
区分/年齢 賃金 休日/年間/週 就業時間 採用数 P求人NO

その他 (1)8時30分～17時30分

100日

～

運転 普通自動車運転免許　　必須

長崎県佐世保市卸本町１番３号 PC ＊パソコン基本操作（ワード・エクセル）可能な方

長崎県佐世保市卸本町１番３号 経験 不問

日祝日その他 (1)8時30分～17時30分

100日

～

運転 普通自動車運転免許　　必須

長崎県佐世保市卸本町１番３号 PC ・パソコン基本操作（ワード・エクセル）可能な方　

長崎県佐世保市卸本町１番３号 経験 不問

日祝日その他 (1)8時30分～17時30分

100日

～

運転 普通自動車運転免許　　必須

長崎県佐世保市卸本町１番３号 PC ＊パソコン基本操作（ワード・エクセル）可能な方

長崎県佐世保市卸本町１番３号 経験 不問

その他 (1)8時00分～17時00分

100日

～

運転 普通自動車運転免許　　必須

長崎県佐世保市卸本町１番３号 PC

長崎県佐世保市卸本町１番３号 経験 不問

日その他 (1)9時00分～17時30分 介護支援専門員（ケアマネージャー）

105日

～

運転 普通自動車運転免許　　必須

長崎県佐世保市小佐世保町２番５号 PC エクセル、ワードの基本操作ができる方

長崎県佐世保市小佐世保町２番１号　『介護老人保健施設　松寿園』 経験 不問

日その他 (1)9時00分～17時30分 介護支援専門員（ケアマネージャー）

105日

～

運転 普通自動車運転免許　　あれば尚可

長崎県佐世保市小佐世保町２番５号 PC キーボード入力程度

長崎県佐世保市小佐世保町２番１号　『介護老人保健施設　松寿園』 経験 不問

その他 (1)8時30分～17時30分 看護師

107日 (2)7時30分～16時30分

～ (3)9時30分～18時30分

運転

長崎県佐世保市宮地町５番５号 PC

長崎県佐世保市宮地町５番５号 経験 不問

その他 (1)8時30分～17時30分 看護師

107日 (2)7時30分～16時30分

～ (3)9時30分～18時30分

運転

長崎県佐世保市宮地町５番５号 PC

長崎県佐世保市宮地町５番５号 経験 不問

その他 (1)8時30分～17時30分 准看護師

107日 (2)7時30分～16時30分

～ (3)9時30分～18時30分

運転

長崎県佐世保市宮地町５番５号 PC

長崎県佐世保市宮地町５番５号 経験 不問

その他 (1)8時30分～17時30分 准看護師

107日 (2)7時30分～16時30分

～ (3)9時30分～18時30分

運転

長崎県佐世保市宮地町５番５号 PC

長崎県佐世保市宮地町５番５号 経験 不問

5 R4-069
＊内科のみの病院で回復期から慢性期の病院です。＊看護
業務全般＊療養のサポート＊食事介助・整容・入浴介助・
環境整備等のお世話「事業所情報あり」◎ハローワークの
紹介状が必要です。

（59歳以下）
174,000円

特定医療法人　雄博会　　千住病院 准看護師（日勤のみ） 正社員
155,000円

資格

5 R4-068
＊内科のみの病院で回復期から慢性期の病院です。＊看護
業務全般＊療養のサポート＊食事介助・整容・入浴介助・
環境整備等のお世話「事業所情報あり」◎ハローワークの
紹介状が必要です。

（59歳以下）
198,000円

特定医療法人　雄博会　　千住病院 准看護師（夜勤あり） 正社員
160,000円

資格

5 R4-067
＊内科のみの病院で回復期から慢性期の病院です。＊看護
業務全般＊療養のサポート＊食事介助・整容・入浴介助・
環境整備等の療養のお世話「事業所情報あり」◎ハロー
ワークの紹介状が必要です。

（59歳以下）
204,000円

特定医療法人　雄博会　　千住病院 看護師（日勤のみ） 正社員
185,000円

資格

5 R4-066
＊内科のみの病院で回復期から慢性期の病院です。＊看護
業務全般＊療養のサポート＊食事介助・整容・入浴介助・
環境整備等のお世話「事業所情報あり」◎ハローワークの
紹介状が必要です。

（59歳以下）
228,000円

特定医療法人　雄博会　　千住病院 看護師（夜勤あり） 正社員
190,000円

資格

1 R4-065
＊当法人の介護老人保健施設における介護支援専門員とし
ての業務全般を行います。・施設入所者様のケアプラン作
成及び支援業務・入退所支援・相談業務・そのほか付随す
る業務を行います＊当施設は定員８０名の、在宅復帰にお

（64歳以下）
210,000円

４週８休の体制
を基本としてい
ますが、特別な
ことがないかぎ

医療法人　松栄会 介護支援専門員（松寿園） 正社員
200,000円

資格

1 R4-064
＊介護支援相談員としての業務全般。・施設利用を希望す
る方の入所相談から退所の支援・在宅生活支援の相談業
務・施設事業者様の入所・退所の際の送迎を行う場合あり
（軽ワゴンＡＴ車使用）・その他付随する業務＊定員８０

（64歳以下）
190,000円

４週８休の体制
を基本としてい
ますが、特別な
ことがない限り

医療法人　松栄会 介護支援相談員（松寿園） 正社員
175,000円

資格

295,000円
＊原則日祝休
み。ローテー
ションにて出勤
あり（振替休日

1 R4-063
＊都市ガス配管施工ガス機器施工水廻り機器施工（洗面
台、水栓、レンジフード等）その他、不随する業務を行い
ます。※使用車：トラック（２ｔ）、軽トラック（ＭＴ
車、ＡＴ車）※担当責任者がおり、補助業務からの仕事に

（40歳以下）
260,000円

＊土曜日は月１
～４回休み（会
社カレンダーに
よる）＊お盆、

株式会社ホームテック 配管・機器施工技術職 正社員
195,000円

資格

1 R4-062
弊社は、ＬＩＸＩＬリフォームショップに加盟しており、
「夢をかなえる暮らし」を理念とし、お客様の夢の実現の
アドバイザーとして、主に長崎県北地域を事業展開してお
ります。主に下記の業務を行います。・お客様からのリ

（44歳以下）
295,000円

＊お盆、年末年
始＊会社カレン
ダーにより、土
曜日は月２～３

株式会社ホームテック リフォーム提案・営業職 正社員
200,000円

資格

させぼお仕事情報プラザ　求人情報（令和4年8月10日現在）

事業所名/所在地/就業場所 職種 免許資格/経験/PC/普通運転免許

株式会社ホームテック メンテナンス営業（保安点検・修理・販売） 正社員
200,000円

資格

1 R4-061
弊社は、東芝テック（株）のビジネスパートナーとして、
主に長崎県北・佐賀県西部へ事業展開しており、事業拡大
に伴うスタッフ募集です。主に下記の業務を行います。
（１）ＯＡ機器、業務専用ソフトウェア（販売、会計、給

（40歳以下）
294,000円

＊土曜日は、月
２～３回休み
（会社カレン
ダーによる）＊

株式会社ホームテック システムエンジニア 正社員
223,000円

資格

2 R4-060
＊西部ガス株式会社の供給先（都市ガス）の保安や点検及
びガス機器（給湯器、コンロ等）の修理調査、販売をしま
す。＊お客様のニーズに合ったガス機器や住宅設備機器の
提案や住宅リフォームの施工管理を行います。＊販売、新

（44歳以下）



区分/年齢 賃金 休日/年間/週 就業時間 採用数 P求人NO

させぼお仕事情報プラザ　求人情報（令和4年8月10日現在）

事業所名/所在地/就業場所 職種 免許資格/経験/PC/普通運転免許

その他 (1)8時30分～17時30分 介護福祉士

107日 (2)7時30分～16時30分

～ (3)9時30分～18時30分

運転

長崎県佐世保市宮地町５番５号 PC

長崎県佐世保市宮地町５番５号 経験 不問

その他 (1)8時30分～17時30分 介護福祉士

107日 (2)7時30分～16時30分

～ (3)9時30分～18時30分

運転

長崎県佐世保市宮地町５番５号 PC

長崎県佐世保市宮地町５番５号 経験 不問

その他 (1)8時30分～17時30分 介護福祉士

107日 (2)7時30分～16時30分

～ (3)9時30分～18時30分

運転

長崎県佐世保市宮地町５番５号 PC

長崎県佐世保市宮地町５番５号 経験 不問

その他 (1)8時30分～17時30分 看護師

105日 (2)8時30分～12時30分

～

運転 普通自動車運転免許　　必須

長崎県佐世保市宮地町５番５号 PC

長崎県佐世保市宮地町５番５号 経験 あれば尚可

その他 (1)8時30分～17時30分 看護師

105日 (2)8時30分～12時30分

～

運転 普通自動車運転免許　　必須

長崎県佐世保市宮地町５番５号 PC

長崎県佐世保市宮地町５番５号 経験 あれば尚可

日祝日その他 (1)8時30分～17時30分

105日 (2)8時30分～12時30分

～

運転

長崎県佐世保市宮地町５番５号 PC ＰＣ（ワード・エクセル等）の基本操作ができる方

長崎県佐世保市宮地町５番５号 経験 不問

日その他 (1)9時00分～18時00分

107日

～

運転 普通自動車運転免許　　あれば尚可

長崎県佐世保市吉井町大渡３０－１ PC マイクロソフトオフィス（ワード・エクセル等）を用いた表や文書の作成、Ｅメールのやり取り（データの添付を含む）が出来る方

長崎県佐世保市吉井町大渡３０－１　松葉屋　事務所 経験 あれば尚可

日その他 (1)9時00分～18時00分

107日

～

運転

長崎県佐世保市吉井町大渡３０－１ PC

長崎県佐世保市吉井町大渡３０－１　松葉屋　事務所 経験

その他 (1)7時00分～16時00分

107日 (2)8時00分～17時00分

～

運転 普通自動車運転免許　　あれば尚可

長崎県佐世保市吉井町大渡３０－１ PC パソコンを使用して商品の登録やワードを使用してポップの作成ができること。

◎松葉屋各店舗　　＊長崎県佐世保市　＊長崎県松浦市　　＊長崎県東彼杵郡　　＊佐賀県伊万里市　＊佐賀県西松浦郡　　のいずれかの勤務 経験 あれば尚可

その他 (1)7時00分～16時00分

107日 (2)8時00分～17時00分

～

運転 普通自動車運転免許　　あれば尚可

長崎県佐世保市吉井町大渡３０－１ PC パソコンを使用して商品の登録やワードを使用してポップの作成ができること。

◎松葉屋各店舗　　＊長崎県佐世保市　＊佐賀県伊万里市　のいずれかの勤務 経験 あれば尚可

1 R4-079
＊食品スーパーの惣菜コーナーで商品の製造、加工、販
売、発注、接客、パートタイマーの勤務管理・教育等を担
当します。※勤務時間帯は店舗や特売日等により変動しま
す。※勤務する曜日により勤務時間帯が異なります。※当

（59歳以下）
182,800円

＊公休は本人と
相談の上決定し
ます。

株式会社　松葉屋　（スーパーまつ
ばや）

惣菜製造販売（正社員） 正社員
164,800円

資格

1 R4-078
＊食品スーパーの精肉コーナーで商品の製造、加工、販
売、発注接客、パートタイマーの勤務管理・教育等を担当
します。※勤務時間帯は店舗や特売日等により変動しま
す。※勤務する曜日により勤務時間帯が異なります。※当

（59歳以下）
182,800円

＊公休は本人と
相談の上決定し
ます。

株式会社　松葉屋　（スーパーまつ
ばや）

精肉加工販売（正社員） 正社員
164,800円

資格

1 R4-077
＊企画事務スタッフとして、主として下記の業務を担当し
ます。・チラシ・ポップの企画、編集、印刷・社内システ
ムを用いた顧客対応・社内企画の運営・電話応対、来客対
応・データ入力、チェック業務・書類作成、印刷、ファイ

（59歳以下）
170,000円

原則週休二日
制。繁忙期に出
勤となる場合が
あります。

株式会社　松葉屋　（スーパーまつ
