
住所 代表者名

会社概要

創業 昭和 60 年 1 月

資本金 1,000 万円

従業員数 54 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 （営業職） 180,000円

（製造職） 180,000円

（営業職） 165,000円

（製造職） 165,000円

高校 （営業職） 150,000円

（製造職） 150,000円

諸手当

　 その他（業務手当）

昇給 （1年に1回）

賞与 年２回(実績による)

勤務時間 8:00 ～

シフト制

休日・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

採用担当/　小川藤照 障害者雇用

電話番号/　（0957）64-0689 勤務地 島原市

ホームページ/　https://ogawaya-jp.co.jp

E-mail/　info@ogawaya-jp.com

職場体験・見学の受入

　　　　         　　　　　　　　平成３０年度３名（製造職）

求める人物像

元気な挨拶が出来る人
協調性がある人
忍耐力がある人
自分の意見が言える人

【先輩からのメッセージ】
長崎県の名物皿うどん、ちゃんぽんを全国に発送しています。長崎県の麺の
メーカーとして九州では非常に認知度が高く、夏場の冷麺各種においては各
得意様より大変好評を頂いております。
また、新しい取り組みやおもしろい企画等みんなで意見を出し合い商品化す
ることもあります。例としてはペヤングとコラボしたペヤングかた焼きそば。最
近では熊本県のソウルフードのソフトスパゲティがあります。
島原から九州、全国、東南アジアへ向けて小川屋の麺を発信して行きましょ
う。

健康保険、健康診断

大卒（短大、専門学校卒）　無し

高卒　         　　　　　　 　 令和２年度２名（製造職）

　長崎の麺のメーカー（ちゃんぽん、皿うどん等）として、美味しさは笑顔を
モットーに全国の量販店、生協、業務店へ販売しています。
　外食事業部門として、タイ・バンコクで麺屋金四楼の運営。地元の発展と社
員の明るい未来のために貢献できるような企業を目指しています。

短大、専門学校

(製造職)各種麺類（ちゃんぽん皿うどんラーメン等)もやし

（海外事業）タイバンコク金四楼　　

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。

〒855-0031　長崎県島原市前浜町乙89 小川　知孝

　美味しさは笑顔

⑤写真
※複数枚可

製造業（食品） 株式会社小川屋

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

あり

４週６休 （会社カレンダーによる）

有給休暇

あり

寮あり 借上社宅あり

あり

育児・介護休暇

産前・産後休暇

金四楼くん ソフトくん



住所 代表者名

会社概要

創業 1912 年 4 月

資本金 3000 万円

従業員数 47 人

平均年齢 45 歳

勤務条件・処遇

職種（内容）

雇用形態

初任給 大学 （総合職） 191,000円

（総合職） 173,000円

高校 （製造職） 145,000円

（事務職） 145,000円

諸手当

　 その他（技能手当）

昇給 （1年に1回）

賞与 （年2回）

勤務時間 8:00 ～ 17:00

シフト制 （3交代）

休日・休暇

その他有給休暇

・産前・産後休暇

・育児休暇

退職金

研修制度

（社内・社外研修　　　　　　　　　　　　）

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

大卒（短大、専門学校卒） 令和4年度1名（研究開発職）

　　　　　　　 　　　　　　　　　令和3年度1名（研究開発職）

高卒　         　　　　　　 　 令和4年度1名（製造職）

　　　　　　　 　　　　　　　　　令和元年度1名（製造職）

障害者雇用

勤務地 長崎県島原市高島一丁目369番地

連絡先

採用担当/ 宮崎　輝久

電話番号/ 0957-62-2255

ホームページ/ http://www.showakagaku.com 職場体験・見学の受入

E-mail/ t.miyazaki@showakagaku.com

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。

〒855-0801　長崎県島原市高島一丁目369番地 代表取締役　村上　豪將

島原から世界へ

①6：00～14：00
②14：00～22：00
③22：00～6：00

※「あり」の場合具体的な内容
作業服支給

求める人物像

製造業（食品） 昭和化学工業株式会社

固定観念にとらわれず、やる気と夢
をもった人。「自分が会社を動かす」
という高い志を持った人。

【先輩からのメッセージ】
入社したばかりのころは不安がいっぱいでしたが、周りの先輩方が気さくに
声をかけてくれて、わからないところなどたくさんアドバイスをもらい、職場の
雰囲気に早く慣れることができました。

