
住所 代表者名

会社概要

創業 1980 年 3 月

資本金 1000 万円

従業員数 23 人

平均年齢 34 歳

勤務条件・処遇

職種（内容）

雇用形態

初任給 高校 （技術職） 170,000円

（事務職） 135,000円

諸手当

　

昇給 （実績に応じて）

賞与 （年2回）

勤務時間 8:05 ～

交代勤務(繁忙期のみ)

①8：05 ～

②13：00 ～

休日・休暇

その他有給休暇

・慶事休暇

・産休休暇

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

連絡先

坂本　充宣 障害者雇用

0957-68-2435 勤務地 本社工場

https://www.koseiplant.com/

info@koseiplant.com

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。

長崎県島原市有明町大三東戊2757番地 坂本　充宣

精密加工のプロフェッショナル！

製造業
（その他）

株式会社公精プラント

・技術職（NC旋盤オペレーター　　　　　　　　　）

17:00

19:00

0:00

求める人物像

資格・経験は不問です。
モノづくりに興味のある方。
新しいことにチャレンジしたい積極的
な方。

定期健康診断

専門校卒

令和1年度1名（技術職）

　　令和3年度1名（出荷・梱包）

採用担当/

電話番号/

ホームページ/

E-mail/

【先輩からのメッセージ】

私は㈱公精プラントに入社して２年目になります。
NC複合旋盤という機械のオペレーターをしています。何もわからない状態か
ら入って現在は主に２台の機械を任せられ、部品加工をしています。最初は
不安でしたが先輩たちの指導により、一人でリピート品ではありますが機械
のセッティングから加工まで一人で出来るようになりました。
覚えることは沢山ありますが、自分がやった分だけ自分の技術が上がってい
くのを感じることができ、とてもやりがいを感じています。

ぜひ一緒に働いてみませんか？
若手社員も多いのでコミュニケーションも取りやすいと思います。若い力で会
社を一緒に盛り上げましょう！

株式会社公精プラントは、長崎県島原市の企業です。アルミニウム・ステンレ
ス・チタンなどの金属を素材とした複合旋盤加工に特化し、ISO9001認証を取
得した自社工場にて複合NC旋盤、CNC旋盤、立形マシニングセンター、各種
精密機械などを用い、半導体・液晶関連部品をはじめ各種産業用機械部品
を高い精度で製作しています。当社は、1980年に創業し、主に半導体製造装
置の部品加工など機械装置部品を中心に手掛けてきました。丸棒鋼材から
の複合加工に特化した複合加工設備を備えており、その保有台数では九州
において随一となっています。加工材料は、ステンレスが約70％、アルミニウ
ムが約20％、鉄およびその他が10％という比率です。特に、同時加工による
加工精度向上と特殊形状薄肉厚ワーク（加工物）の機械加工技術を生かし
た当社の製品は関係各位より高い評価を得ています。今後更に高精度な製
品を安定的に生産しながら顧客満足度の向上を図るべく取組んでいます。

