
住所 代表者名

会社概要

創業 1921 年 6 月

資本金 1000 万円

従業員数 41 人

平均年齢 46 歳

勤務条件・処遇

職種（内容）

雇用形態

初任給 高校 （製造職） 149640円

諸手当

昇給 （年に1回）

賞与 （年2回）

勤務時間 8:00 ～

シフト制

その他有給休暇

・育児休暇

・育児目的休暇

退職金

研修制度

フォークリフト、天井クレーン、玉掛、

２ボイラ技士などの資格取得の支援

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 本社

連絡先 職場体験・見学の受入

専務　大平　葉子

0957－72－3350

https://www.meshidorobou.co.jp

oohira@meshidorobou.co.jp

　　　　         　　　　　　　　令和3年度1名（製造職）

求める人物像
明るく元気な方。地元の良いところ
を自信をもって発信していく努力を
惜しまない方。

高菜袋詰め、めし泥棒、トレーパックの製造に携わっています。最初はむず
かしくて指導されてばかりでしたが、少しずつ仕事の流れがわかってきて、指
示されたことも理解できるようになりました。お店に出ている商品を買った家
族が美味しいよ、と言ってくれるのがとても励みになります。ホテルでの食事
会は楽しかったです。毎日のおやつも楽しみだし､終業まであと少し頑張ろう
と思える時間です。　　　　　　 (製造部門　令和３年３月卒女性　）

・年１回、ホテルでの食事会　・病気入院時は会社契約保険
で上限５０万円までの入院費実費(見舞金）の支給あり。・毎
日１５時飲料と菓子配布のおやつタイムあり。

高卒　         　　　　　　 　 令和2年度1名（事務職）

ホームページ/

電話番号/

採用担当/

E-mail/

漬物、味噌、ボイル大豆等の製造・販売をしています。”高菜漬”が主力商品
で、南島原はじめ全て長崎県産の高菜が原料です。ホールタイプはもちろん
カットした物、さらにそれに味付けした物など多種多様揃っています。近年は
この味付け高菜を海外に提案し、少しずつですが輸出がふえてきています。
又、“めし泥棒”も関東、関西など全国で受け入れられるようになり、食べ方
の調理例などを考案しながら販売しています。

・製造職（たかな漬・めし泥棒・ボイル大豆の製造）　　　　　　　　

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。

南島原市布津町乙1275 大平國泰

「私の”おいしい”をあの人にも」　・　「白いごはんがもっとおいしくなるお漬物」

⑤写真
※複数枚可

製造業（食品） 大平食品株式会社

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

第2土曜

年末年始休暇 祝・祭日休

あり

寮あり 借上社宅あり

あり

https://www.meshidorobou.co.jp/
https://www.meshidorobou.co.jp/
mailto:oohira@meshidorobou.co.jp
mailto:oohira@meshidorobou.co.jp
https://www.meshidorobou.co.jp/
mailto:oohira@meshidorobou.co.jp


住所 代表者名

会社概要

創業 慶応3 年 3 月

資本金 1,000 万円

従業員数 35 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） 180,000円

（総合職） 170,000円

高校 （総合職） 160,000円

諸手当

　 その他（　）

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

その他有給休暇

・育児休暇

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/　喜々津　泰誠 障害者雇用

電話番号/　0957-82-2855 勤務地

ホームページ/　http://suzakiya.com/　　　

E-mail/　kikizu.suzakiya@gmail.com

職場体験・見学の受入

求める人物像

慶応3年創業の老舗カステラ窯元「須崎屋」で一緒に働きませんか。

会社紹介

・須崎屋は、創業155年目を迎えます。長崎かすてらから始まり、五三焼かす
てらを習得し、美味しいかすてらづくりにこだわりながら、未だ進化を続けて
います。原材料にもこだわり、一層美味しいかすてらができました。しかしま
だ道半ば。おいしさの追求は、須崎屋の社是。それが支持され、今では国内
200社以上で須崎屋のかすてらを販売いただいております。国内にとどまら
ず海外からの引き合いも多くなっています。
南島原市のリーディング企業を、そしてその先を目指して突き進む。それが
今の須崎屋です。