仕事の内容は全国の加工食品メーカーに提供する食品素材の製造です。直
接、消費者が購入する物ではありませんが、加工食品メーカーで原料として
使用され、形を変えて加工食品メーカーの商品として全国で販売されていま
す。
いわば「縁の下の力もち」的な役割ですが、自分が作った原料からできたお
客様の商品が、近くのスーパーやコンビニに並んでいる姿を見ると、非常に
やりがいのある仕事と感じました。

今後は海外で売れる商品も作っていくと聞いています。
「島原から世界へ」新しいチャレンジに取り組む一員として是非、一緒に働い
てみませんか。

【「おいしく安心できる」をいつまでも】
昭和化学工業は明治４５年、国内で初めてカラメル製造に着手しました。
その後、100余年、お客様のご要望に応えるべく、様々な加工食品向けに食
品素材の開発を続けてまいりました。
そして今日、衛生的な設備と厳格な品質管理のもと、高品質な製品を製造し
ております。
　今後も私たちは、自然の恵みである糖を原料にして、長年培ってきた糖加
熱加工技術を持って、皆様に安心、安全な製品をお届けし、「食」に貢献して
いきたいと思っています。

【事業内容】
カラメル／食品シラップ／調味料／その他の開発および製造販売

【グループ会社】
昭和商事株式会社

・研究開発職（新商品開発、新商品販売、品質管理、品質保証など）

・製造職（食品製造、設備のオペレーション、製造記録管理など）

短大、専門学校

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

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（土曜日・日曜日、年に数回土曜日勤務有）

年末年始・GW・夏期休暇 祝・祭日休

あり

寮あり 借上社宅あり

あり

http://www.showakagaku.com/
mailto:t.miyazaki@showakagaku.com


住所 代表者名

会社概要

創業 1970 年 9 月

資本金 2,000 万円

従業員数 251 人

平均年齢 40 歳

勤務条件・処遇

職種（内容）

・営業職（ルート営業／企画・提案営業など）

・品質管理職（食品の衛生検査、品質管理、品質保証など）

・商品開発職（自社商品の新規開発および既存商品のリニューアル）

雇用形態

初任給 大学 （総合職①） 196,034円

（総合職②） 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：営業職・品質管理職・商品開発職

　 総合職②：製造職・事務職

諸手当

　 その他（職務手当）

昇給 （年1回）

賞与 （年1回）

勤務時間 8:15 ～

シフト制

休日・休暇

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

障害者雇用

連絡先 勤務地

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

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４名（総合職）

　　　　　　　 　　　　　　　　　令和３年度３名（総合職）

高卒　         　　　　　　 　 令和４年度６名（製造職５名、営業職１名）

　　　　         　　　　　　　　令和３年度６名（製造職５名、事務職１名）

　　　　　　　 　　　　　　　　　令和２年度０名

島原市、雲仙市、大村市、佐世保市

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。

〒８５５－００６２　長崎県島原市本町甲１８３－１ 代表取締役　山中数浩

『明るい食卓　これからもずっと』

製造業（食品）

【水の都島原から安心安全な食品を全国へお届けします】
　当社は「広く地域社会に貢献を」をモットーに活動しており、お肉を中心に扱
う食品メーカーです。長崎の水の都「島原」に本拠を置き、豊富な水を利用し
た養豚、養鶏に広く関わっています。
　吟味された飼料提供から、生産指導、一次加工品、未加熱加工品、加熱加
工品まで幅広く製造しています。製造のみではなく自社配送での物流も行っ
ており、かつ、営業所、工場にかかわらず品質・衛生面を厳しく管理すること
により、当社が求める「生産から食卓まで」の安全、安心を守り続けていきま
す。

【事業内容】
食肉処理／食肉販売／食肉製品製造販売／飼料販売／調理冷凍食品製
造販売

【経営理念】
一、我々は、お客様に、より安心、より美味しい食品を提供する
一、お客様の立場になって仕事を行う
一、社員の健康とゆとりの追及に努力をはらう
一、広く社会に貢献する

