
住所 代表者名

会社概要

創業 1956 年 5 月

資本金 2,000 万円

従業員数 320 人

平均年齢 40 歳

勤務条件・処遇

職種（内容）

雇用形態

初任給 大学 180,000円

160,000円

高校 148,000円

諸手当

　

昇給 （1年に1回）

賞与 （年２回業績に応じて）

勤務時間 8:30 ～

シフト制

休日・休暇

販売職　1ヶ月8日休み　

製造職　週休2日　休日曜日は相談の上決定

退職金

研修制度

（入社後、全体研修及び配属先OJT研修）

加入保険等

従業員宿舎

その他福利厚生

採用実績

採用実績

連絡先

常務取締役　井上　希 障害者雇用

0957-36-2000 勤務地 雲仙市愛野町

http://n-izumiya.com/

nozomu-inoue@n-izumiya.co.jp

職場体験・見学の受入

令和4年4月時点
求人票に記載の内容とは異なる場合がありますので、ハローワークにてご確認ください。

雲仙市愛野町乙５８６４ 井上　確

いつも新しい美味しさ、和泉屋から

製造業（食品） 有限会社　和泉屋

⑥会社紹介

短大、専門学校

・販売職（店舗における土産品の販売及び販売に伴う作業）

・製造・包装職（カステラ、ラスク等の商品の製造及び包装（仕上げの作業））

17:30

※「あり」の場合具体的な内容
食事補助（昼食）

大卒（短大、専門学校卒） 令和4年度2名（総合職・品質管理職）

　　　　　　　 　　　　　　　　　令和3年度1名（営業職）

高卒　         　　　　　　 　 令和4年度9名（販売職・製造職）

　　　　         　　　　　　　　令和3年度10名（販売職・製造職・調理師）

　　　　　　　 　　　　　　　　　令和2年度6名（販売職・製造職）

求める人物像

■何事にも積極的に取り組むことが出来る方

■地元に貢献したい方

ホームページ/

E-mail/

電話番号/

採用担当/

■目標を持って仕事に取り組める方

■協調性を持って仕事に取り組める方

労災 健康 厚生

あり（勤続 7年以上）

可 不可

有 無

なし社宅あり

雇用

正社員 正社員以外（契約社員・嘱託社員等）

住宅手当 通勤手当

扶養手当（家族手当）

あり

あり

深夜・休日手当

なし

あり

寮あり 借上社宅あり

あり

■長崎カステラ・中華麺等の製造、卸売、直売、カステラ

及び観光土産品の販売、一般及び団体レストラン運営

■長崎県内に直営店8店舗を運営

（長崎市5店舗佐世保市1店舗雲仙市 1店舗大村市1店舗）

■長崎カステラの伝統を守りつつ、「長崎しょこらあと」や

「綺麗菓」、「恋するラスク」など新しい美味しさを追求

した商品づくりにも挑戦し続けています。

会社紹介

「綺麗菓」 「恋するラスク」 「長崎しょこらあと」

先輩からのメッセージ

商品を購入されるお客様のほとんどが観光客ですので、一期一会の

気持ちで接客をしています。2018年8月に完成した新工場、新店舗

にての営業になりますので、最新鋭の環境で私たちと一緒に島原半

島を盛り上げていきましょう！

http://n-izumiya.com/
mailto:nozomu-inoue@n-izumiya.co.jp


住所 代表者名

会社概要

創業 1986 年 10 月

資本金 1,000 万円

従業員数 76 人

平均年齢 40 歳

勤務条件・処遇

職種（内容）

雇用形態

初任給 大学 196,034円

179,552円

（総合職①） 191,055円

（総合職②） 175,655円

高校 （製造職） 165,974円

※総合職①：商品開発職

　 総合職②：製造職

諸手当

　 その他（職務手当）

昇給 （年1回）

賞与 （年2回）

勤務時間 8:15 ～

シフト制

休日・休暇 休日：社内カレンダーによる

年間休日96日（月7～10日程度）

その他有給休暇

産前・産後休暇、育児介護休暇

忌引休暇、慶事休暇

退職金

研修制度

（新入社員研修）

加入保険等

従業員宿舎

その他福利厚生

採用実績

採用実績

障害者雇用

連絡先 勤務地 雲仙市

採用担当/ 社長室　川原

電話番号/ 0957-64-4750

ホームページ/ http://www.shimabarakobo.com/

E-mail/ kawahara@daiko.org

職場体験・見学の受入

令和4年4月時点
求人票に記載の内容とは異なる場合がありますので、ハローワークにてご確認ください。

〒859-1216　長崎県雲仙市瑞穂町古部乙１０－４ 代表取締役　川端　祐治

良い会社を目指し、人を豊かに！

⑤写真
※複数枚可

製造業（食品）

（総合職①）

（総合職②）

株式会社エース・フーズ

短大、専門学校

・製造職（原料の下処理、ライン作業、包装作業など）

・商品開発職（商品の試作、試算、基準書の作成など）

17:30

【事業内容】
調理冷凍食品製造（ミートボール、ハンバーグ、焼肉など）

【関連会社】
株式会社大光食品の子会社です。

【製造職／平成28年4月入社／男性】
　出来上がった商品を包装する部署で働いています。冷凍食品を袋詰めした
り、包装後の商品を段ボールに詰めて出荷できる形にする作業を行っていま
す。また、包装資材の準備や発注も一部担当しています。
　もともと地元で働きたかったというのと、製造系の仕事に関心があったの
で、この会社に興味を持ち、先生からの勧めもあったので入社を決めました。
　入社前は社会人になるということで責任も重くなり、会社の人も厳しいのだ
ろうなと身構えていたのですが、いざ入社してみると、皆さんフレンドリーに接
してくれたので安心して仕事を覚えていくことができました。