明るく素直で前向きな人
責任感のある人

先輩からのメッセージ

（総合職/入社3年目/男性）

　私が須崎屋に入社した理由は、自分が成長できる環境が整った、可能性に
満ち溢れた会社だと思ったからです。須崎屋は、ここ数年で大きく成長を遂
げており、未だ成長途上にあります。そのため、普通は企業が成長していく
中でしか経験できない様々な業務に取り組むことができ、自らの成長のため
には最高の職場だと思いました！
　新生活に対しての不安ももちろんありました。ですが、社長や先輩方が積
極的に明るい職場環境を作り、暖かく迎えてくださったおかげで、3年目を迎
える今ではとても充実した生活が送れています。
　会社と一緒に成長し、ともに明るい未来を目指していきましょう！

資格取得支援、従業員割引、制服支給など

大卒　　　　　　　　　　　　　 令和3年度　1名（総合職）

専門学校卒　　　　　　　　　令和元年度　1名（総合職）

南島原市有家町山川1200番地

短大、専門学校

17:00

大卒　　　　　　　　　　　　　 平成30年度　1名（総合職）

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（食品） 株式会社 須崎屋

〒859-2122　長崎県南島原市有家町大苑84番地 代表取締役　伊藤　剛

・総合職（　営業、事務　）

労災 健康 厚生

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

あり

深夜・休日手当

なし

週休2日（土曜日、日曜日or日曜日、月曜日）

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 明治４１ 年 4 月

資本金 3000 万円

従業員数 32 人

平均年齢 49 歳

勤務条件・処遇

職種（内容）

雇用形態

初任給

大学 （総合職） 250,000円

高校 155,000円

（製造職） 147,232円

諸手当

　

昇給

賞与

勤務時間 8:00 ～

シフト制

休日・休暇

その他有給休暇

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/ 小林　淳子 障害者雇用

電話番号/ 0957-82-2224 勤務地

ホームページ/  https://www.kobayashijin.com

E-mail/ j-kobayashi@kobayashijin.com

職場体験・見学の受入

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。

長崎県南島原市西有家町須川３８８ 小林甚一

感動を食卓へ、匠の技を島原から

製造業（食品） 株式会社小林甚製麺

【会社概要】

弊社、小林甚製麺は雲仙天草国立公園の雲仙と天草の中央に位置し、自
然があふれる風明媚な場所で麺作りを始めてまもなく１１０年になります。
（創業明治41年）。
　長崎であるということから、長崎のちゃんぽん、皿うどんをはじめとする中
華麺、そして島原の手延べそうめんという地理的にも歴史的にも麺と縁の深
い土地柄で麺を作りつづけてきました。
　今でこそ、九州の大消費地である福岡、あるいは遠く東京、大阪まで弊社
製品をご愛顧いただいているお客様がいらっしゃいますが、もともと消費地
より遠い西の端であることから、本当に顔見知りのお客様に、私どもの作っ
た麺を食べてもらいつづけたからこそ現在の弊社があり、それが原点である
と考えています。
　それが故、安易なコスト重視の製造や原料使用は行なわず、安心・安全な
商品を製造するために、FSSC２２０００やＩＳＯ９００１を取得し、日々一貫して
安心、安全、おいしさ、そして郷土色がある麺づくりを行ってきたからこそ、今
があると思います。
　今後も更に、歴史、自然を含めたこの土地の良さ、特色を伝える商品を開
発し、それをお客様に提案することが、今まで育てていただいたお客様への
わずかな恩返しになると考えています。
　今後も、お客様のご期待に答えるために、若い力を必要としています。

商品開発・品質管理助手

17:00

【先輩からのメッセージ】

最初は分からないことも多くあり、失敗やミスをすることもありましたが、最後
までしっかりフォローして教えてくれる人がたくさんいます。
職場環境が整っており、大変心強いです。
簡単な仕事ではありませんが、やりがいのある職場です。

※「あり」の場合具体的な内容

高卒　         　　　　　　 　 令和５年度２名（製造職）

（品質管理職）

南島原市西有家町須川３８８

素直で、向上心旺盛、明るい性格

労災 健康 厚生

あり（勤続 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

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