【関連会社】
株式会社エース・フーズ
一般社団法人　光

≪先輩からのメッセージ≫

【製造職／平成28年4月入社／男性】
　私は現在、ハム・ソーセージ等の食肉加工品を製造する工場に勤務してい
ます。日によって作業内容は異なりますが、原料肉の下処理や、製造工程の
一つである塩漬や燻製の作業を主に行っています。高校の先生の勧めがあ
り、また事前に応募前職場見学に参加し自分に向いているのではないかと
思ったので、入社を決めました。先輩社員の方々が優しくフォローして下さる
ので、働きやすい会社だと思います。これからもっといろいろな仕事を任せて
もらえるよう、励んでいきたいと思います。

【事務職／平成27年4月入社／女性】
　私は現在事務員として、電話や来客の対応や、締めの業務等を行っていま
す。特に、お客様へはご迷惑をお掛けすることがないよう、丁寧な対応を心
がけています。最初は分からないことばかりでしたが、職場の方々に教えて
頂くことで、日々理解を深めていくことが出来ました。出来ることが増えていく
のはとても嬉しいです。

17:30

休日：社内カレンダーによる

株式会社　大光食品

・事務職（工場事務／営業事務／総務・経理／人事・労務など）

短大、専門学校

・製造職（工場での食肉処理、食肉製品製造作業など）

　　　　　　　 　　　　　　　　　令和２年度８名（総合職）

年間休日：96日（月7～10日程度）

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 昭和30 年 1 月

資本金 8,000 万円

従業員数 124 人

平均年齢 45.6 歳

勤務条件・処遇

職種（内容）

雇用形態

初任給 大学 （営業職） 180,000円

（製造職） 180,000円

（営業職） 165,000円

（製造職） 165,000円

高校 （営業職） 150,000円

（製造職） 150,000円

諸手当

　　通勤手当（距離により、上限8,000円）

昇給 （1年に1回）

賞与 （年2回）

勤務時間 8:00 ～

シフト制

休日・休暇 休日　会社カレンダーによる

年間休日　105日

育児・介護休暇　産前・産後休暇

生理休暇・特別休暇

退職金

研修制度

（　社内OJT　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

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/ 事業推進部　山下 障害者雇用

電話番号/ 0957-63-0333 勤務地

ホームページ/ https://kintaiyo.co.jp

E-mail/daisuke.yamashita@kintaiyo.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。