ばや）

企画事務（正社員） 正社員
160,000円

資格

1 R4-076
＊総務事務スタッフとして、主として下記の業務を担当し
ます。・電話応対、来客対応・データ入力、チェック・
データ出力業務・伝票整理・書類作成、印刷、ファイリン
グ業務・給与計算および入社、退社等の社会保険手続き・

（59歳以下）
170,000円

原則週休二日
制。繁忙期に出
勤となる場合が
あります。

株式会社　松葉屋　（スーパーまつ
ばや）

総務事務（正社員） 正社員
160,000円

資格

1 R4-075
☆入院・退院時の手続き・説明☆カルテやレントゲンの整
理・管理☆入院患者のお迎え、退院時のお見送り☆物品の
手配・受取・管理☆書類等のパソコン入力・コピー☆電話
対応☆病室ネームプレート等作成☆検体の院内搬送◎ハ

（59歳以下）
212,000円

土曜日午後当番
があります（平
日振替あり）

特定医療法人　雄博会　　千住病院 病院事務（病棟クラーク） 正社員
145,000円

資格

1 R4-074
＊病気や障害を持った人が住み慣れた地域や家庭で、その
人らしく在宅で療養生活を送れるように、生活の場へ訪問
します。＊主治医や医療関係機関と連携をとりながら、２
４時間体制で、医療処置・在宅終末看護の援助・リハビリ

（59歳以下）
247,000円

・ローテーショ
ン

特定医療法人　雄博会　　千住病院
訪問看護師（訪問看護ステーション・夜間対応
あり）

正社員
193,000円

資格

1 R4-073
＊病気や障害を持った人が住み慣れた地域や家庭で、その
人らしく在宅で療養生活を送れるように、生活の場へ訪問
します。＊主治医や医療関係機関と連携をとりながら、２
４時間体制で、医療処置・在宅終末看護の援助・リハビリ

（59歳以下）
204,000円

・ローテーショ
ン

特定医療法人　雄博会　　千住病院
訪問看護師（訪問看護ステーション・夜間対応
なし）

正社員
185,000円

資格

5 R4-072
＊入院患者の療養生活上の介護（食事、排泄、入浴、移動
等）＊他病院内の環境整備を行います。＊ベッドメイキン
グ、看護用品の整理整頓などを行います。＊看護師等の補
助など。「事業所情報あり」◎ハローワークの紹介状が必

（59歳以下）
216,000円

ローテーション

特定医療法人　雄博会　　千住病院 介護福祉士（日勤のみ） 正社員
161,000円

資格

5 R4-071
＊入院患者の療養生活上の介護（食事、排泄、入浴、移動
等）＊病院内の環境整備を行います。＊ベッドメイキン
グ、看護用品の整理整頓などを行います。＊看護師等の補
助など。※就職祝い金として１０万円支給します。（夜勤

（59歳以下）
216,000円

ローテーション

特定医療法人　雄博会　　千住病院 介護福祉士（夜勤あり） 正社員
190,000円

資格

2 R4-070
＊入院患者の療養生活上の介護（食事、排泄、入浴、移動
等）＊病院内の環境整備を行います。＊ベッドメイキン
グ、看護用品の整理整頓などを行います。＊看護師等の補
助など。※就職祝い金として１０万円支給します（夜勤可

（59歳以下）
216,000円

ローテーション

特定医療法人　雄博会　　千住病院 ケアスタッフ（夜勤あり） 正社員
149,000円

資格



区分/年齢 賃金 休日/年間/週 就業時間 採用数 P求人NO

させぼお仕事情報プラザ　求人情報（令和4年8月10日現在）

事業所名/所在地/就業場所 職種 免許資格/経験/PC/普通運転免許

その他 (1)7時00分～16時00分

107日 (2)8時00分～17時00分

～

運転 普通自動車運転免許　　あれば尚可

長崎県佐世保市吉井町大渡３０－１ PC パソコンを使用して商品の登録やワードを使用してポップの作成ができること。

◎松葉屋各店舗　　＊長崎県佐世保市　＊長崎県松浦市　　＊長崎県東彼杵郡　　＊佐賀県伊万里市　＊佐賀県西松浦郡　　のいずれかの勤務 経験 あれば尚可

その他 (1)7時00分～16時00分

107日 (2)8時00分～17時00分

～ (3)12時00分～21時00分

運転 普通自動車運転免許　　あれば尚可

長崎県佐世保市吉井町大渡３０－１ PC パソコンを使用して商品の登録やワードを使用してポップの作成ができること。

◎松葉屋各店舗　　＊長崎県佐世保市　＊長崎県松浦市　　＊長崎県東彼杵郡　　＊佐賀県伊万里市　＊佐賀県西松浦郡　　のいずれかの勤務 経験 あれば尚可

その他 (1)7時00分～16時00分

107日 (2)8時00分～17時00分

～

運転 普通自動車運転免許　　あれば尚可

長崎県佐世保市吉井町大渡３０－１ PC パソコンを使用して商品の登録やワードを使用してポップの作成ができること。

◎松葉屋各店舗　　＊長崎県佐世保市　＊長崎県松浦市　　＊長崎県東彼杵郡　　＊佐賀県伊万里市　＊佐賀県西松浦郡　　のいずれかの勤務 経験 あれば尚可

日祝日その他 (1)8時00分～16時45分 中型自動車免許

97日

～

運転 普通自動車運転免許　　必須

長崎県佐世保市白岳町９５４番２ PC

長崎県佐世保市白岳町９５４番２ 経験 不問

日祝日その他 (1)8時30分～17時15分

97日

～

運転 普通自動車運転免許　　必須

長崎県佐世保市白岳町９５４番２ PC

長崎県佐世保市稲荷町３番１号　中部下水処理場 経験 不問

水日祝日その他 (1)8時00分～14時15分

～ 週5日程度

運転

長崎県佐世保市干尽町１－２０ PC

長崎県佐世保市干尽町１－２０ 経験 不問

土その他 フォークリフト運転技能者

～ 週4日～週5日

運転 普通自動車運転免許　　必須

長崎県佐世保市干尽町１－２０ PC パソコン（エクセル・ワード）の基本的操作が可能な方

長崎県佐世保市干尽町１－２０ 経験 不問

日祝日その他 (1)8時50分～18時00分

110日

～

運転 普通自動車運転免許　　必須

長崎県佐世保市広田４丁目５番５号 PC

長崎県佐世保市広田４丁目５番５号 経験 あれば尚可

日祝日その他 (1)8時50分～18時00分

110日

～

運転 普通自動車運転免許　　必須

長崎県佐世保市広田４丁目５番５号 PC

長崎県佐世保市広田４丁目５番５号 経験 必須

日祝日その他 (1)8時50分～18時00分

110日

～

運転 普通自動車運転免許　　必須

長崎県佐世保市広田４丁目５番５号 PC パソコン基本操作（Ｅｘｃｅｌ・Ｗｏｒｄ）

長崎県佐世保市広田４丁目５番５号 経験 あれば尚可

2 R4-089
＊自社開発ソフトを利用されるお客様からの電話対応を
行って頂きます。＊パソコンを使用した操作方法のご案内
お問い合わせ内容への説明など、お客先対応を行って頂き
ます。※使用車：普通乗用車（ＡＴ）◎ハローワークの紹

（59歳以下）
300,000円

年末年始・盆・
ＧＷ休暇が有り
ます。原則、土
曜日は休みです

大新技研株式会社 ヘルプデスク 正社員
152,000円

資格

2 R4-088
＊ＣＡＤ／ＣＡＭ、橋梁、鉄鋼、造船向け溶断、溶接ロ
ボットのＮＣ制御及び自動化ラインシステム開発＊医療向
支援システム（電子カルテ、重症系）などのシステム開発
＊工場、発電プラント向けシステム開発※使用車：普通乗

（59歳以下）
300,000円

＊年末年始・
盆・ＧＷ休暇あ
り＊原則、土曜
日は休みです

大新技研株式会社 システムエンジニア・プログラマー（経験者） 正社員
167,000円

資格

2 R4-087
＊ＣＡＤ／ＣＡＭ、橋梁、鉄鋼、造船向け溶断、溶接、ロ
ボットのＮＣ制御及び自動化ラインシステム開発＊医療向
支援システム（電子カルテ、重症系）などのシステム開発
＊工場、発電プラント向けシステム開発※使用車：普通乗

（59歳以下）
208,608円

年末年始・盆・
ＧＷ休暇が有り
ます。原則、土
曜日は休みです

大新技研株式会社 システムエンジニア・プログラマー／未経験者 正社員以外
147,764円

資格

1 R4-086
＊青果物の検品・荷受け・運搬などの業務を行います…３
ｔトラック（ＡＴ）による運転業務あり。＊上記職務の中
で、パソコン入力あり＊重量物（数キロ～２０キロ位）を
扱うことも比較的多いため、体力を要します。◎ハロー

（18歳以上）
1,200円

＊会社勤務表に
よる。＊誕生日
休暇あり＊年次
有給休暇は法定

佐世保青果　株式会社 商品の荷受け係／１５：００～ パート
1,200円

資格

1 R4-085
＊野菜、果実等の選別及び袋詰め作業等を行います。＊仕
事自体は比較的簡単な作業ですが、立ち作業が中心のた
め、多少体力を要します。※お子様の学校行事も考慮しま
す。◎ハローワークの紹介状が必要です。

850円
＊祝日がある週
は水曜日出勤＊
年末年始、お
盆、誕生日休暇

佐世保青果　株式会社 倉庫内作業員 パート
850円

資格

1 R4-084
●中央監視室での運転、監視各設備の運転状況をモニター
でチェックします。●設備点検場内や近隣のポンプ場にあ
る各機器や設備に異常がないかを巡回し確認します。●整
備作業各機器の定期点検、メンテナンス、簡易的な故障修

（18歳～59歳）
224,970円

＊勤務表による
＊年末年始、Ｇ
Ｗ、お盆期間休
暇有

株式会社　ネックス 下水道施設の運転・保守管理 正社員
157,570円

資格

1 R4-083
＊業務内容…各種車両を使用し主に以下の業務を行いま
す。・集合住宅の排水管の洗浄・下水道マンホール内の清
掃、テレビカメラ管内検査・各事業所やご家庭の汚水汲み
取り・側溝の清掃・運転業務あり使用車：バキュームカー

（59歳以下）
234,970円

＊勤務表による
＊土曜日公休…
年間２４日＊年
末年始、ＧＷ、

株式会社　ネックス 下水処理等現場作業員 正社員
167,570円

資格

1 R4-082
＊食品スーパーの青果コーナーで商品の製造、加工、販
売、発注、接客、パートタイマーの勤務管理・教育等を担
当します。※勤務時間帯は店舗や特売日等により変動しま
す。※勤務する曜日により勤務時間帯が異なります。※当

（59歳以下）
182,800円

＊公休は本人と
相談の上決定し
ます。

株式会社　松葉屋　（スーパーまつ
ばや）

青果販売（正社員） 正社員
164,800円

資格

1 R4-081
＊食品スーパーのフロアで接客、レジ精算、商品の発注、
陳列、販売、パートタイマーの勤務管理・教育等を担当し
ます。※勤務時間帯は店舗や特売日等により変動します。
※勤務する曜日により勤務時間帯が異なります。※当初の

（18歳～59歳）
182,800円

＊公休は本人と
相談の上決定し
ます。

株式会社　松葉屋　（スーパーまつ
ばや）

販売接客（フロア部門正社員） 正社員
164,800円

資格

1 R4-080
＊食品スーパーの鮮魚コーナーで商品の製造、加工、販
売、発注、接客、パートタイマーの勤務管理・教育等を担
当します。※勤務時間帯は店舗や特売日等により変動しま
す。※勤務する曜日により勤務時間帯が異なります。※当

（59歳以下）
182,800円

＊公休は本人と
相談の上決定し
ます。

株式会社　松葉屋　（スーパーまつ
ばや）

鮮魚加工販売（正社員） 正社員
164,800円

資格



区分/年齢 賃金 休日/年間/週 就業時間 採用数 P求人NO

させぼお仕事情報プラザ　求人情報（令和4年8月10日現在）

事業所名/所在地/就業場所 職種 免許資格/経験/PC/普通運転免許

日祝日その他 (1)8時00分～17時20分

108日

～

運転 普通自動車運転免許　　必須

長崎県佐世保市早苗町１１８９－１ PC パソコン（ワード、エクセル）基本操作可能な方

長崎県佐世保市早苗町１１８９－１ 経験 不問

日祝日その他 (1)8時00分～17時20分

