
住所 代表者名

会社概要

創業 1989 年 1 月

資本金 3,000 万円

従業員数 17 人

平均年齢 42 歳

勤務条件・処遇

職種（内容）

雇用形態

初任給 ※　要　問合せ

諸手当

　 その他（皆勤手当、役職手当、営業手当）

昇給 （不定期）

賞与 （年２回）

勤務時間 8:30 ～

シフト制

8:30 ～

10:00 ～

休日・休暇

その他有給休暇

  その他育児・介護休業規程あり

退職金

研修制度

（※業務に関連した資格取得への補助あり）

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

採用担当　/　大槻純子 障害者雇用

電話番号　/　0957-63-3456 勤務地 本社

ホームページ　/　http://www.shimabara.ne.jp/cts/

E-mail　/　cabocha@shimabara.jp

職場体験・見学の受入

求める人物像

・明るく積極的な人
・協調性があり同僚と協力して仕事
に取組める人
・好奇心旺盛で新らしいことに挑戦で
きる人

　　　　　　　　　　【平成３１年３月入社　島原商業高校出身　女性】
　
私がカボチャテレビに入社して３年が経ちます。
現在所属している部署は制作課で、様々な情報や島原の今を地元の皆様に
お届けする番組を制作しています。他にもSNSを使って番組内容を紹介した
り、リポーターやナレーションも担当しています。
仕事については先輩方がひとつひとつ丁寧に教えてくれるので楽しく頑張れて
います。また、地域のイベントを取材する中で地元の人達と触れ合う機会も多
く、島原の良いところを発見できるのもこの仕事の魅力の一つです。
会社の雰囲気も良く、とても楽しくやりがいのある職場です。一緒に働いてみ
ませんか？！ 定期健康診断

高卒　         　　　　　　 　 平成２８年度　１名（技術職）

　　　　         　　　　　　　　令和　１年度　１名（制作職）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【会社紹介】

当社は平成３年に放送を開始、そしてその直後に発生した雲仙普賢岳災害か
らの復興と共に歩んできました。
このため我が社は、「安心・安全な街づくり」を目指して地域や市と共に様々な
事業に取り組んでいます。

平成１１年に雲仙復興事務所と協力し普賢岳や水無川のLIVE放送を開始、平
成２７年には島原市と防災協定を結び緊急情報を自主チャンネルで放送、関
連企業の「ＦＭしまばら」も市と連携し緊急情報を開始しました。更に平成２９
年には南島原市の防災事業に参加し「防災ラジオ」の設置業務に取組み、「Ｆ
Ｍしまばら」が緊急情報の放送・配信を始めました。このように地域の自治体
と強く結びつき安心安全情報の発信を行っています。

そして最近では、中心事業のケーブルテレビ・インターネットサービスに加え、
小学生を対象とした「プログラミング教室」やMVNO（格安スマホ）の提供も行っ
ています。これからも市民生活に寄り添ったサービスを展開し「地域に必要な
インフラ」として頑張ります。

・総務職（　総務事務、経理事務　）

・営業職（加入営業、加入者のサポート等　）

17:30

17:30

19:00

・技術職（　ケーブルテレビ・インターネット配線工事等　）

・制作職（　地域情報、番組企画、ＣＭ等の制作　）

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。

〒855-0807　長崎県島原市白土町1111番 清水多聞

地域の安心安全に貢献し
常に新しいことに挑戦！

⑤写真
※複数枚可

情報通信業 株式会社ケーブルテレビジョン島原

労災 健康 厚生

あり（勤続 １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

週休２日（日曜日、隔週土曜日）

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 1991 年 2 月

資本金 1,000 万円

従業員数 35 人

平均年齢 39.2 歳

勤務条件・処遇

職種（内容）

雇用形態

初任給 大学 （ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾏ） 172,000円

高専 （ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾏ） 158,000円

（ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾏ） 151,000円

高校 （ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾏ） 140,000円

諸手当

　 その他（テレワーク手当）

昇給 （年1回）

賞与 （年３回）

勤務時間 8:30 ～

シフト制

休日・休暇

その他有給休暇

・夏季休暇

・メーデー休暇

退職金

研修制度

（　新入社員研修、各種技術研修　）

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

採用担当             / 業務グループ　吉岡　大二郎 障害者雇用

電話番号             / 0957-64-5550 勤務地

ホームページ        / https://www.shimabara-soft.jp/

E-mail                 / ssc-recruitment@shimabara-soft.co.jp

職場体験・見学の受入

島原市、諫早市　他

                                    平成14年度1名（ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾏ職）

                                    平成 6年度1名（ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾏ職）

求める人物像
会社と共に自らを成長させる、熱意
のある人財を待望しています。

【先輩からのメッセージ】

私は入社当初、不安でいっぱいでした。しかし、社長をはじめ、社員皆様の人
柄がとても良く、社内イベントもたくさんあり、すぐに会社になじむことができま
した。現在、私は自治体システムに携わっています。失敗も多々ありますが、
乗り越えた時の達成感、お客様からのお褒めの言葉を糧に頑張れています。
社員は少ないですが、成長途中の会社です。私たちと一緒に会社の発展、自
分の目標達成に挑戦してみませんか？
開発第一部　塚原毅彦
（長崎大学・工学部卒）

社員旅行等社員会イベントへの補助他

大卒（短大、専門学校卒） 令和４年度１名（ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾏ職）

　　　　　　　 　　　　　　　　　令和３年度３名（ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾏ職）

　　　　　　　 　　　　　　　　　平成２年度１名（ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾏ職）

高卒　　　　　　　　　　　　　 平成31年度1名（ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾏ職）

