
住所 代表者名

会社概要

創業 43 年 4 月

資本金 3,000 万円

従業員数 108 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 円

円

151,200

円

高校 円

円

諸手当

　 その他（資格手当、職務手当）

昇給 （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 年間休日114日

・夏季休暇

・GW休暇

退職金

研修制度

（　　ミシン・裁断機操作方法　）

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/ 森田　慎吾 障害者雇用

電話番号/ 0957-65-8055 勤務地

ホームページ/ https://asahi-kohgyoh.co.jp

E-mail/

職場体験・見学の受入

　　　　         　　　　　　　　平成30度2名

　　　　　　　 　　　　　　　　　平成29年度14名

求める人物像
・常に向上心を持ち積極的に行動出
来る人

先輩からのメッセージ
・入社当初は製品の不良を出したり、縫うスピードが遅く同じ
ラインのメンバーに迷惑を掛けたりもしましたが、今では有
資格者となって後輩に教えたりも出来るようになりました。時
には同僚と競い合っています。
・今はコロナ禍で同僚と集まって何かをする、という事が出
来ません。収束したらBBQや忘年会、色々楽しみです。

※「あり」の場合具体的な内容
・無料駐車場・永年勤続表彰　・慶弔見舞金

高卒　　　　　　　　　　　　　 令和4年度2名

　　　　　　　 　　　　　　　　　令和3年度5名

　　　　　　　 　　　　　　　　　平成2年度0名

⑥会社紹介

短大、専門学校

/

縫製工　　　・検査　　　・裁断

17:10

unzen1@dune.ocn.ne.jp

長崎県雲仙市瑞穂町伊福甲1714--2

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。

長崎県雲仙市瑞穂町伊福甲字野田道1714-2 糟谷　幸央

「質・量・コスト」1人ひとりが主役
皆で築こうリーディングカンパニー

⑤写真
※複数枚可

製造業
（その他） 旭工業株式会社雲仙工場

　　　　         　　　　　　 　  令和1年度1名

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

車のシートカバーを、生産から出荷まで一貫して行っている会社です。

mailto:unzen1@dune.ocn.ne.jp
mailto:unzen1@dune.ocn.ne.jp
mailto:unzen1@dune.ocn.ne.jp
mailto:unzen1@dune.ocn.ne.jp


住所 代表者名

会社概要

創業 1973 年 3 月

資本金 3,000 万円

従業員数 82 人

平均年齢 41 歳

勤務条件・処遇

職種（内容）

雇用形態

初任給 高校 （技術職） 160,000 円

諸手当

　 その他 （皆勤手当）

昇給

賞与 （年2回）

勤務時間 8:30 ～

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

採用実績等

採用実績(長崎工場）

専門校 令和　４年度　１名（工務職）

高卒　         　　　　　　 　令和　４年度　２名（製造/品証職）

令和  ３年度　２名（検査/事務職）

　　　　         　　　　　　　　令和  ２年度　１名（製造職）

障害者雇用

勤務地

職場体験・見学の受入

採用担当             / 安野　広明

電話番号             / 0957-38-3520

ホームページ        / https://www.hondafloh.co.jp

E-mail                 / honda-sangyo@hondafloh.co.jp

雲仙市吾妻町

製造業
（その他）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   

・技術職（フッ素樹脂/シリコーンゴム機能性複合材・加工品
　の製造、検査、品質管理、研究開発）

「当社の社員従業員は発展継続の源泉である」ことを理
念とし、顧客満足、品質向上に取り組み、企業を繁栄さ
せ、継続させることで社会に貢献する。

　当社は、食品、自動車、包装、エレクトロニクスなど
の様々な分野の製造工程で使用されているフッ素樹脂／
シリコーンゴム機能性複合材の設計・開発・製造・販売
メーカーです。
　私たちは「お客様が抱える課題を解決したい」との考
えの基に、常にお客様の声に耳を傾け、当社の蓄積され
た技術力を活かし確かな品質とサービスでお客様の製造
プロセスをサポートしています。
　私たちが納入した製品は、日本国内のみならず、世界
のどこかで、様々な分野の生産工場で活躍しています。
　これからもお客様のお役に立てる「喜び」を旗じるし
に、新しい分野、新しい素材へ挑戦し、お客様のニーズ
にお応えできる企業を目指していきます。

   手がけた製品が世界のどこかで活躍している「喜び」
    　　私たちと一緒にモノづくりを楽しみましょう

17:30

                               （新入社員研修、資格取得研修）

慶弔見舞金制度、永年勤続表彰、健康診断、社内イベント
（観桜会/ボウリング大会/ソフトボール大会/忘年会/小旅
行　等）

求める人物像

① 明るく、健康で、積極的に仕事に
　　取り組むことができる人財
② 協調性があり、チームワークを大
　　切にできる人財
③ 目標を持ち、その目標に向って
　　最後まであきらめずにやり抜くこ
　　とができる人財
④ 何事にも興味をもち、前向きに
　　チャレンジすることができる人財