労災 健康 厚生

あり（勤続 10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

あり

隔週土曜日、日曜日

年末年始休暇 GW、夏季休暇

あり

寮あり 借上社宅あり

あり

https://www.koseiplant.com/
mailto:info@koseiplant.com


住所 代表者名

会社概要

創業 49 年 8 月

資本金 2千 万円

従業員数 112 人

平均年齢 49 歳

勤務条件・処遇

職種（内容）

・ミシン縫製 ・裁断

・検査 ・包装、出荷

雇用形態

初任給 高校（ミシン縫製職） 143,800円

諸手当

本社

　 その他（皆勤手当、役職手当）

昇給 （業績等による）

賞与 （業績等による）

勤務時間 8:30 ～

シフト制

下宮工場 休日・休暇

年間94日

有給休暇 6か月継続勤務後10日

【全労働日の8割以上出勤の場合】

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

  ・未経験者でも、新人社員研修や先輩方の指導で徐々に仕事に

    慣れていき、日々やりがいを感じながら、仕事をすることが出来ます。

  ・育児休業や介護休業の取得実績があり、安心して家事・子育てと

    仕事の両立ができます。 採用実績

  ・女性が多い職場ですが、男性の方の応募も歓迎いたします。 採用実績

　　元気で明るい職場です。是非一緒に働きませんか。 高卒　       　  　　 　 平成31年度 1名

   （ミシン縫製）

令和元年度1名

   （ミシン縫製）

令和4年度2名

連絡先    （ミシン縫製）

採用担当/ 立光 障害者雇用

電話番号/ 0957-63-3311 勤務地　本社

ホームページ/ 　　　　　下宮工場

E-mail/ ・チャレンジ精神あふれる方

・向上心を持ち、何事にも積極的な方

・未経験者も歓迎します

職場体験・見学の受入

昭和49年から、縫製工場として操業し、

ｶｰｼｰﾄｶﾊﾞｰ、下着やｽﾎﾟｰﾂ用ﾀｲﾂ等の

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。

製造業
（その他）

島原ソーイング株式会社

長崎県島原市大手原町甲2141-32 尾上智昭

  私たちは、ものづくりを通じてお客様と喜びを共有し、
  社会や自然環境と調和のとれた創造性に溢れる企業活動を展開します。

として操業を開始。

・機械装置保全

島原市下宮町甲2447

求める人物像

無料駐車場、制服支給、給食費一部補助、慶弔見舞金、
各種行事

先輩からのメッセージ

⑤写真
※複数枚可

17:00

お客さまの幅広いニーズを、

熟練したスーツ職人が高い縫製技術で

1着1着を丁寧に縫製し、顧客満足の

向上を目指します。

島原市大手原町甲2141-32

生産を行っております。

品質管理を徹底し、お客様満足度を

高める為に技能向上に努めています。

令和2年から、紳士服専門の縫製工場

労災 健康 厚生

あり（勤続 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

週休○日（○曜日、○曜日）

年末年始休暇 祝・祭日休

あり

寮あり 借上社宅あり

あり

あり

あり

あり

あり

年末年始休暇 祝・祭日休

週休1日（日曜日）

あり

あり（勤続 3年以上）

あり

労災 健康 厚生雇用

あり



住所 代表者名

会社概要

創業 1972 年 6 月

資本金 4200 万円

従業員数 74 人

平均年齢 42.6 歳

勤務条件・処遇

職種（内容）

雇用形態

初任給 高校 （全職種） 170,000円

諸手当

　 その他（○○業務手当、○○手当）

昇給 （毎年4月に1回）

賞与 （年 3回）

勤務時間 8:00 ～ 17:00

シフト制

休日・休暇

その他有給休暇

・日曜＋αで年93日以上

退職金

研修制度

（造船新人技術者研修、階層別技術研修、ビジネススキル研修）

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

高卒　         　　　令和 ２年度 3名（エンジニア4名、船体塗装1名）

連絡先 障害者雇用

採用担当/ 総務部　中村 勤務地 長崎県島原市、長崎市

電話番号/ 0957-63-3851

ホームページ/ https://shimabaradock.com/

E-mail/ y_nakamura@shimabaradock.or.jp

職場体験・見学の受入

製造業
（その他）

社員旅行 年1回（北海道、沖縄、大阪、東京など）
お祝い金等13種、旅行割引、各種チケット割引
誕生日ケーキ支給　ほか

・人ならではの技術を身に付け磨き
続けていこうと考えている方
・人の役に立つことが好きな方
・誠実に学び、成長できる片
・チームプレーが出来る方
・島原・長崎で働きたい方

求める人物像

フェリーをはじめ、あらゆる船舶の法定検査（車でいう車検）、整備・修繕を
専門として行う会社です！

 