108日

～

運転 普通自動車運転免許　　必須

長崎県佐世保市早苗町１１８９－１ PC パソコン（ワード、エクセル）基本操作可能な方

長崎県佐世保市早苗町１１８９－１ 経験 不問

その他 (1)7時30分～16時30分 介護職員初任者研修修了者

105日 (2)8時00分～17時00分

～ (3)8時30分～17時30分

運転 普通自動車運転免許　　必須

長崎県佐世保市卸本町３６－４ PC

長崎県佐世保市卸本町３６－４ 経験 不問

その他 (1)7時30分～16時30分 介護福祉士

105日 (2)8時00分～17時00分

～ (3)8時30分～17時30分

運転 普通自動車運転免許　　必須

長崎県佐世保市卸本町３６－４ PC

長崎県佐世保市卸本町３６－４ 経験 不問

その他 (1)7時30分～16時30分 看護師

105日 (2)8時00分～17時00分 准看護師

～ (3)8時30分～17時30分

運転 普通自動車運転免許　　必須

長崎県佐世保市卸本町３６－４ PC

長崎県佐世保市卸本町３６－４ 経験 不問

日その他 (1)8時30分～17時30分 その他の福祉・介護関係資格

105日 (2)9時00分～18時00分

～ (3)9時30分～18時30分

運転 普通自動車運転免許　　必須

長崎県佐世保市須佐町１番地２ PC ＊ワード・エクセルの基本操作ができる方。

長崎県佐世保市須佐町１番地２ 経験 必須

日祝日その他 (1)8時00分～16時45分

96日

～

運転 普通自動車運転免許　　必須

長崎県佐世保市白岳町９３４ PC

長崎県佐世保市白岳町９３４ 経験 必須

土日祝日 (1)7時00分～12時00分

～ 週5日～週5日

運転

長崎県佐世保市有福町１７１２－３ PC

長崎県佐世保市八幡町１－１０　佐世保市本庁舎 経験 不問

日その他 (1)8時00分～14時00分

～ 週5日～週6日

運転

長崎県佐世保市有福町１７１２－３ PC

長崎県佐世保市大塔町１９１６－２５ 経験 不問

日祝日その他 (1)8時00分～17時00分 玉掛技能者

105日

～

運転 普通自動車運転免許　　あれば尚可

長崎県佐世保市沖新町２－７ PC ワード・エクセルの基本操作が出来る方

長崎県佐世保市沖新町２－７ 経験 必須

1 R4-102
＊一般産業機械器具製作の工事進捗状況の確認・工程管理
＊一般産業機械及び各種バルブ等の制作方法の検討、指導
＊安全管理全般、ＫＹ活動「事業所情報あり」◎ハロー
ワークの紹介状が必要です。

（59歳以下）
279,000円

会社（協和）カ
レンダーによる
夏季休暇８月１
３日～８月１６

協和機工株式会社 工作スタッフ 正社員
189,000円

資格

1 R4-101
＊建物内清掃（館内の各部屋、共有部及び道路、トイレ
等）＊除塵、ゴミ回収◎ハローワークの紹介状が必要で
す。

（69歳以下）
850円

＊土曜日は隔週
で休みとなりま
す。

株式会社　中央ビル管理 清掃作業員／大塔町 パート
850円

資格

1 R4-100
＊建物内清掃（館内の各部屋、共有部及び道路、トイレ
等）＊除塵、ゴミ回収＊現場へは直行直帰となります。◎
ハローワークの紹介状が必要です。

（69歳以下）
850円

株式会社　中央ビル管理 清掃作業員 パート
850円

資格

1 R4-099
＊ＮＣ旋盤、普通旋盤による部品製造等の業務。＊マシニ
ングセンターその他の一般工作機械の操作など。＊稀に、
取引先へ商品の説明等で訪問有（軽トラックＭＴ車）＊同
職種人数：２３人。◎ハローワークの紹介状が必要です。

（64歳以下）
246,600円

第１、３土曜日

株式会社　藤沢精工 機械工（経験者） 正社員
170,400円

資格

1 R4-095
＊障がい者の生活指導＊施設運用業務全般＊個別支援計画
の作成及び実施状況の把握＊事務用品、備品等の管理＊書
類作成（ワード・エクセルの他、専用ソフトを使用）＊来
客対応、相談業務＊その他関連・付随する業務＊他のス

（59歳以下）
290,000円

シフト制、休日
は相談可

株式会社　ひなた サービス管理責任者（幹部候補予定） 正社員
220,000円

資格

1 R4-094
・ご利用者様の看護業務・介護業務（健康管理、日常生活
の介護支援業務）・送迎業務、訪問業務（使用車：軽乗
用・ワゴン、普通乗用・ワゴン車ＡＴ車）・その他、付随
する関連業務◎ハローワークの紹介状が必要（自主応募の

（64歳以下）
233,436円

４週８休制の
ローテーション

社会福祉法人　葉山会　　小規模多
機能型居宅介護　チューリップハウ
ス

看護師又は准看護師 正社員
193,436円

資格

2 R4-093
・ご利用者様の介護業務（食事、入浴、排せつ、日常生活
の介護支援業務）・送迎業務、訪問業務（使用車：軽乗
用・ワゴン、普通乗用・ワゴン車ＡＴ車）・その他、付随
する関連業務◎ハローワークの紹介状が必要（自主応募の

（64歳以下）
195,293円

社会福祉法人　葉山会　　小規模多
機能型居宅介護　チューリップハウ
ス

介護職員（有資格者） 正社員
183,894円

資格

1 R4-092
・ご利用者様の介護業務（食事、入浴、排せつ、日常生活
の介護支援業務）・送迎業務、訪問業務（使用車：軽乗
用・ワゴン、普通乗用・ワゴン車ＡＴ車）・その他、付随
する関連業務◎ハローワークの紹介状が必要（自主応募の

（64歳以下）
185,373円

社会福祉法人　葉山会　　小規模多
機能型居宅介護　チューリップハウ
ス

介護職員 正社員
168,894円

資格

1 R4-091
＊県・市・町の機関及び民間企業への営業業務の補助＊見
積書、請求書作成＊チラシ、カタログの作成＊電話応対＊
ＪＷ－ＣＡＤによる図面作成＊その他遊具点検業務の補助
等、付随する業務を行います。＊外出用務あり／使用車：

（59歳以下）
180,000円

＊勤務表による
＊盆休暇（８／
１３～８／１
６）、年末年始

株式会社　円伸製作所 営業補助 正社員
170,000円

資格

1 R4-090
◎当社は公園、幼稚園、保育園の遊具、モニュメントを制
作している会社です。＊県・市・町の機関及び幼稚園・保
育園への営業業務（ノルマなし。パンフレットやチラシの
配布による営業）＊作業工程の管理＊その他、遊具の点検

（59歳以下）
276,000円

＊勤務表による
＊月の最終土曜
日は出勤＊盆休
暇（８／１３～

株式会社　円伸製作所 営業員 正社員
205,000円

資格



区分/年齢 賃金 休日/年間/週 就業時間 採用数 P求人NO

させぼお仕事情報プラザ　求人情報（令和4年8月10日現在）

事業所名/所在地/就業場所 職種 免許資格/経験/PC/普通運転免許

日祝日その他 (1)8時00分～17時00分

105日

～

運転 普通自動車運転免許　　あれば尚可

長崎県佐世保市沖新町２－７ PC ワード・エクセル・ＣＡＤの基本操作出来る方

長崎県佐世保市沖新町２－７ 経験 必須

日祝日その他 (1)8時00分～17時00分 アーク溶接技能者（基本級）

105日 ガス溶接技能者

～ その他の金属溶接・溶断関係資格

運転 普通自動車運転免許　　あれば尚可

長崎県佐世保市沖新町２－７ PC

長崎県佐世保市沖新町２－７ 経験 必須

日祝日その他 (1)8時00分～17時00分

105日

～

運転 普通自動車運転免許　　あれば尚可

長崎県佐世保市沖新町２－７ PC ワード・エクセルの基本操作が出来る方

長崎県佐世保市沖新町２－７ 経験 必須

日祝日その他 (1)8時00分～17時00分 ガス溶接技能者

105日 玉掛技能者

～ プレス機械作業主任者

運転 普通自動車運転免許　　あれば尚可

長崎県佐世保市沖新町２－７ PC

長崎県佐世保市沖新町２－７ 経験 必須

日祝日その他 (1)8時00分～17時00分 玉掛技能者

105日 (2)20時00分～5時00分

～

運転 普通自動車運転免許　　あれば尚可

長崎県佐世保市沖新町２－７ PC

長崎県佐世保市沖新町２－７ 経験 必須

日祝日その他 (1)8時00分～17時00分

105日

～

運転 普通自動車運転免許　　あれば尚可

長崎県佐世保市沖新町２－７ PC ワード・エクセル・ＰＰＴの基本操作が出来る方

長崎県佐世保市沖新町２－７ 経験 必須

日祝日その他 (1)8時00分～17時00分 玉掛技能者

105日

～

運転 普通自動車運転免許　　あれば尚可

長崎県佐世保市沖新町２－７ PC

長崎県佐世保市沖新町２－７ 経験 必須

日祝日その他 (1)8時00分～17時00分

105日

～

運転 普通自動車運転免許

佐世保市沖新町 PC 文章入力・表計算・パワーポイントの出来る方

佐世保市沖新町 経験

土日祝日その他 (1)8時00分～17時00分 ２級土木施工管理技士

125日 １級土木施工管理技士

～ その他の土木・測量技術関係資格

運転 普通自動車運転免許　　必須

長崎県佐世保市柚木元町２１９２ PC

長崎県佐世保市柚木元町２１９２ 経験 あれば尚可

土日祝日その他 (1)8時00分～17時00分

125日

～

運転 普通自動車運転免許　　必須

長崎県佐世保市柚木元町２１９２ PC

長崎県佐世保市柚木元町２１９２ 経験 不問

3 R4-112
＊ボーリング工事に伴う土木作業一式・地質調査に関する
ボーリング・井戸掘削・温泉開発・災害対策ボーリング※
上記に伴う運転業務（普通乗用車ＡＴ・軽トラックＭＴ）
あり。※２０代前後の社員も多く活躍しています。施工管

（64歳以下）
270,000円

＊完全週休２日
制＊年末年始休
暇

株式会社　長崎地研 土木技能者・現場作業員 正社員
180,000円

資格

3 R4-111
◎地質調査の管理・とりまとめ＊地質調査業務のとりまと
め（発注者対応・現場管理業務・報告書作成等）◎さく
井、とび土工工事の現場管理＊さく井、地すべり対策工
事、災害対策工事の現場管理・書類作成（発注者対応・現

（64歳以下）
500,000円

＊完全週休２日

株式会社　長崎地研 地質調査及びさく井、とび土工工事の現場管理 正社員
180,000円

資格

1 R4-110
管理部では、経理や労務、行政への各種申請書類の作成を
行います。まさにキャリア採用！ぜひ、あなたの経験をお
聞かせください♪

不問
240,000円

・会社カレン
ダーによる。・
夏季休暇：８／
１３～８／１

協和機工株式会社 管理業務（経理・労務） 正社員
180,500円

資格

2 R4-109
＊バルブ等の産業機械や各種クレーン、シールド掘進機等
の建設機械の組立～試運転それに付随する業務を行いま
す。※製品を動くものにするには、電気配線の知識や、
シーケンス作業も必要になります。「事業所情報あり」◎

（59歳以下）
239,000円

・会社カレン
ダーによる。・
夏季休暇：８／
１３～８／１

協和機工株式会社 機械組立エンジニア 正社員
167,000円

資格

1 R4-108
＊土木建設機械の開発、設計業務＊荷役機械、ゲート、バ
ルブ、圧力容器等の設計＊上記品目の見積資料作成業務＊
社内設備の設計及びメンテナンス（文章力とプレゼンテー
ション能力を必要とする業務です）「事業所情報あり」◎

（59歳以下）
289,000円

＊会社カレン
ダーによる。＊
夏季休暇８／１
３～８／１６＊

協和機工株式会社 設計職 正社員
200,000円

資格

2 R4-107
＊ＮＣ付立旋盤オペレーター・ＮＣ付横中ぐり盤オペレー
ター金属製品の機械加工等の業務を行います。（担当機種
によっては、２交替の可能性があります）「事業所情報あ
り」◎ハローワークの紹介状が必要です。

（18歳～59歳）
239,000円

・会社カレン
ダーによる・夏