　私は現在、雲仙市にある長崎工場で総務経理課の事務員とし
て、経理や電話/来客の対応などの業務を行っています。
　入社当初は分からないことも多く不安もありましたが、新入社
員研修の際から、先輩社員の方々が丁寧に指導下さり、少しずつ
ですが仕事を覚えていくことができており、日々より良い商品を
お客様へご提供できるように努力しています。
　また、業務以外でも、社内イベントでの社員同士の交流も多
く、とても明るく活発な会社です。

連絡先

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。

長崎工場：〒859-1113　長崎県雲仙市吾妻町布江名677（本社：神奈川県） 代表取締役　　本多 克也

確かな品質とサービスで
お客様の製造プロセスをサポート

労災 健康 厚生

あり（勤続3年以上）

可 不可

有 無

社宅あり なし

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

週休2日（土曜日、日曜日）※月1回土曜日出勤あり

年末年始休暇 祝・祭日休

あり

寮あり 借上社宅あり

あり

経営理念

会社概要

尾崎茉海夏（令和３年４月入社）

http://www.hondafloh.co.jp/
mailto:honda-sangyo@hondafloh.co.jp


住所 代表者名

会社概要

創業 1972 年 7 月

資本金 3000 万円

従業員数 85 人

平均年齢 38.7 歳

会社全景

勤務条件・処遇

職種（内容）

雇用形態

初任給

大学 （技術職）188,000～228,000円+通勤手当

　　組立工場

高校・専門校　 （技術職）168,000円+通勤手当

（製造職）168,000円+通勤手当

諸手当

　

昇給 （1年に1回）

賞与 （年2回）

入社2年目以降 年5ヶ月分程度

勤務時間 7:50 ～

機械加工場（門型マシニングセンタ） シフト制

休日・休暇

　　年間休日120日

その他有給休暇

・年次有給休暇（入社6ヵ月後より）・特別休暇

退職金

研修制度

（　新入社員研修、資格取得外部講習　）

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

専門校卒 令和2年度1名（製造職）

令和3年度1名（製造職）

高卒 令和3年度2名（技術職）

連絡先

採用担当/ 瀬戸口 障害者雇用

電話番号/ 0957-38-3553 勤務地 本社所在地に同じ

ホームページ/　http://www.n-sanki.co.jp

E-mail/ info@n-sanki.co.jp

職場体験・見学の受入

求める人物像
”ものづくり”が好きな人

広い視野と柔軟な思考を持った人
挨拶ができる人

・技術職（　生産工程・品質管理　）

・製造職（　製缶、溶接、塗装、組立、機械加工　）

17:00

※「あり」の場合具体的な内容

・慶弔見舞金　・忘年会補助　・創立記念日（記念品など）

　　組立工場

機械加工部門のみ2交代19：00～4：00

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。

〒859-1105　長崎県雲仙市吾妻町田之平名106番地15 代表取締役　染田智明

大きな工場で大きな製品を造りませんか

製造業
（その他）

　　SANKI　三貴工業株式会社

労災 健康 厚生

あり（勤続 2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）

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

【会社紹介】

化学プラントや製鉄所、自動車メーカーなどの機械設備、高速道路

や新幹線の建設現場で使用される機材など、大手メーカーの協力企

業として材料購入から製作、組立、試運転、納入まで一貫した生産

を行っています。

そのため、学べる知識は幅が広く、その知識を活かした製品が出来

上がり、試運転で必要な性能を発揮した時には大きな達成感を得る

ことができます。仕事はチームで上司や同僚とコミュニケーション

をとって分担して作業を進め、製品を作り上げて行きます。

良いものを納期通りに提供するをモットーにものづくりが好きな集

団が製品づくりに励んでいます。それゆえか実は三貴工業は知る人

ぞ知る全国区のブランドです。逆に言うとこのブランドを守るため

に日々誰もが努力しており、必要な免許・資格については会社負担

で取得できます。また好きな人はプライベートでも釣りやゴルフ、

ツーリングに仲間と行ったりと、和気あいあいとしています。

【先輩からのメッセージ】

子供の頃から通っていた道沿いに大きな会社があるけど、何の会社

だろうと思っていたのが始まりでした。就職をする年齢になって、

この会社の事をを調べて試験を受けました。先輩に恵まれて色々な

ことを勉強中です。最初は分からない事ばかりですが教えてもらい

ながら仕事をしています。