造船と言えば船の建造を想像されることと思います。
船は生まれたのち20年以上にわたってその勤めを果たしていきますが、

その間に海水による腐食や経年劣化に、機能低下に対して万全のメンテナン
スを必要とします。

それぞれがオーダーメイドで作られ異なった構造を持つ船に対し設計図や機
械を利用しながら、熟練の人間ならではの勘・経験・技術で修繕サービスを提

供・提案し、その船が欠航することなく役割を果たせるように支えるのが
私たち修繕造船所の仕事です。

専門性の高さ、技術をご評価いただき沖縄含め九州各地より年間100隻を
超える船が島原ドックへやってきます。

船舶修造により島国日本の物流・海運を支え、日本経済を支える。
それが私たち島原ドックの使命であり誇りです！

島原ドック協業組合
シマバラドック

・船舶エンジニア職（舶用機関整備）

・鉄工・溶接職（船体製作・加工）

島原ドックでは外注作業の多い造船業界においても品質を追求するため、
全ての作業を自社工員で施工する珍しい体制をとっています。

また、様々な構造を持つ船の修繕・改造に特化するため一般の造船・鉄工業
のように作業を分担するのではなく、それぞれの工員がひとつの工事を一貫

して完了させる能力を有する多能工です。

作業を分担している企業と比較して過ごすのは同じ時間であっても圧倒的に
多い技術・経験を身に付けることが出来ます！

これから造船・エンジニア・鉄工溶接・塗装の技術者として、どこへ行っても
通用する技術とキャリアを積んでいこうとお考えの方は、

是非私たちにお声かけ下さい！

・船体塗装（船体全体のペイントコート）

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。

長崎県島原市湊町5番地2 代表理事　中村光伸

日本経済のライフラインである
海運・物流を支える造船所です

労災 健康 厚生

あり（勤続 ３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

週休○日（○曜日、○曜日）

年末年始休暇 祝・祭日休

あり

寮あり 借上社宅あり

あり



住所 代表者名

会社概要

創業 1951 年 12 月

資本金 5000 万円

従業員数 141 人

平均年齢 39 歳

勤務条件・処遇

職種（内容）

・事務職（総務・経理、資材調達）

・営業職（製品販売）

雇用形態

初任給 大学 （技術職） 195,000円

高校 （技術職） 165,000円

（技能職） 165,000円

諸手当

　 その他（職場環境手当）

昇給 （1年に1回）

賞与 （年2回）

勤務時間 8:15 ～

シフト制

休日・休暇

その他有給休暇

・年次有給休暇

・慶弔休暇

退職金

研修制度

（　会社規定による　　　　　）

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

勤務地 島原市

連絡先

採用担当/　業務部　河内

電話番号/　0957-68-1300 職場体験・見学の受入

ホームページ/　http://www.mind.ne.jp/toyokikohp/

E-mail/　 info@tkkss.co.jp

株式会社　東洋機工製作所

【会社紹介】
当社は、産業用送風機、産業用圧力容器・熱交換器を製造している三菱電機
グル－プの会社です。特に鉄道車両用機器の冷却や空調に使用される送風
機では国内トップシェアを誇り、新幹線のほとんどに当社製送風機が使用され
ています。又、欧米や中国等世界各地の鉄道車両にも使用されており、グロ
－バルな展開も図っています。今後は、優れた新製品の開発、製造技術の高
度化に力を入れ、もう一段階高い成長を目指すとともに、社員がやりがいのあ
る仕事を楽しくできる環境づくりにも力をいれ、社員と共に成長していきます。