期休暇：８／１
３～８／１６・

協和機工株式会社 金属工作機械工（ＮＣオペレーター） 正社員
167,000円

資格

2 R4-106
＊金属材料の切断作業、プレス作業などの業務を行いま
す。・ガス切断、プラズマ切断、レーザー切断機オペレー
ター・油圧プレス機オペレーター・ベンディングロールオ
ペレーター「事業所情報あり」◎ハローワークの紹介状が

（59歳以下）
239,000円

・会社カレン
ダーによる。・
夏季休暇：８／
１３～８／１

協和機工株式会社 加工作業 正社員
167,000円

資格

1 R4-105
＊一般産業機械製作の工事管理全般＊工程管理・施工管理
＊制作要領の検討＊ＷＰＳ作成＊工事進捗状況確認、客先
対応＊作業員の教育企画「事業所情報あり」◎ハローワー
クの紹介状が必要で

（59歳以下）
279,000円

会社（協和）カ
レンダーによる
夏季休暇８月１
３日～８月１６

協和機工株式会社 生産管理 正社員
189,000円

資格

2 R4-104
＊機械器具製造における、取付・溶接（半自動アーク溶
接・ＴＩＧ溶接）作業などの業務を行います。「事業所情
報あり」◎ハローワークの紹介状が必要です。

（59歳以下）
239,000円

・会社カレン
ダーによる。・
夏季休暇：８／
１３～８／１

協和機工株式会社 製缶作業 正社員
167,000円

資格

1 R4-103
＊ＣＡＤオペレーター＊ＡｕｔｏＣＡＤを使って原寸作業
＊ＮＣ切断資料作成「事業所情報あり」◎ハローワークの
紹介状が必要です。

（59歳以下）
239,000円

・会社カレン
ダーによる。・
夏季休暇：８／
１３～８／１

協和機工株式会社 生産設計（ＣＡＤ操作） 正社員
167,000円

資格



区分/年齢 賃金 休日/年間/週 就業時間 採用数 P求人NO

させぼお仕事情報プラザ　求人情報（令和4年8月10日現在）

事業所名/所在地/就業場所 職種 免許資格/経験/PC/普通運転免許

土日祝日その他 (1)8時00分～17時00分 ２級土木施工管理技士

125日 １級土木施工管理技士

～ その他の土木・測量技術関係資格

運転 普通自動車運転免許　　必須

長崎県佐世保市柚木元町２１９２ PC

長崎県長崎市中里町４８１－２　「県南営業所」 経験 あれば尚可

その他 (1)8時45分～17時45分 社会保険労務士

108日

～

運転 普通自動車運転免許　　必須

長崎県佐世保市ハウステンボス町５番地３ PC エクセル・ワード・パワーポイント・アウトルック・スマートフォン操作の基本操作可能な方

長崎県佐世保市ハウステンボス町５番地３ 経験 必須

その他 (1)8時45分～17時45分 社会保険労務士

108日

～

運転 普通自動車運転免許　　必須

長崎県佐世保市ハウステンボス町５番地３ PC エクセル・ワード・パワーポイント・アウトルック・スマートフォン操作の基本操作可能な方

長崎県佐世保市ハウステンボス町５番地３ 経験 必須

その他 (1)8時30分～17時30分

108日

～

運転 普通自動車運転免許　　必須

長崎県佐世保市ハウステンボス町５番地３ PC

長崎県佐世保市ハウステンボス町５番地３ 経験 不問

その他 (1)8時30分～17時30分 １級管工事施工管理技士

108日 (2)13時30分～22時30分 ２級管工事施工管理技士

～ (3)14時30分～23時30分

運転 普通自動車運転免許　　必須

長崎県佐世保市ハウステンボス町５番地３ PC

長崎県佐世保市ハウステンボス町５番地３ 経験 あれば尚可

その他 (1)8時30分～17時30分

108日 (2)13時30分～22時30分

～ (3)14時30分～23時30分

運転 普通自動車運転免許　　必須

長崎県佐世保市ハウステンボス町５番地３ PC

長崎県佐世保市ハウステンボス町５番地３ 経験 あれば尚可

その他 (1)8時30分～16時30分

～ 週5日程度

運転 普通自動車運転免許　　必須

長崎県佐世保市ハウステンボス町５番地３ PC

長崎県佐世保市ハウステンボス町１８－１０　ワッセナー管理センター 経験 あれば尚可

日祝日その他 (1)8時30分～17時30分

100日

～

運転

長崎県佐世保市卸本町１番３号 PC 簡単な文書作成（ワードを使用します）、経理ソフトを操作出来る方

長崎県佐世保市卸本町１番３号 経験 必須

土日祝日その他 (1)8時15分～12時15分

(2)7時15分～12時15分

～ 週5日～週5日

運転

長崎県佐世保市卸本町１６番地２ PC

長崎県佐世保市卸本町３０１－１　　「佐世保市学校給食センター」 経験 不問

その他 (1)9時15分～18時15分

120日 (2)11時00分～20時00分

～

運転

長崎県佐世保市比良町５－５ PC パソコン操作（エクセル・ワードの基本操作）可能な方。

長崎県佐世保市新港町２－１（佐世保五番街）　 経験 不問

2 R4-136
◆完全来店型の保険ショップにての窓口業務。＊来店され
るお客様に提携している保険会社（損保・生保）商品の中
から最適な提案をしていただきます。＊ホームページや電
話で予約されたお客様への対応ですから飛び込みや外回り

（59歳以下）
300,000円

勤務シフトによ
ります。

株式会社　ウエスト・ワン
コンサルティングスタッフ／ほけんの窓口（さ
せぼ五番街）

正社員
210,000円

資格

4 R4-135
○学校給食センターにおいて給食調理補助及び洗浄作業を
行います。・野菜等の洗浄、切菜作業・調理した給食の学
校・クラスごとの軽量・区分け、食缶入れ、コンテナへの
積み込み作業等・使用した調理器具の洗浄等※多少の重量

825円
夏休み、冬休
み、春休み等は
休み（いずれも
無給）。左記以

株式会社　庄屋フーズ＆ライフ
調理補助・洗浄業務　（佐世保市学校給食セン
ター）

パート
825円

資格

1 R4-134
＊経理事務全般・入出金、振替伝票計上、支払処理を覚え
ていただき、将来的には決算業務も担当していただきま
す。・パソコン入力、試算表作成（経理ソフト：大蔵大
臣）・その他付随する業務を行います。◎ハローワークの

（59歳以下）
204,000円

＊会社カレン
ダーにより、土
曜日は月２～３
回休み。＊お

株式会社ホームテック 経理事務職 正社員
170,000円

資格

1 R4-119
※ハウステンボスに隣接する高級住宅街ワッセナーにおい
て清掃を中心とする業務です。・戸建て室内清掃、ベッド
メイキング・マンション共用部の清掃・可燃ゴミ、不燃ゴ
ミ、資源物回収・分別・敷地内の道路、駐車場、建物周

850円
シフト制

ハウステンボス・技術センター株式
会社

清掃員 パート
850円

資格

1 R4-118
※ハウステンボス場内施設・ホテル及び周辺の電気・空調
給排水などの設備維持管理及び周辺の電気・空調※その
他、関連・付随する業務を行います。※社有車：軽乗用・
軽ワゴン車（ＭＴ）普通乗用・普通ワゴン車（ＭＴ・Ａ

（18歳以上）
250,000円

会社カレンダー
による（月９
回）

ハウステンボス・技術センター株式
会社

設備管理員 正社員以外
150,000円

資格

1 R4-117
◎ハウステンボスの建物の設計及び工事管理・冷暖房、空
気調和、給排水、衛生等の為の設備を設置、保守点検・そ
の他、関連・付随する業務※使用車：軽ワゴン車（ＭＴ）
◎ハローワークの紹介状が必要です。

（30歳～35歳）
250,000円

会社カレンダー
による（月９
回）

ハウステンボス・技術センター株式
会社

機械設備管理業務 正社員
170,000円

資格

1 R4-116
＊ハウステンボス場内建物の補修・営繕・工事管理業務＊
その他付随する業務を行います。※使用車：軽ワゴン車
（ＭＴ）、普通乗用車（ＭＴ、ＡＴ）◎ハローワークの紹
介状が必要です。

（35歳以下）
250,000円

会社カレンダー
による（月９
回）

ハウステンボス・技術センター株式
会社

建物の補修・営繕業務員 正社員
170,000円

資格

1 R4-115
◎人事労務に係る事務の仕事です。＊人材採用（求人募
集、面接対応等）＊総務関連業務＊入退社に関する手続き
＊その他付随する業務＊役所等への外出あり（普通乗用Ａ
Ｔ車）※総務人事に係る業務全般を行っていただきます。

（59歳以下）
300,000円

会社カレンダー
による（月９
回）

ハウステンボス・技術センター株式
会社

総務人事事務員（課長代理） 正社員
300,000円

資格

1 R4-114
◎人事労務に係る事務の仕事です。＊人材採用（求人募
集、面接対応等）＊総務関連業務＊入退社に関する手続き
＊その他付随する業務＊役所等への外出あり（普通乗用Ａ
Ｔ車）※総務人事に係る業務全般を行っていただきます。

（59歳以下）
225,000円

会社カレンダー
による（月９
回）

ハウステンボス・技術センター株式
会社

総務人事事務員（主任） 正社員
195,000円

資格

3 R4-113
◎地質調査の管理・とりまとめ＊地質調査業務のとりまと
め（発注者対応・現場管理業務・報告書作成等）◎さく
井、とび土工工事の現場管理＊さく井、地すべり対策工
事、災害対策工事の現場管理・書類作成（発注者対応・現

（64歳以下）
500,000円

＊完全週休２日
制

株式会社　長崎地研 地質調査及びさく井、とび土工工事の現場管理 正社員
180,000円

資格



区分/年齢 賃金 休日/年間/週 就業時間 採用数 P求人NO

させぼお仕事情報プラザ　求人情報（令和4年8月10日現在）

事業所名/所在地/就業場所 職種 免許資格/経験/PC/普通運転免許

土　日　祝日　その他(1)9時00分～18時00分

120日

～

運転 普通自動車運転免許

長崎県佐世保市比良町５－５ PC パソコン操作（エクセル・ワードの基本操作）可能な方。

長崎県佐世保市比良町５－５ 経験 不問

土日祝日その他 (1)8時00分～17時00分

122日

～

運転

長崎県佐世保市卸本町１６番地２ PC

長崎県佐世保市宇久町平７３４－１２　「宇久学校給食センター」 経験 あれば尚可

日祝日その他 (1)10時00分～14時45分

～ 週5日程度

運転 普通自動車運転免許　　必須

長崎県佐世保市須佐町１番地２ PC

長崎県佐世保市須佐町１番地２ 経験 不問

日その他 (1)8時30分～17時30分 その他の福祉・介護関係資格

105日 (2)9時00分～18時00分

～ (3)9時30分～18時30分

運転 普通自動車運転免許　　必須

長崎県佐世保市須佐町１番地２ PC ＊ワード・エクセルの基本操作ができる方。

長崎県佐世保市須佐町１番地２ 経験 必須

日祝日その他 (1)15時00分～19時00分

～ 週3日～週6日

運転 普通自動車運転免許　　必須

長崎県佐世保市須佐町１番地２ PC

長崎県佐世保市松川町１０－６　　　「グループホーム　太陽ホーム」　※下記就業場所４施設をローテーションで勤務します。 経験 あれば尚可

日その他 (1)14時00分～18時30分 その他の福祉・介護関係資格

～ 週5日程度

運転 普通自動車運転免許　　あれば尚可

長崎県佐世保市須佐町１番地２ PC ＊ワード・エクセルの基本操作ができる方。　

長崎県佐世保市須佐町１番地２ 経験 必須

日その他 (1)8時30分～17時30分

105日 (2)9時00分～18時00分

～ (3)9時30分～18時30分

運転 普通自動車運転免許　　必須

長崎県佐世保市須佐町１番地２ PC

長崎県佐世保市須佐町１番地２「本社」及び松川町１０－６「太陽ホーム」、高天町１８－２「陽光ホーム」、潮見町８－２９「ひまわりホーム」、高天町１８－２「ふたばホーム」のいずれか。経験 不問