【会社紹介】
　島原ソフトウェアは、平成３年の創立以来、地域の人材による、システム開
発技術者のプロ集団です。大手メーカー等のビジネスパートナーとして、ある
いは地元自治体・企業のＩＴベンダーとして、システムの設計・開発に携わり、
地域社会への貢献を行って参りました。
　事業規模と社員数は年々増加しており、島原本社と諫早事務所の２拠点で
さらに事業の伸長を図っているため、会社と共に成長してくれる人財を心待ち
しております。
　また、ISO27001規格を認証し、セキュリティ面の強化により、お客様からの信
頼をより強固なものにしてまいります。
　さらに、当社は、働きやす職場として、島原市初のNぴか企業認証を受けて
おります。客先駐在で半島外勤務の社員も全員集まる社員旅行等のイベント
を通して社員同士が交流を深めており、風通しの良い職場です。
　
　
【業務内容】
　１．情報システムの設計・開発
　２．ネットワーク、データベースの構築・導入
　３．業務パッケージソフトの導入
　４．ＯＡ機器の販売・保守
　５．情報処理に関するコンサルティング
　６．情報処理システム開発技術者の派遣

短大、専門学校

・プログラマ

　ソフトウェアの設計開発等

17:30

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。

〒855-0074　長崎県島原市城見町4906-1 代表取締役　吉岡　宏道

会社と共に成長してくれる人財を募集

⑤写真
※複数枚可

情報通信業 島原ソフトウェア株式会社

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

なし

完全週休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

http://www.shimabara-soft.co.jp/
mailto:ssc-recruitmrnt@shimabara-soft.co.jp


住所 代表者名

会社概要

創業 2005 年 10 月

資本金 300 万円

従業員数 44 人

平均年齢 33 歳

勤務条件・処遇

職種（内容）

雇用形態  正社員 、正社員以外（契約社員・嘱託社員等）、パート

初任給 大学

短大、専門学校

高校

パート

諸手当 深夜休日手当

　

昇給 あり （年に1回）

賞与 あり （年2回）

勤務時間  正社員 9:00 ～

パート 9:00 ～

休日・休暇 週休2日（土日）

年末年始 祝祭日休

その他有給休暇

・産前産後・育児休暇・介護休暇

退職金 あり（勤続2年以上）

研修制度 なし

加入保険等 雇用、労災、健康、厚生

従業員宿舎 社宅あり

その他福利厚生 あり

採用実績

採用実績

　　　　　　　 　　　　　　　　　令和4年度1名（カスタマーサポート職）

高卒　         　　　　　　 　 令和4年度1名（カスタマーサポート職）

障害者雇用 あり

連絡先 勤務地 島原市

採用担当/ 柴田絵美

電話番号/ 0957-73-6945

ホームページ/ https://yuidesign.jp/

E-mail/  info@yuidesign.jp

職場体験・見学の受入 可

結デザインは、「人」を大事にします。
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。

フラットな組織体制のため、年齢、性別、入社歴など関係なく、
思いおもいの意見を言い合える環境が整っています。

自分の強みを発揮できれば、新人であっても裁量権を持つことができます。
中途入社組が多く、コンサル、アプリ開発、看護師、アパレル販売など

異業種を経験してきたメンバーがごっそり！
それゆえ、様々な知見を取り入れることができ、

思いがけないアイディアが生まれることも。
個々の強みを活かし、それぞれが責任を持って業務にあたるプロ集団です。

人と地域のかすがい

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。

情報通信業 結デザイン有限会社

〒855-0076長崎県島原市上折橋町甲1615-1 平野 高史

・営業企画職
返礼品提供事業者開拓、返礼品の企画・提案、自治体様と連携、事業者
様と連携、返礼品説明文作成、返礼品ページの作り込み、マーケティン
グ、在庫調整、特集の企画・作成、SNS情報発信、自治体ブランディング、
PR活動
・カスタマーサポート職
個人情報の管理、データ取り込み、問い合わせ対応（メール・電話）、返礼
品発注/管理、伝票発行、受領証明書・発送、印刷自治体様と連携、事業
者様と連携、配送業者様と連携、返礼品ページ確認
・デザイナー職
返礼品画像作成、サイトへの返礼品登録、バナー作成、サイトデザイン、
コーディング、印刷物デザイン、撮影
・エンジニア職
社内インフラ構築、業務効率化ツール開発、システム改修、コーディング『長崎から全国をサポート』

結デザインでは、全国の自治体と提携し、ふるさと納税の
支援業務をおこなっております。

着実に実績を重ね、長崎県島原市に本社を構える地方の
会社にも関わらず、いまでは全国の自治体様から

業務支援のご依頼をいただいております。
『地域の未来と、人を結ぶ「かすがい」となる』

これをモットーに、結デザインは地域に寄り添い、
共に歩みながら、未来を描いています。

（
全
職
種
共
通

）

月給：180,000円〜205,000円
（固定残業代込み）

月給：175,000円
（固定残業代込み）

月給：170,800円
（固定残業代込み）

時給：1,000円～1,200円

求める人物像

私たちのミッションは，受託している
自治体様の寄附を増やすこと、地場
産業の活性化を図ることです。
「地域生産者の力になりたい」と思う
あなたを求めています！

18：00(休憩1h)

■具体的な内容
社員食堂、服装髪型自由、テレワーク可能、時間休取得
可、キャンプ場所提供

大卒（短大、専門学校卒） 令和3年度2名（カスタマーサポート職）

18：00の4h以上

（休憩1h、詳細面談）

セルの縦横幅は絶対に変更しないでください！

https://yuidesign.jp/

