈱牛右衛門 キッチン及びホールスタッフ 2人 ● 一般 学歴不問

㈱ケンコーホーム
建設現場の施工監理 1人 ● 高校
営業職・技術職 2人 ● ● ● ● ● 大学等 既卒可（卒業後3年以内）

啓正会
グループ

介護職 2人 ● 高校 新卒・既卒可

介護職 4人 ● 一般 学歴・資格・経験不問
（介護福祉士所持者は賃金面で優遇）

総合職 2人 ● ● ● ● ● ● 大学等 既卒可（卒業後3年以内）

滲透工業㈱

総務・経理責任者候補 1人 ● 一般 専修卒以上
総務・経理担当者 1人 ● 一般 専修卒以上
技術営業職 1人 ● 一般 高専卒以上
技術開発職 2人 ● 一般 高専卒以上
技術開発職 2人 ● ● ● ● ● ● 大学等 既卒可（卒業後3年以内）

長建工業㈱

製缶・溶接工 1人 ● 高校 高卒以上
塗装工 1人 ● 高校 高卒以上
機械オペレーター（CADCAM含む） 1人 ● 高校 高卒以上
建設現場監理 1人 ● 高校 高卒以上
土木現場監理 1人 ● 高校 高卒以上

出口工業㈱

設計、CAD/CAM 1人 ● 高校 工業高校卒業
機械工（オペレータ） 1人 ● 高校 工業高校、瓊浦高校（機械科）卒業
組立工 1人 ● 高校 普通高校卒業
溶接工 1人 ● 一般 高卒以上
塗装工 1人 ● 一般 高卒以上
施工管理 1人 ● 一般 大卒以上

永田モバイル㈱
店頭販売スタッフ 2人 ● 高校 高卒以上、既卒可（卒業後3年以内）
店頭販売スタッフ 2人 ● 一般 高卒以上

㈲中村製作所

溶接工 1人 ● 一般 高卒以上
機械工（NCプログラマーも含む) 1人 ● 一般 高卒以上
配管組立工 1人 ● 一般 高卒以上
配線工 1人 ● 一般 高卒以上

平木工業㈱

土木技術管理者 1人 ● 一般 学歴不問
一般作業員（圧接工事部） 2人 ● 一般 学歴不問
管理職（人事） 1人 ● 一般 学歴不問
管理職（総務） 1人 ● 一般 学歴不問

50音順