その他 介護福祉士

105日

～

運転 普通自動車運転免許　　あれば尚可

長崎県佐世保市岳野町１０７－１ PC

長崎県佐世保市岳野町１０７－１ 経験 不問

その他 (1)7時00分～12時00分

(2)16時00分～21時00分

～ 週5日程度

運転 普通自動車運転免許　　あれば尚可

長崎県佐世保市岳野町１０７－１ PC

長崎県佐世保市岳野町１０７－１ 経験 不問

その他 (1)7時00分～16時00分 介護福祉士

105日 (2)9時00分～18時00分

～ (3)12時00分～21時00分

運転 普通自動車運転免許　　あれば尚可

長崎県佐世保市岳野町１０７－１ PC キー入力が出来る方

長崎県佐世保市岳野町１０７－１ 経験 不問

3 R4-146
＊特別養護老人ホーム・ショートステイにて日常生活全般
の介護業務などを行います。＊定員：特養５０名、ショー
ト１０名の施設です。（うち入居者様１０名を５名の職員
で対応）◎ハローワークの紹介状が必要です。「事業所情

（59歳以下）
222,000円

勤務割表による
（週４０時間
制）

社会福祉法人　慈誠会　特別養護老
人ホーム　たけんの

介護職／介護福祉士 正社員
151,500円

資格

3 R4-145
＊特別養護老人ホーム入居者様に対する日常生活全般の介
護業務などを行います。＊身体介助：食事・入浴・排泄介
助等＊生活援助：見守り・話し相手・レクリエーション等
＊入居者様１０名を５名の職員で対応（定員５０名）＊夜

（59歳以下）
950円

＊勤務割表によ
る。＊年次有給
休暇は週所定労
働日数により法

社会福祉法人　慈誠会　特別養護老
人ホーム　たけんの

介護職／パート パート
900円

資格

2 R4-144
＊特別養護老人ホーム入居者様に対する日常生活全般の介
護業務などを行います。＊入浴時、重度の方はリフトを使
用します。＊入居者様１０名を５名の職員で対応（定員５
０名）＊夜勤はありません。★子どもさんの学校行事等、

（59歳以下）
222,400円

勤務割表による
（週４０時間
制）

社会福祉法人　慈誠会　特別養護老
人ホーム　たけんの

介護職／夜勤無し 正社員以外
151,400円

資格

1 R4-143
＊利用者さんに引率して就労作業支援を行う。＊グループ
ホーム入居者の日常生活全般の支援。・施設外就労先での
ホテルフロント受付、清掃作業（※２０歳未満の方の喫煙
場所等の清掃はありません）・事業所内での支援など。

180,000円
＊シフト制＊休
日は相談可

株式会社　ひなた 職業支援員及びグループホーム支援員 正社員以外
150,000円

資格

1 R4-142
＊障がい者の直接支援＊個別支援計画の作成及び実施状況
の把握＊事務用品、備品等の管理＊データ入力（ワード・
エクセルの他、専用ソフトを使用）＊来客対応＊他のス
タッフに技術指導及び助言＊外出用務あり（軽＆普通乗用

1,000円
シフト制、休日
は相談可

株式会社　ひなた サービス管理責任者 パート
1,000円

資格

2 R4-141
＊障がい者共同生活援助施設（グループホーム）で、入居
者の日常生活全般の支援。＊掃除の支援、共有スペースの
掃除、体調管理、食事作りなど。＊各グループホームへの
移動は社用車（普通・軽乗用車ＡＴ）使用＊その他付随す

1,200円
＊シフト制＊休
日は応相談＊年
次有給休暇は週
所定労働日数に

株式会社　ひなた 支援員（グループホーム） パート
900円

資格

1 R4-140
＊障がい者の生活指導＊施設運用業務全般＊個別支援計画
の作成及び実施状況の把握＊事務用品、備品等の管理＊書
類作成（ワード・エクセルの他、専用ソフトを使用）＊来
客対応、相談業務＊その他関連・付随する業務＊他のス

（59歳以下）
270,000円

シフト制、休日
は相談可

株式会社　ひなた サービス管理責任者 正社員
200,000円

資格

1 R4-139
＊施設内にて就労作業支援をして下さる方障害を持った
方々と作業を一緒にしながら、自立に向けた支援を行いま
す＊裁縫、絵画、手芸、フラワーアレンジ、ハーバリウム
アクセサリー等を教えていただく方＊利用者様の送迎（軽

1,200円
シフト制

株式会社　ひなた 職業支援員 パート
900円

資格

2 R4-138
＊学校給食センターにおいて、下記の調理全般・準備、下
処理作業・調理・盛付・洗浄・食材の運搬＊小・中学校、
およそ９０人分を４名のスタッフで行います。

（59歳以下）
220,000円

＊年末年始１２
月３０日～１月
３日

株式会社　庄屋フーズ＆ライフ 給食調理員（宇久学校給食センター） 正社員
220,000円

資格

1 R4-137
＊主な仕事は、損害保険を中心に当社顧客の保険の継続営
業業務・既存のお客様を訪問し、保険継続業務・損害保険
（自動車保険、火災保険、傷害保険等）の加入申し込み、
生命保険（医療保険、終身保険等）の加入申し込み＊生命

（59歳以下）
400,000円

株式会社　ウエスト・ワン 保険のルート営業 正社員
210,000円

資格



区分/年齢 賃金 休日/年間/週 就業時間 採用数 P求人NO

させぼお仕事情報プラザ　求人情報（令和4年8月10日現在）

事業所名/所在地/就業場所 職種 免許資格/経験/PC/普通運転免許

その他 (1)7時00分～16時00分 介護職員初任者研修修了者

105日 (2)9時00分～18時00分

～ (3)12時00分～21時00分

運転 普通自動車運転免許　　あれば尚可

長崎県佐世保市岳野町１０７－１ PC

長崎県佐世保市岳野町１０７－１ 経験 不問

その他 (1)8時00分～17時00分 日商簿記２級

105日

～

運転 普通自動車運転免許　　必須

長崎県佐世保市岳野町１０７－１ PC ワード・エクセルの基本操作

長崎県佐世保市岳野町１０７－１ 経験 必須

その他 (1)8時30分～17時30分

105日 (2)9時00分～18時00分

～ (3)9時30分～18時30分

運転 普通自動車運転免許　　必須

長崎県佐世保市高天町４－８ PC ワード、エクセルの基本操作ができる方。

長崎県佐世保市吉井町高峰５３５－２０ 経験 必須

土日祝日その他 (1)9時00分～17時30分

122日

～

運転

長崎県佐世保市松川町１－１９ PC エクセル・ワードの基本操作ができる方

長崎県佐世保市松川町１－１９ 経験 あれば尚可

土日祝日その他 (1)9時00分～17時30分

122日

～

運転

長崎県佐世保市松川町１－１９ PC 文字・テンキー入力、エクセルを使用したデータ集計等ができる方

長崎県佐世保市松川町１－１９ 経験 不問

土日祝日その他 (1)8時50分～17時50分

122日

～

運転

長崎県佐世保市松川町１－１９ PC 文字入力、数字入力、コピー＆ペーストができる方。

長崎県佐世保市松川町１－１９ 経験 不問

土日祝日その他 (1)8時50分～17時50分

122日

～

運転

長崎県佐世保市松川町１－１９ PC 文字入力、数字入力、コピー＆ペーストができる方

長崎県佐世保市松川町１－１９ 経験 不問

土日祝日その他 (1)8時50分～17時50分

122日

～

運転

長崎県佐世保市松川町１－１９ PC 文字入力、数字入力、コピー＆ペーストができる方

長崎県佐世保市松川町１－１９ 経験 不問

土日祝日その他 (1)8時50分～17時50分

122日

～

運転

長崎県佐世保市松川町１－１９ PC 文字入力、数字入力、コピー＆ペーストなどができる方

長崎県佐世保市松川町１－１９ 経験 不問

土日祝日その他 (1)8時50分～17時50分

122日

～

運転

長崎県佐世保市松川町１－１９ PC 文字入力、数字入力、コピー＆ペーストができる方

長崎県佐世保市松川町１－１９ 経験 不問

3 R4-157
＊富士フイルム製業務用ＯＡ機器の売上管理＊データ登録
作業＊請求金額と入金額チェック、照合作業＊お客様企業
や営業担当との電話対応※事務未経験、久々に社会復帰さ
れる方も歓迎します。※入社後に座学研修：３日程度、そ

153,520円
＊年末年始、有
給、特別、慶弔

トランスコスモス　株式会社　ＢＰ
Ｏセンター佐世保

事務職（平日週５日）（入金） 正社員以外
153,520円

資格

10 R4-156
＊富士フイルム製業務用ＯＡ機器の売上管理＊データ登録
作業＊入金額チェック・消込作業＊契約書の作成、請求に
関する問合せ対応など。＊事務処理＋電話対応をお任せし
ます。※ご希望や経験に合わせてお任せする業務を決定し

161,600円
＊年末年始、有
給、特別、慶弔

トランスコスモス　株式会社　ＢＰ
Ｏセンター佐世保

事務職（平日週５日）（包括） 正社員以外
153,520円

資格

3 R4-155
＊データ入力と電話対応。＊富士フイルムの複合機の利用
実績のデータ回収と入力。＊お客様企業や営業担当との電
話対応。※ご希望や経験にあわせてお任せする業務を決定
します。※事務未経験、久々に社会復帰される方も歓迎し

153,520円
＊年末年始、有
給、特別、慶弔

トランスコスモス　株式会社　ＢＰ
Ｏセンター佐世保

事務職（平日週５日）（メーター） 正社員以外
153,520円

資格

3 R4-154
＊富士フイルム製業務用ＯＡ機器の売上管理＊データ登録
やお客様企業、営業担当からの問合せ対応を行います※
チーム毎に業務内容が若干異なります。請求に関する取引
先から電話による問合せ対応が含まれるチームもありま

177,760円
＊年末年始、有
給、特別、慶弔

トランスコスモス　株式会社　ＢＰ
Ｏセンター佐世保

事務職（平日週５日）（コンタクト） 正社員以外
161,600円

資格

1 R4-153
＊富士フィルムの複合機の利用料金の支払確認のお仕事で
す。＊企業や営業担当へお電話し、入金日をヒアリングし
入力します。※ご希望や経験にあわせてお任せする業務を
決定します。※事務未経験、久々に社会復帰される方も歓

153,520円
＊年末年始、有
給、特別、慶弔

トランスコスモス　株式会社　ＢＰ
Ｏセンター佐世保

事務職（平日週５日）（支払確認） 正社員以外
153,520円

資格

1 R4-151
●サントリー及びグループ企業の人事労務に関わる事務の
仕事です。＊給与計算＊社会保険に関する手続き＊福利厚
生に関する手続き＊入退社に関する手続きなど※人事労務
未経験の方も歓迎します。※６チームに分かれて対応しま

159,075円
＊年末年始、有
給、特別、慶弔

トランスコスモス　株式会社　ＢＰ
Ｏセンター佐世保

人事事務職（平日週５日） 正社員以外
159,075円

資格

2 R4-150
●人事労働に関わる事務の仕事です＊給与計算＊社会保険
に関する手続き＊福利厚生に関する手続き＊入退社に関す
る手続きなど※ご希望やご経験にあわせてお任せする業務
の幅を広げていただきます。※転勤はありませんが、入社

（59歳以下）
280,500円

＊年末年始、有
給、特別、慶弔

トランスコスモス　株式会社　ＢＰ
Ｏセンター佐世保

人事事務職（管理職候補） 正社員
179,000円

資格

1 R4-149
＊施設運用業務全般＊障害者の生活指導＊個別支援計画の
作成及び実施状況の把握＊事務用品、備品等の管理＊書類
作成（ワード・エクセルの他、専用ソフトを使用）＊来客
対応、相談業務＊他のスタッフへの指導、助言＊その他付

（64歳以下）
250,000円

会社シフトによ
る

株式会社シムグロー サービス管理責任者（障害者施設） 正社員
250,000円

資格

1 R4-148
＊事務・経理全般（書類作成含む）・電話・来客応対・パ
ソコンによるデータ入力及び帳票作成・各種官公庁届出作
成・現金出納・銀行出納・会計伝票起票、入力・資金収支
管理・施設内行事、企画運営、管理・利用者送迎業務等

（59歳以下）
250,000円

勤務割表による
（週４０時間
制）

社会福祉法人　慈誠会　特別養護老
人ホーム　たけんの

事務職 正社員
160,000円

資格

3 R4-147
＊特別養護老人ホーム・ショートステイにて日常生活全般
の介護業務などを行います。＊定員：特養５０名、ショー
ト１０名の施設です。（うち入居者様１０名を５名の職員
で対応）◎ハローワークの紹介状が必要です。「事業所情

（59歳以下）
222,000円

勤務割表による
（週４０時間
制）

社会福祉法人　慈誠会　特別養護老
人ホーム　たけんの

介護職／夜勤有り 正社員
143,500円

資格



区分/年齢 賃金 休日/年間/週 就業時間 採用数 P求人NO

させぼお仕事情報プラザ　求人情報（令和4年8月10日現在）

事業所名/所在地/就業場所 職種 免許資格/経験/PC/普通運転免許

土日祝日その他 (1)9時00分～18時00分

122日

～

運転

長崎県佐世保市松川町１－１９ PC 文字入力、テンキー入力、Ｅｘｃｅｌの基本操作ができる方

長崎県佐世保市松川町１－１９ 経験 不問

その他 (1)9時00分～18時00分

121日

～

運転

長崎県佐世保市常盤町５－３　ラクロスビルディング６Ｆ PC ・Ｅｘｃｅｌ、ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ等のオフィスツール及びビジ　ネスメール使用経験（基本的操作可能な方）

長崎県佐世保市常盤町５－３　ラクロスビルディング６Ｆ　※ラッキーボウル様跡地 経験 あれば尚可

土日祝日その他 (1)9時00分～18時00分

121日

～

運転

長崎県佐世保市常盤町５－３　ラクロスビルディング６Ｆ PC ・Ｗｉｎｄｏｗｓ使用経験　・エクセル、ワード、パワーポイント等オフィスツール使用経験　・ビジネスメール使用経験　※基本操作可能な方。