長崎県島原市高島一丁目365番地 代表取締役　内田弘繁

⑤写真
※複数枚可

製造業（食品） 太洋食品株式会社

短大、専門学校

・営業職（問屋・スーパー・OEM先等への企画提案営業　）

・製造職（工場内で缶詰・びん詰め・レトルト食品製造）

※「あり」の場合具体的な内容

大卒（短大、専門学校卒） なし

高卒　         　　　　　　 　 なし

ある程度認知を頂いておりますが、九州から一歩出ますとあまり認知されていません

　　世帯主手当

（配偶者20,000円　子5,000円/1人4名迄）

業務内容に応じて、早出出勤等あり

有給休暇　勤続6カ月経過後に10日、最大20日

昔懐かしい「粒オレンジみかん」をご存知の方もいらっしゃるのではないでしょうか

17:00

　先輩からのメッセージ

当社では缶詰を中心に缶飲料等の製造販売をおこなっております。九州内では

　【営業職/平成23年入社/男性】

島原市、南島原市（物流センター）

何事も前向きに取り組める人

コミュニケーション能力が高い人

ぜひ一緒に「kintaiyo」をＰＲしていきましょう！

　【製造職/平成18年入社/男性】

果物の缶詰を中心に製造しています。生活する上で欠かせない衣食住の内の

協調性があり人の気持ちを考慮できる人

元気で明るく、挨拶が丁寧にできる人

「食」を担う重要な仕事だと感じています。島原の工場で作った缶詰が日本全国

で食べて頂いていると思うと感慨深いです。近年は食の安全が重要視されて

おり「届けよう！美味しさと　安心・安全」をスローガンに従業員の皆さんと力を

合わせてより良いものを作っていきます。

求める人物像

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）

あり

あり

あり

あり

寮あり 借上社宅あり

なしあり

『届けよう 美味しさと安心・安全』

昭和 30年 1月 17日

昭和 30年 7月 20日

昭和 31年 5月

昭和 35年 3月

昭和 35年 5月

昭和 35年 9月

昭和 40年 2月

昭和 41年 10月

昭和 43年 3月

昭和 45年 9月

昭和 50年 12月

平成 5年 4月

平成 10年 5月

平成 21年 3月

平成 21年 4月

平成 24年 10月

平成 27年 2月

平成 28年 3月

平成 29年 6月

平成 30年 1月

令和 元年 12月 14日

令和 3年 1月 15日

沿　革

水産庁長官賞　ぶり味付（フレーク）長崎県産

・レトルト製品の商品化に取り組んでおります。

第57回　長崎県水産加工振興祭

農林水産大臣賞　金太洋ぶり味付（切身）長崎県産

第58回長崎県水産加工振興祭水産製品品評会

資本金200万円を以って九州食品㈱設立

資本金1,000万円に増資

社名を太洋食品㈱に変更

当社は昭和30年1月17日創立であり、地元有志の出資により発足致しました。

主として、みかん・甘夏みかん・枇杷・白桃・栗・赤貝等の缶詰を金太洋（Kintaiyo）

受賞歴

旭洋食品㈱三ヶ月缶詰㈱の棚卸資産及び営業権買収

本社を大阪市へ移転

資本金4,000万円に増資

福岡県筑後市に天洋食品㈱設立

明治製菓㈱の系列会社となる

資本金8,000万円に増資

本社を東京都中央区へ移転

本社を長崎県島原市へ移転

天洋食品㈱を吸収し太洋食品㈱筑後工場とする

明治製菓㈱の100％子会社となる

東京営業所を閉鎖

会社の特色

ブランドにて製造しており、九州に唯一の確立された自己ブランドを持つメーカーで

あります。また、近年は地元長崎県及び島原半島の農水産物を原料とした缶詰製品

大阪市に関西支店を新設

福岡県筑後市（筑後工場内）に九州支店を新設

関西支店を吹田市へ移転

筑後工場・九州支店を閉鎖し業務を本社に統合

関西支店を閉鎖

島原食糧販売㈱の100％子会社となる

正社員 正社員以外（契約社員・嘱託社員等）

あり

あり

あり

https://kintaiyo.co.jp/
mailto:E-mail/daisuke.yamashita@kintaiyo.co.jp


住所 代表者名

会社概要

創業 昭和　25 年 7 月

資本金 9500 万円

従業員数 163 人

平均年齢 48 歳

勤務条件・処遇

職種（内容）

雇用形態

初任給 大学 （総合職） 200,000円

（総合職） 180,000円

高校 （総合職） 163,000円

（事務職） 147,000円

諸手当

　 その他（業務手当、調整手当）

昇給 （年１回）

賞与 （年２回）

勤務時間 8:00 ～

シフト制

休日・休暇 休日：社内カレンダーによる（年間95日）

その他有給休暇

・育児・介護休暇

特別休暇：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

採用担当/ 総務部　松本

電話番号/ 0957-68-1155

ホームページ/ http://www.marumasa-suisan.co.jp/

E-mail/ marumasa@alto.ocn.ne.jp

職場体験・見学の受入

島原市、長崎市、福岡市

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。

〒859-1401　長崎県島原市有明町湯江甲444-2 代表取締役　坂田政浩

海からの健康を皆様の食卓へ

⑤写真
※複数枚可

製造業（食品） 株式会社　丸政水産

高卒　         　　　　　　 　 令和3年度　2名（販売・製造職）

【会社紹介】
　当社は昭和25年創業の水産加工・販売会社です。
『海のものならマルマサ』をキャッチフレーズとして近海の魚介類をはじめ、全
国そして海外からも、厳選された海の幸を買付し、加工・販売しております。
　「味にこだわり、品質第一の安心できる水産加工品」を念頭におき、全国の
市場・商社を通じ、「海からの健康を皆様の食卓へ」お届け致しております。