【主な製品】
車両空調用室外送風機　　　車両空調用室内送風機　　　　車両主変換装置用冷却送風機

車両変圧器用冷却送風機　　圧縮機用高圧吸込セパレ－タ　　圧縮機用吐出ガスク－ラ－

・技能職（　製品の溶接、機械加工、組立　）

・技術職（　製品の開発設計、生産技術、生産管理、情報インフラ管理　）

17:00

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。

長崎県島原市有明町大三東乙813番地 代表取締役社長　　髙谷　士郎

鉄道車両用送風機の国内トップクラスのメ－カ－

製造業
（その他）

　　　　         　　　　　　　　令和2年度7名（経理職、技能職）

　　　　　　　 　　　　　　　　　平成31年度3名（技能職）

求める人物像

・誠実な人
・チャレンジ精神旺盛な人
・ものづくりが好きな人
・製品開発・技術開発に興味がある
人

【先輩からのメッセ－ジ】
平成29年4月入社（男性）
技術部技術一課に配属され鉄道車両用送風機の設計業務に携わって5年が
経ちました。入社1年目、2年目は先輩方に指導頂きながら業務をおこなって
いましたが、現在は自分で顧客の要求を確認し、どのように製品を製作する
のか設計計画を行い設計図面を作成しており、その製品が完成した時には達
成感や自分の成長を感じています。又、自分が設計した製品が搭載された鉄
道車両を見たり、乗車した時等には自分も社会に貢献していることを実感で
き、更なるやりがいにつながっています。
これからも社会に役立てるよう常に上を目指し、会社の仲間と共に成長を続け
たいと思います。

三菱電機グル－プ保険制度、保養施設利用可

大卒（短大、専門学校卒） 令和3年度1名（技術職）

　　　　　　　 　　　　　　　　　令和2年度1名（技術職）

　　　　　　　 　　　　　　　　　平成31年度1名（技術職）

高卒　         　　　　　　 　 令和3年度4名（技術職、技能職）

労災 健康 厚生

あり（勤続 5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

週休2日（土曜日、日曜日）

年末年始休暇 祝・祭日休

あり

寮あり 借上社宅あり

あり



住所 代表者名

会社概要

創業 1965 年

資本金 6560 万円

従業員数 本社工場： 135 名　愛野工場： 116 名

平均年齢 53 歳

勤務条件・処遇

職種（内容）

・製造機械の保全業務

・製造機械オペレータ

雇用形態

初任給

高校          （製造工程管理・保全業務） 160,000円

                 （製造機械オペレータ） 146,350円

諸手当

　

昇給 （会社の業績等による）

賞与 （会社の業績等による）

勤務時間 8：15 ～

8：00 ～

休日・休暇

その他有給休暇

・夏季休暇

・慶弔休暇

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

 令和 元 年度　２名 （製造工程管理業務）

障害者雇用

勤務地

職場体験・見学の受入

連絡先

採用担当/     吉岡、松本

電話番号/     0957-68-1188

ホームページ/   https://www.plus-ny.co.jp/

E-mail/     t-yoshioka@plus-ny.co.jp   k-matsumoto@plus-ny.co.jp

”地元が一番！”

私はプラスナイロン株式会社に入社して１１年目になります。

北九州からUターンして就職しました。

染色に始まり、今では機械を動かしています。

地域の資金を地域で回すのではなく関東や海外の大手企業との取引によっ
て、経済的に地元を元気にしていると自負しております。

従業員ひとりひとりが生産性向上のために地道に頑張ることによって、生ま
れ育ったこの地域に貢献することができます。 やらされているという気持ちで
はなく、やっているという気持ちで働いています。

給食施設

島原市、雲仙市

17：00 （本社）

求める人物像

・公私共に積極的チャレンジを
　目指せる人
・Ｕターン希望者・未経験者も
　歓迎します

17：00 （愛野）

【会社紹介】

数少ないストッキングメーカーとして、純国産にこだわり、高度な商品開発力
と生産力を背景に日本国内の数多くのお客様へＯＥＭ商品の販売及びＮＢ
商品の販売を行っております。
今後も『お客様視点』をすべての基本として、お客様それぞれのニーズの変
化に合わせて、より一層マーケットインできる商品の開発を推進し、専業メー
カーとしての独自のポジションを築き上げてまいります。
地元で働く皆さんの雇用を守るため、経営陣一丸となって業績発展のため
日々邁進しています。
ぜひ！当社で働いてみませんか？
役職員一体となり、全員で汗をかきながら『プラスナイロン社』を盛り上げてい
きましょう！！