長崎県佐世保市常盤町５－３　ラクロスビルディング６Ｆ　※ラッキーボウル跡地 経験 必須

土日祝日その他 (1)12時00分～18時00分

～ 週3日　程度

運転

長崎県佐世保市崎岡町３０６８番地９　佐世保情報産業プラザ第２棟 PC エクセル入力業務

長崎県佐世保市崎岡町３０６８番地９　佐世保情報産業プラザ第２棟 経験 不問

日祝日その他

～ 週2日　～　週5日

運転

長崎県佐世保市崎岡町３０６８番地９　佐世保情報産業プラザ第２棟 PC 未経験者も可　※経験者は優遇（採用面）

長崎県佐世保市崎岡町３０６８番地９　佐世保情報産業プラザ第２棟 経験 必須

日祝日その他 (1)9時00分～17時30分

～ 週3日　～　週4日

運転

長崎県佐世保市崎岡町３０６８番地９　佐世保情報産業プラザ第２棟 PC

長崎県佐世保市崎岡町３０６８番地９　佐世保情報産業プラザ第２棟 経験 あれば尚可

日祝日その他 (1)9時00分～18時00分

121日

～

運転

長崎県佐世保市崎岡町３０６８番地９　佐世保情報産業プラザ第２棟 PC

長崎県佐世保市崎岡町３０６８番地９　佐世保情報産業プラザ第２棟 経験 あれば尚可

土日祝日その他 (1)9時00分～18時00分

121日

～

運転

長崎県佐世保市崎岡町３０６８番地９　佐世保情報産業プラザ第２棟 PC

長崎県佐世保市崎岡町３０６８番地９　佐世保情報産業プラザ第２棟 経験 あれば尚可

土日祝日その他 (1)9時00分～18時00分

121日

～

運転

長崎県佐世保市崎岡町３０６８番地９　佐世保情報産業プラザ第２棟 PC

長崎県佐世保市崎岡町３０６８番地９　佐世保情報産業プラザ第２棟 経験 あれば尚可

土日祝日その他 (1)9時00分～18時00分

121日

～

運転

長崎県佐世保市崎岡町３０６８番地９　佐世保情報産業プラザ第２棟 PC

長崎県佐世保市崎岡町３０６８番地９　佐世保情報産業プラザ第２棟 経験 あれば尚可

1 R4-172
＊健康診断に関するマスターデータ編集＊業務システムへ
のデータ登録、エラー確認＊業務システムからの特定デー
タの抽出、編集等作業＊顧客対応（データ授受、問い合わ
せ、スケジュール調整等）＊その他附随する業務を行いま

（59歳以下）
207,000円

年末年始

株式会社　ディーソルＨＰＩ　佐世
保事業所

健診業務事務・データ処理担当者 正社員
180,000円

資格

1 R4-171
＊専用システムへ健康診断の結果データ取込＊健康診断の
結果入力、転記＊健康診断実施機関との電話応対（受電、
架電）＊各種書類のスキャンニング、コピー作業＊顧客対
応（問合せ、スケジュール調整、打合等）＊その他付随す

（59歳以下）
172,000円

年末年始

株式会社　ディーソルＨＰＩ　佐世
保事業所

健診業務・結果担当者 正社員
145,000円

資格

1 R4-170
担当業務の実務、具体的指示＊健康診断（病院・クリニッ
ク等）の契約書類の確認＊郵便物開封、内容確認＊健康診
断実施機関との電話応対（受電・架電）＊入力、スキャニ
ング、コピー作業＊顧客対応（問い合わせ、スケジュール

（59歳以下）
187,000円

年末年始

株式会社　ディーソルＨＰＩ　佐世
保事業所

健康診断　契約更新担当者　※責任者候補 正社員
160,000円

資格

2 R4-169
※健康診断を申込、受診される個人の方からの問合せに対
応します・制度案内（受診内容、料金、予約方法等）・申
込手続き案内（ＷＥＢ申込方法、申込書記入方法等）・申
込後の変更やキャンセルの受付・その他の問い合わせ対応

227,360円
＊シフトによる
（土曜日勤務あ
り：月２回程
度）・年末年始

株式会社　ディーソルＨＰＩ　佐世
保事業所

コールオペレーター（契約社員） 正社員以外
178,640円

資格

2 R4-168
※健康診断を申込、受診される個人の方からの問合せに対
応します・制度案内（受診内容、料金、予約方法等）・申
込手続き案内（ＷＥＢ申込方法、申込書記入方法等）・申
込後の変更やキャンセルの受付・その他の問い合わせ対応

1,200円
＊シフトによる
（土曜日勤務あ
り）年次有給休
暇は週所定労働

株式会社　ディーソルＨＰＩ　佐世
保事業所

コールオペレーター（パート） パート
1,000円

資格

3 R4-167
＊パソコンに取り込まれた医療関連データの項目内容に、
間違いないかをチェックする作業を行います。＊上記内容
に付随するデータ入力等の業務を行います。※Ｗワークの
方も歓迎です。◎ハローワークの紹介状が必要です。「自

828円
勤務スケジュー
ルによる。有給
休暇は法定通り
（週２日勤務の

株式会社　ディーソルＨＰＩ　佐世
保事業所

データチェック作業／１９：００～ パート
828円

資格

2 R4-166
＊食品関連の事務作業・配送商品に関するお客様及び担当
営業からの問合せ対応・電話による注文入力・パソコンで
の注文内容確認・注文内容不備箇所の電話確認作業◎雇用
期間：採用日～６ヶ月（以降２ヶ月～６ヶ月毎の更新制）

861円
＊勤務表による
＊年末年始

株式会社　ディーソルＨＰＩ　佐世
保事業所

受注スタッフ（日勤パート） パート
861円

資格

1 R4-162
佐世保アウトソーシングセンターにおける、総務・庶務業
務を担っていただける方を募集します。＊従業員の各種手
続きのサポート＊各種申請・手続き・行政への届け出、申
請・オフィス内経費に関する申請＊外部からのお問い合わ

（59歳以下）
250,000円

＊年末年始休暇
＊年間３日間の
フレックス休日

パーソルワークスデザイン株式会社
佐世保第１アウトソーシングセン
ター

総務事務（正社員） 正社員
180,000円

資格

3 R4-161
コールセンターのサービス運用管理業務です。【業務内
容】・チームの運営方法策定、収支確認・クライアントへ
の進捗報告、各種調整・スタッフ管理（労務管理・シフト
管理）・サービスクオリティ管理など【担当チーム例】・

（59歳以下）
240,000円

＊週休二日制＊
休日はシフトに
準ずる

パーソルワークスデザイン株式会社
佐世保第１アウトソーシングセン
ター

コールセンター案件管理者（正社員） 正社員
180,000円

資格

1 R4-158
●経理業務全般の入力を行います。＊交通費・出張旅費な
どの経費精算＊書類不備等に関する問合せ（メール）など
※経理未経験・ブランクのある方も歓迎します。◎ハロー
ワークの紹介状が必要です。

153,520円
＊年末年始（１
２／３０～１／
３）休み

トランスコスモス　株式会社　ＢＰ
Ｏセンター佐世保

入力事務（経理） 正社員以外
153,520円

資格



区分/年齢 賃金 休日/年間/週 就業時間 採用数 P求人NO

させぼお仕事情報プラザ　求人情報（令和4年8月10日現在）

事業所名/所在地/就業場所 職種 免許資格/経験/PC/普通運転免許

土日祝日その他 (1)9時00分～18時00分

121日

～

運転

長崎県佐世保市崎岡町３０６８番地９　佐世保情報産業プラザ第２棟 PC

長崎県佐世保市崎岡町３０６８番地９　佐世保情報産業プラザ第２棟 経験 あれば尚可

土日祝日その他 (1)9時00分～18時00分

118日

～

運転

長崎県佐世保市崎岡町３０６８番地９　佐世保情報産業プラザ第２棟 PC

長崎県佐世保市崎岡町３０６８番地９　佐世保情報産業プラザ第２棟 経験 必須

その他 (1)10時00分～19時00分

122日

～

運転

長崎県佐世保市崎岡町２７２０番地８号　佐世保情報産業プラザ第１棟３Ｆ PC ＰＣ基本操作（ローマ字変換入力、マウス操作）が可能な方　

長崎県佐世保市崎岡町２７２０番地８号　佐世保情報産業プラザ第１棟３Ｆ 経験 必須

その他 (1)9時00分～18時00分

122日

～

運転

長崎県佐世保市崎岡町２７２０番地８号　佐世保情報産業プラザ第１棟３Ｆ PC パソコン基本操作（起動・マウス操作・文字入力）　　

長崎県佐世保市崎岡町２７２０番地８号　佐世保情報産業プラザ第１棟３Ｆ 経験 不問

土日祝日その他 (1)8時30分～12時30分

(2)12時30分～16時30分

～ 週5日　～　週5日

運転 普通自動車運転免許　　必須

長崎県佐世保市卸本町２５－２ PC パソコン（ワード・エクセル）の基本操作ができる方

長崎県佐世保市卸本町２５－２ 経験 不問

日祝日その他 (1)8時00分～17時00分 フォークリフト運転技能者

105日

～

運転 普通自動車運転免許　　必須

長崎県佐世保市卸本町２５－２ PC パソコン（エクセル・ワード）基本操作

長崎県佐世保市卸本町２５－２ 経験 不問

日祝日その他 (1)8時00分～17時00分

105日

～

運転 普通自動車運転免許　　必須

長崎県佐世保市卸本町２５－２ PC パソコン（エクセル・ワード）基本操作

長崎県佐世保市卸本町２５－２ 経験 あれば尚可

日祝日 (1)8時00分～17時00分

105日

～

運転 普通自動車運転免許　　あれば尚可

長崎県佐世保市卸本町２５－２ PC パソコン（ワード・エクセル）文書作成、表作成、表計算等の操作ができる方。

長崎県佐世保市卸本町２５－２ 経験 不問