【事業内容】
　水産加工品の製造・販売

【主な取扱商品】
　カニ・海苔・珍味・切り身・塩干品等

【企業理念】　感謝
　１、お取引様への感謝
　１、地域社会への感謝
　１、魚介類への感謝
　１、従業員相互間の感謝

短大、専門学校

・事務職（　経理・受付　　　　　　　　　　　　　　　　）

・営業（総合）職（　法人営業　　　　　　　　　　　　）

17:00

・製造職（　水産物加工（海苔・カニ・珍味・魚）　）

・店舗販売員（　当社製品販売　　　　　　　　　　）

　　　　         　　　　　　　　令和2年度　1名（事務職）

　　　　　　　 　　　　　　　　　令和1年度　2名（事務・製造職）

求める人物像

・何事にも素直に取組める人
・自ら考え行動できる人
・自分の行動に責任を持てる人
・何事にも積極的に取組める人
・郷土を愛する人

【先輩からのメッセージ】
私は店舗販売員としてお客様の接客、電話の対応等を行っています。入社当
初は、うまくやっていけるか心配で不安も大きかったのですが、職場の方々が
丁寧に教えて下さり、少しずつですが仕事にも慣れ、お客様が喜んで当社製
品を買ってくださることにとてもやりがいを感じています。先輩方はとても優し
く、職場の雰囲気も明るいので、毎日楽しく仕事に励んでいます。ぜひ、一緒
に頑張っていきましょう。

・定期健康診断
・くるみん導入／育児休業取得実績あり
・永年勤続表彰制度あり

大卒（短大、専門学校卒） 令和2年度　1名（総合職）

　　　　　　　 　　　　　　　　　令和1年度　1名（総合職）

　　　　　　　 　　　　　　　　　平成28年度　1名（総合職）

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

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.marumasa-suisan.co.jp/
mailto:marumasa@alto.ocn.ne.jp


島原半島地元企業ガイドブック様式（令和4年度改訂版）

住所 代表者名

会社概要

創業 2002 年 4 月

資本金 100,000 万円

従業員数 1274 人

平均年齢 45.2 歳

勤務条件・処遇

職種（内容）

雇用形態

初任給 大学 （技能職） 191,040円

（技能職） 182,200円

高校 （技能職） 173,620円

諸手当

　 その他（交代業務手当）

昇給 （1年に1回）

賞与 （年2回）

勤務時間 8:30 ～

シフト制 （3交代）

8:30 ～

16:30 ～

0:30 ～

休日・休暇

その他有給休暇

・夏季休暇

・特別休暇

退職金

研修制度

（新入社員研修、安全衛生教育、OJT）

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/ 平井　昌 障害者雇用

電話番号/ 0957-62-6171 勤務地 長崎県島原市弁天町二丁目

ホームページ/https://www.takarashuzo.co.jp/

E-mail/hiraiaz@takara.co.jp

職場体験・見学の受入

求める人物像

・やるべき事を最後まで責任をもっ
てやり遂げる方
・コミュニケーションをしっかりとれる
方
・何事にも前向きに取り組む方

会社紹介

独創的で確かな技術に裏付けられた和酒を提供

焼酎・清酒・ソフトアルコール飲料・中国酒・ウイスキーといっ
た酒類から、家庭用・加工業務用向けの酒類調味料や原料
用アルコールまで、伝統に培われた独創的で確かな技術に
裏付けられた幅広い商品を製造・販売しています。

短大、専門学校

・技能職（アルコール製造（蒸留機・ボイラー管理）　　）

・技能職（工場設備のメンテナンス　  　　　　　　　　　　）

17:00

16:45

8:45

先輩からのメッセージ

島原市における全国企業になります。安定した生活と
とっても働きがいがある仕事ができて満足しています。
宝グループの仲間として、ぜひ、一緒に働きましょう。

社宅、借上寮制度あり

勤務地では過去5年なし

0:45

令和4年11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。

長崎県島原市弁天町二丁目7355番地 工場長　松本　国治

自然との調和を大切に、
発酵やバイオの技術を通じて

人間の健康的な暮らしと生き生きとした
社会づくりに貢献します。

⑤写真
※複数枚可

製造業（食品） 宝酒造株式会社島原工場

労災 健康 厚生

あり（勤続3年以上） なし

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 なし

あり なし

深夜・休日手当

あり なし

週休2日（土曜日、日曜日）シフト制除く

年末年始休暇 祝・祭日休

なしあり

寮あり 借上社宅あり

なしあり

mailto:E-mail/hiraiaz@takara.co.jp