　　　　         　　　　　　　　令和３年度３名（製造職）

　　　　　　　 　　　　　　　　　令和２年度１名（製造職）

求める人物像

・粘り強くものごとに取り組める人
・素直に人の話を聞ける人
・自ら考え行動できる人
・分からないことは臆することなく聞
　ける人

※「あり」の場合具体的な内容
定期健康診断／慶弔見舞金／インフルエンザ予防接種全
額負担
社内旅行等…社内行事多数／誕生日プレゼント支給

大卒（短大、専門学校卒） 令和４年度０名

　　　　　　　 　　　　　　　　　令和３年度２名（総合職）

　　　　　　　 　　　　　　　　　令和２年度２名（総合職）

高卒　         　　　　　　 　 令和４年度０名

労災 健康 厚生

あり（勤続2年以上）

可 不可

有 無

なし社宅あり

雇用

正社員 正社員以外（契約社員・嘱託社員等）

住宅手当 通勤手当

扶養手当（家族手当）

あり

あり

深夜・休日手当

なし

年末年始休暇 祝・祭日休

あり

寮あり 借上社宅あり

あり

http://www.shimabarakobo.com/
mailto:kawahara@daiko.org


住所 代表者名

会社概要

創業 27 年 1 月

資本金 60 万円

従業員数 30 人

平均年齢 30 歳

勤務条件・処遇

職種（内容）

雇用形態

初任給 大学 販売 175,000円

製造 175,000円

販売 155,000円

製造 155,000円

高校 販売 140,000円

製造 140,000円

諸手当

昇給 （１年に1回）

賞与 （年2回）

勤務時間 7:00 ～

シフト制

7:00 ～

9:00 ～

休日・休暇 労働基準に則り

その他有給休暇（リフレッシュ休暇）

退職金

研修制度

加入保険等

従業員宿舎

その他福利厚生

採用実績

採用実績

大卒（短大、専門学校卒） 平成30年度1名（製造職）

　　　　　　　 　　　　　　　　　平成28年度1名（製造職）

　　　　　　　 　　　　　　　　　平成27年度1名（販売職）

高卒　         　　　　　　 　 平成26年度2名（販売職）

　　　　         　　　　　　　　平成29年度1名（製造職）

　　　　　　　 　　　　　　　　　令和　2年度2名（製造職）

障害者雇用

勤務地

連絡先 職場体験・見学の受入

採用担当/ 一条　富春

電話番号/ 0957-38-2013

ホームページ/ http://neoclassic-clover.com

E-mail/ clover@himawarinet.ne.jp

短大、専門学校

　　　　　　　　　　　　　　　会社紹介
　株式会社清水雲仙は、ネオクラシック　クローバー
というブランド名を掲げ、島原半島を中心に美味し
いお菓子作りに取り組んでおります。
　県内は基より全国各地に出向いて好評を得ており
ます。2013年にはニッポン全国おやつランキングに
おいてはグランプリを獲得しております。
　労働環境においては、2018年より働き方改革の一
環として定時退社を目標に掲げ作業内容の見直し
等を図り、働きやすい職場改善に取り組んでおりま
す。
　またメディアの取材等も多く、著名人との出会いが
多くあります。
　県内に3か所直営店があり希望があれば移動する
ことも可能です。また国連目標のSDGｓにも取り組
んでおります。

　　　　　　　　　　　先輩からのメッセージ
　洋菓子の製造をして早1年。入社当初何もわから
ずの自分でした。周りの諸先輩方にとても優しく指
導してもらえます。職場の雰囲気も良く気持ちよく仕
事に取り組めます。
　今ではデコレーションまで担当出来るようになりま
した。
　福利厚生もしっかりしており安心して勤められる会
社です。

求める人物像
明朗活発で、仕事に情熱をもって
日々努力できる人。

雲仙市・諫早市・長崎市

18:30

16:30

18:30

製造業（食品） 株式会社　清水雲仙　（ネオクラシッククローバー）

令和4年4月時点
求人票に記載の内容とは異なる場合がありますので、ハローワークにてご確認ください。

長崎県雲仙市吾妻町古城名２１－１ 一条　富春

・販売職

・製造職

ニッポン全国おやつランキング　グランプリ受賞

⑤写真
※複数枚可

労災 健康 厚生

あり

可 不可

有 無

なし社宅あり

雇用

正社員

住宅手当 通勤手当

扶養手当（家族手当）

あり

あり

深夜・休日手当

あり

あり

寮あり 借上社宅あり

あり（社員割引）

吾妻本店

諫早店

長崎店

http://neoclassic-clover.com/
mailto:clover@himawarinet.ne.jp