日祝日 (1)8時00分～17時00分

105日

～

運転 普通自動車運転免許　　あれば尚可

長崎県佐世保市卸本町２５－２ PC パソコン（ワード・エクセル）文書作成、表作成、表計算等の操作ができる方。

長崎県佐世保市卸本町２５－２ 経験 必須

土日その他 (1)8時45分～17時45分 １級電気工事施工管理技士

117日

～

運転 普通自動車運転免許　　必須

長崎県佐世保市卸本町６－２ PC

長崎県佐世保市卸本町６－２ 経験 不問

1 R4-185
＊電気設備の施工管理業務（工事や店舗など企業の所有す
る建物や一般住宅用太陽光発電・蓄電池の設置工事、オー
ル電化の電気工事、給湯設備の配管工事空調設備工事な
ど）＊工程管理、安全管理、労務管理等＊材料等の運搬あ

（64歳以下）
400,000円

＊ゴールデン
ウィーク休暇、
夏季休暇、年末
年始休暇（会社

株式会社　日本エコネット 電気設備施工管理 正社員
250,000円

資格

1 R4-184
＊売掛金・買掛金の管理、請求書の発行、資金繰り、決算
書作成など、経理全般を行います。＊その他、関連・付随
する業務を行います。＊経験者優遇します。※ほとんどの
業務でパソコンを使用します。※経理経験者を優遇しま

（59歳以下）
300,000円

月１～２回、土
曜日勤務が発
生。第２・第４
土曜日、祝日は

株式会社　橘高 経理事務員 正社員
170,000円

資格

1 R4-183
＊総務人事のアシスタントのお仕事です。＊電話応対・お
客様受付・広報活動・採用活動・庶務全般のアシスタント
をして頂きます。【期待する役割】チームの一員として協
力一致で業務に取り組む姿勢【求める能力・経験】接客が

（44歳以下）
250,000円

土曜は交代で休
み。第２、第４
土曜日は休みと
なります。

株式会社　橘高 総務人事 正社員
160,000円

資格

1 R4-182
自社で受注した小・中規模の現場に入って頂き、工程管
理・施工・施工指導を行って頂きます。お客様・社内ス
タッフとコミュニケーションを取り、協力し合いながら、
お客様にとって満足度の高い現場の完成を目指します。

（59歳以下）
380,000円

会社カレンダー
による土曜日交
替休み夏季休暇
４日年末年始休

株式会社　橘高 工事部スタッフ（工程管理・施工） 正社員
180,000円

資格

1 R4-181
＊各取引先へ、住宅設備機器の提案を実施していただきま
す。＊商材は多岐にわたるため、カタログ等をまずは勉強
し、先輩社員のＯＪＴのもと、仕事を覚えていただきま
す。【主な取引先】ゼネコンがメインとなります。既存取

（44歳以下）
250,000円

会社カレンダー
による土曜日交
替休み夏季休暇
４日年末年始休

株式会社　橘高 ルート営業員（本社） 正社員
200,000円

資格

1 R4-180
＊総務人事のアシスタントのお仕事です。＊電話応対・お
客様受付・広報活動・採用活動・庶務全般のアシスタント
＊稀に会社説明会等で外出あり（軽又は普通乗用ＡＴ車使
用）【期待する役割】チームの一員として協力一致で業務

（44歳以下）
950円

株式会社　橘高 総務人事のアシスタント パート
851円

資格

3 R4-179
ＫＤＤＩサービス（固定電話やインターネット）にお申し
込み頂いたお客様情報（氏名・住所など）をチェックし
て、専用システムに入力いただきます。ＰＣ入力に自信が
ない方でも、最初はゆっくり入力でＯＫ！研修は少人数

164,832円
土日祝含むシフ
ト制固定シフト
は曜日固定休可
能

株式会社　ＫＤＤＩエボルバ 申請登録（データ入力・事務） 正社員以外
156,752円

資格

2 R4-175
＊ａｕでんきのお申込み内容（名義や住所）に不備があっ
た場合の修正対応を行います。＊お客様へお電話し確認⇒
正しい内容を伺い、修正対応（お電話だけではなく、事務
作業も多くあります）。※シフト相談ＯＫ！バランスを取

195,240円
＊土・日・祝を
含む週５日勤
務。＊平日がお
休みになる可能

株式会社　ＫＤＤＩエボルバ ａｕでんき不備解消業務 正社員以外
158,760円

資格

2 R4-174
＊食品関連の受注代行業務・配送商品に関するお客様及び
担当営業からの問合せ対応・電話による注文入力・パソコ
ンでの注文内容確認・注文内容不備箇所の電話確認作業◎
雇用期間：採用日～６ヶ月（以降２ヶ月～６ヶ月毎の更新

155,964円
＊勤務表による
＊年末年始

株式会社　ディーソルＨＰＩ　佐世
保事業所

受注スタッフ（日勤／フルタイム） 正社員以外
155,964円

資格

1 R4-173
＊健康診断に関するマスターデータ編集＊業務システムへ
のデータ登録、エラーの確認＊業務システムからの特定
データの抽出、編集等作業＊顧客対応（データ授受、問合
せ、スケジュール調整等）＊その他付随する業務※入力業

178,640円
＊シフトによる
（土曜日勤務あ
り：月２回程
度）・年末年始

株式会社　ディーソルＨＰＩ　佐世
保事業所

健診業務事務・データ処理担当（契約社員） 正社員以外
146,160円

資格



区分/年齢 賃金 休日/年間/週 就業時間 採用数 P求人NO

させぼお仕事情報プラザ　求人情報（令和4年8月10日現在）

事業所名/所在地/就業場所 職種 免許資格/経験/PC/普通運転免許

土日その他 (1)8時45分～17時45分 第一種電気工事士

117日 第二種電気工事士

～

運転 普通自動車運転免許　　必須

長崎県佐世保市卸本町６－２ PC

長崎県佐世保市卸本町６－２ 経験 あれば尚可

火水その他 (1)9時00分～20時00分

121日

～

運転 普通自動車運転免許　　必須

長崎県佐世保市塩浜町８－５０ PC

長崎県佐世保市塩浜町８－５０ 経験 あれば尚可

日祝日その他 (1)8時00分～17時00分

105日

～

運転 普通自動車運転免許　　あれば尚可

長崎県佐世保市竹辺町８５９番地 PC

長崎県佐世保市内、平戸市、佐々町、松浦市の各現場 経験 不問

その他

105日

～

運転 普通自動車運転免許　　あれば尚可

長崎県佐世保市有福町２９７－２０ PC

長崎県佐世保市有福町２９７－２０ 経験 あれば尚可

その他

105日

～

運転 普通自動車運転免許　　あれば尚可

長崎県佐世保市有福町２９７－２０ PC

長崎県佐世保市有福町２９７－２０ 経験 あれば尚可

その他

105日

～

運転 普通自動車運転免許　　あれば尚可

長崎県佐世保市有福町２９７－２０ PC

長崎県佐世保市有福町２９７－２０ 経験 あれば尚可

その他

105日

～

運転 普通自動車運転免許　　あれば尚可

長崎県佐世保市有福町２９７－２０ PC Ｗｉｎｄｏｗｓ１０以降の操作経験、インターネット上での仕入入力、エクセル・ワード・パワーポイントの基本操作可能な方。

長崎県佐世保市有福町２９７－２０ 経験 あれば尚可

その他

105日

～

運転 普通自動車運転免許　　あれば尚可

長崎県佐世保市有福町２９７－２０ PC インターネット上での受発注数値入力、ワード・エクセルでの文書作成あり、基本操作可能な方。

長崎県佐世保市有福町２９７－２０ 経験 あれば尚可

日祝日その他 (1)7時00分～16時00分 大型自動車免許

121日 (2)8時00分～17時00分 大型自動車第二種免許

～ (3)9時00分～18時00分

運転 普通自動車運転免許　　必須

長崎県佐世保市卸本町２５２－２ PC

長崎県佐世保市卸本町２５２－２ 経験 不問

日祝日その他 (1)7時00分～16時00分

121日 (2)8時00分～17時00分

～ (3)9時00分～18時00分

運転 普通自動車運転免許　　必須

長崎県佐世保市卸本町２５２－２ PC 基本的なＰＣ操作（エクセル・ワード）が可能な方

長崎県佐世保市卸本町２５２－２ 経験 不問

1 R4-195
＊巡回健康診断の業務において、主に巡回先での健診受付
及び健診補助を担います。＊毎日検診車（バス）に乗車
し、長崎県内一円（離島を含む）の事業所を数か所巡回し
ます。（普通乗用ＡＴ車を運転する場合あり）※離島への

（30歳以下）
150,000円

会社カレンダー
による。（年６
日土曜日出勤あ
り）

医療法人　西九州健康診断本部診療
所

巡回健診受付及び健診補助 正社員
150,000円

資格

1 R4-194
＊巡回健康診断の検診車両運転及び検診補助業務＊検診車
乗務（長崎県内一円で離島を含みます）及び健診会場での
誘導案内、検診業務補助（普通乗用ＡＴ車運転あり）。※
離島への宿泊出張（１週間程度）が年に１回あります。＊

（40歳以下）
200,000円

会社カレンダー
による。（年６
日土曜日出勤あ
り）

医療法人　西九州健康診断本部診療
所

検診車運転士及び健診補助 正社員
200,000円

資格

2 R4-193
＊店舗マネージャーの業務全般＊数値管理・シフト管理等
＊スタッフの教育業務＊店舗での接客対応＊商品・企画開
発◎ハローワークの紹介状が必要です。

（64歳以下）
400,000円

シフト制によ
る。

有限会社肉の相川（肉のあいかわ） 店舗マネージャー 正社員
300,000円