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。

〒859-1415　長崎県島原市有明町大三東戊761 代表取締役社長　荒木辰雄

皆様に「お気に入りのストッキング」をお届けできるよう
プラスナイロンは努力し続けます！

製造業
（その他）

プラスナイロン株式会社

労災 健康 厚生

あり（勤続 3 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

週休1日（日曜日）

年末年始休暇 祝・祭日休

なし

寮あり 借上社宅あり

あり



住所 代表者名

会社概要

創業 1997 年 4 月

資本金 100 万円

従業員数 29 人

平均年齢 43.8 歳

勤務条件・処遇

職種（内容）

雇用形態(職種共通)

初任給 高校 （一般職）

　・加工職

　・技術職

諸手当(職種共通）

　 その他　割増手当(固定残業)

　　　　※使用期間中(基本3か月)は発生しない。

昇給(職種共通) （1年に1回）

賞与(職種共通) （年3回）

勤務時間 　・加工職 ：

　・技術職 ： 8：00　～　17：00

シフト制（加工職のみ） （2交代）

休日・休暇

1年間の変形労働制

その他有給休暇

・夏季休暇　3日

退職金

研修制度

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

加入保険等

木材加工担当 従業員宿舎

その他福利厚生

ＣＡＤ担当

採用実績

採用実績

高卒　      令和元年度　２名(加工職）

平成２９年度　１名（加工職）

令和３年度　　２名（加工職･技術職）

障害者雇用

連絡先 勤務地 島原市

0957-64-5522

http://www.fukuei-gp.co.jp

pretec@fukuei-gp.co.jp

職場体験・見学の受入

(基本給 151,000円＋固定残業 36,920円)

E-mail　　　　　　　　　 　/

ホームページ　　　　　　/

電話番号　　　　　　　　 /

採用担当　　　         　/

求める人物像
長期勤務によりキャリア形成が出来
る方。
ものづくりが好きな元気な方。

・技術職（ＣＡＤオペレーター）

仕事は忙しくて大変きついです。ですが先輩が丁寧に教えて下さいます。みな
さん優しく、話しやすくて働きやすい職場環境です。頑張って続けることが出来
る仕事です。一緒に仕事ができる仲間を待っています。

CADはとてもやりがいのある仕事です。 自分が担当したお施主様の家が建つ
のは何度見ても感動しますね。従業員の方も優しくて、自分が失敗して落ち込
んでいるときも冗談を言って笑わせてくださったり、明るく接してくださる方ばか
りなので気持ちの切り替えもできて、とても働きやすいと思います。

8：00　～　17：20

【会社紹介】

平成8年4月　島原半島初のプレカット工場として創業。
平安製　横架材加工機・柱加工機・束加工機・羽柄加工機・合板加工機、ﾈｯﾄ
ｲｰグルＣＡＤを使用し、加工を行っています。昨年度加工能力を上げるため、
横架材加工機の入れ替えを行いました。この導入は、生産性の向上はもとよ
り従業員の業務効率を図ることも目的としており、働き方改革にも取り組んで
います。
プレテック島原は、福栄グループの一つで、主に県内の（本社・大村営業所・
長崎営業所）へ納品しています。

社内慰安旅行（2年に1回）・社員慶弔関係

　ものづくりに興味のある方、お待ちしています。

【先輩からのメッセージ】

(基本給 151,000円＋固定残業 16,459円)

プレテック島原
シマバラ

　協同
キョウドウ

組合
クミアイ

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。

〒855-0026　長崎県島原市礫石原町甲1202-43 　代表理事　福﨑　國久

お客様にとって無くてはならない存在になるために
心から満足していただく住環境作りに邁進します。

⑤写真
※複数枚可

製造業
（その他）

・加工職（木材加工）

： 　　167,459　円

：　　 187,920　円

労災 健康 厚生

あり（勤続 3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(上限20,000)

扶養手当（家族手当）

あり

あり

深夜・休日手当

あり

隔週休2日（土曜日、日曜日）

年末年始休暇 祝・祭日休

なし

寮あり 借上社宅あり

あり

http://www.fukuei-gp.co.jp/
mailto:pretec@fukuei-gp.co.jp