資格

2 R4-192
＊お肉の直売所での業務です。・商品の仕入管理・販売管
理等管理業務・パートのシフト管理・社員教育・店舗での
レジ操作・接客対応・その他付随する業務※業務に慣れて
きたら、社外との営業活動を行います。◎ハローワークの

（64歳以下）
280,000円

＊シフト制

有限会社肉の相川（肉のあいかわ） 商品管理及び販売 正社員
185,000円

資格

3 R4-191
＊牛かつあいかわ又は焼肉あいかわでの業務です。・接客
（注文とり）・レジ会計・配膳、下膳・開店準備・閉店の
際の清掃及び戸締まり・その他付随業務※入社後、牛かつ
あいかわで研修を行い、その後は牛かつあいかわ又は焼肉

（64歳以下）
215,000円

シフト制によ
る。

有限会社肉の相川（肉のあいかわ） ホールスタッフ 正社員
165,000円

資格

2 R4-190
＊主に、牛かつやレモンステーキ等の調理業務。・仕込
み・オーダーを受け調理・洗いもの・盛り付け・清掃・そ
の他付帯業務※キッチンスタッフは７人、常時２～４人体
制。◎ハローワークの紹介状が必要です。

（64歳以下）
225,000円

シフト制によ
る。

有限会社肉の相川（肉のあいかわ） キッチンスタッフ（牛かつあいかわ） 正社員
165,000円

資格

2 R4-189
食肉加工全般精肉加工補助加工品製造補助直売所販売補助
その他付帯業務◎ハローワークの紹介状が必要です。 （64歳以下）

270,000円
＊シフト制

有限会社肉の相川（肉のあいかわ） 加工場製造スタッフ 正社員
160,000円

資格

5 R4-188
＊県北、佐世保市内の道路や建設現場における一般車両、
歩行者工事関係車両の誘導業務。＊従業員への配慮として
きめ細やかな心遣いにより働きやすい環境を作ってまいり
ます。＊就業時間等は相談可能です。◎ハローワークの紹

（18歳以上）
172,800円

現場により変動
あり

西部警備保障　株式会社 交通誘導員 正社員
172,800円

資格

3 R4-187
住宅展示場に来場されるお客様の接客からプラン提案、資
金計画など家づくりのプロフェッショナルとして提案を
行っていきます。契約棟数ごとにインセンティブもあるた
め、年収アップを実現する人も数多くいます。入社後は、

（59歳以下）
280,000円

当社では完全週
休２日制を導入
しております。

ランドアーク　株式会社 企画営業／佐世保 正社員
240,000円

資格

1 R4-186
＊再生可能エネルギーに関する工事全般。・特に、工事や
店舗など企業の所有する建物や一般住宅の太陽光発電・蓄
電池の設置工事、オール電化の電気工事、給湯設備の配管
工事、空調設備工事などを行う。・材料等の運搬あり（普

（64歳以下）
350,000円

＊ゴールデン
ウィーク休暇、
夏季休暇、年末
年始休暇（会社

株式会社　日本エコネット 電気設備工事作業員 正社員
190,000円

資格



区分/年齢 賃金 休日/年間/週 就業時間 採用数 P求人NO

させぼお仕事情報プラザ　求人情報（令和4年8月10日現在）

事業所名/所在地/就業場所 職種 免許資格/経験/PC/普通運転免許

日その他 (1)8時00分～12時00分

(2)14時00分～18時00分

～ 週5日　～　週6日

運転

長崎県佐世保市元町４－１９ PC

長崎県佐世保市三浦町２－３　　「アルカス佐世保」 経験 不問

火その他 (1)8時30分～16時30分

～ 週3日　～　週4日

運転

長崎県佐世保市元町４－１９ PC

長崎県佐世保市広田３丁目５－３　「老人・身体障がい者憩の家　いでゆ荘」 経験 必須

土日祝日その他 (1)8時30分～17時30分

120日

～

運転 普通自動車運転免許　　必須

長崎県佐世保市皆瀬町７５番地２ PC エクセル、ワードの基本操作可能な方

長崎県佐世保市皆瀬町７５番地２ 経験 不問

日祝日その他 (1)8時00分～17時00分 原動機付自転車免許

107日 (2)21時00分～5時00分

～

運転

長崎県佐世保市皆瀬町７５番地２ PC

長崎県佐世保市皆瀬町７５番地２ 経験 不問

日祝日その他 (1)8時00分～17時00分

105日

～

運転 普通自動車運転免許　　あれば尚可

長崎県佐世保市小佐々町黒石３３９－７３　 PC

長崎県佐世保市小佐々町黒石３３９－７３　 経験 不問

日祝日その他 (1)8時00分～17時00分

105日

～

運転 普通自動車運転免許　　必須

長崎県佐世保市小佐々町黒石３３９－７３　 PC ＣＡＤ

長崎県北松浦郡佐々町小浦免１５７２－４５ 経験 不問

その他 (1)8時00分～17時00分 大型自動車免許

88日 フォークリフト運転技能者

～

運転

長崎県佐世保市江上町４６９９ PC

長崎県佐世保市江上町４６９９ 経験 必須

その他 (1)8時00分～17時00分 大型自動車免許

88日 (2)10時00分～19時00分

～ (3)14時00分～23時00分

運転

長崎県佐世保市江上町４６９９ PC

長崎県佐世保市江上町４６９９ 経験 必須

日その他 (1)8時30分～10時30分

(2)15時30分～17時30分

～ 週5日　程度

運転 普通自動車運転免許　　必須

長崎県佐世保市小佐世保町２番５号 PC

長崎県佐世保市小佐世保町２－１　　「介護老人保健施設　松寿園」 経験 不問

日その他 (1)9時00分～17時30分 介護支援専門員（ケアマネージャー）

105日

～

運転 普通自動車運転免許　　必須

長崎県佐世保市小佐世保町２番５号 PC エクセル、ワードの基本操作ができる方

長崎県佐世保市小佐世保町２番１号　『介護老人保健施設　松寿園』 経験 不問

1 R4-205
＊介護支援相談員としての業務全般。・施設利用を希望す
る方の入所相談から退所の支援・在宅生活支援の相談業
務・施設事業者様の入所・退所の際の送迎を行う場合あり
（軽ワゴンＡＴ車使用）・その他付随する業務＊定員８０

（64歳以下）
190,000円

４週８休の体制
を基本としてい
ますが、特別な
ことがない限り

医療法人　松栄会 介護支援相談員（松寿園） 正社員
175,000円

資格

1 R4-204
＊主に、通所リハビリテーション利用者様の送迎業務＊病
院受診時の送迎等。＊洗車、車内清掃、施設内の電球交
換。＊その他付随する業務※使用車：１０人乗り普通ワゴ
ン（ＡＴ）及び軽自動車（ＡＴ）◎ハローワークの紹介状

（64歳以下）
1,000円

日曜日以外の休
みは交替制＊年
次有給休暇は週
所定労働日数に

医療法人　松栄会 送迎運転手 パート労働者
1,000円

資格

1 R4-203
＊主に佐世保、松浦、佐賀県内のスーパー、冷蔵庫、魚市
場等の魚残さいを収集し、諫早、長崎へ搬入する業務＊使
用車：８ｔ又は１０ｔウイング車（ＭＴ）◎ハローワーク
の紹介状が必要です。

（18歳～59歳）
198,000円

勤務表による。

有限会社　壹良産業 収集運搬作業員 正社員
198,000円

資格

1 R4-202
＊主に青果、鮮魚等を九州一円及び関西、関東方面に輸送
する業務。＊使用車：１０ｔウイング車（ＭＴ車）＊
フォークリフト技能資格者は採用面で優遇します。＊平均
の賃金総支給額は各手当込で３０～４５万円程度となりま

（59歳以下）
166,000円

ローテーション
月６回程度

有限会社　壹良産業 大型運転手 正社員
166,000円

資格

1 R4-201
＊客先との打合わせ（客先との打ち合わせの際に社用車
（普通車バン（ＡＴ）を使用）＊製造工程の管理＊ＣＡＤ
（オート及びＪＷ）を使った製作図の作成等を行います。
◎ハローワークの紹介状が必要です。

（34歳以下）
228,920円

・会社カレン
ダーによる・年
末年始、盆

冨士樹脂　株式会社 製造管理　設計 正社員
186,580円

資格

1 R4-200
＊ＮＣルーターマシン等の操作による樹脂板の切削加工＊
未経験の方も１から指導します。◎ハローワークの紹介状
が必要です。

（34歳以下）
228,920円

・会社カレン
ダーによる・年
末年始、盆

冨士樹脂　株式会社 製造　機械工 正社員
186,580円

資格

3 R4-199
＊交通誘導警備やイベント警備業務を行います。・エリ
ア：佐世保市内、長崎県北、東彼・大村地区、伊万里、武
雄、杵島郡＊現場へは主に直行直帰になります。＊採用
後、研修を１～４日程度実施します。◎ハローワークの紹

（18歳～64歳）
221,450円

＊交替制＊正
月、盆休みあり
（月労働時間１
７７時間以内）

有限会社　綜合創研警備保障 警備員 正社員
167,700円

資格

1 R4-198
＊売上管理、人事管理、総務他＊その他付随する業務を行
います。＊銀行用務等で軽乗用車（ＡＴ）を使用します。
◎ハローワークの紹介状が必要です。

（64歳以下）
170,000円

＊正月、盆休み
あり※土曜日出
勤月２回あり
（８：３０～１

有限会社　綜合創研警備保障 一般事務 正社員
160,000円

資格

1 R4-197
＊浴場の開場準備から終了までの・湯温管理・浴場清掃・
ボイラーメンテナンス＊付随業務・残留塩素測定・除菌ク
リーナーでの清掃等◎ハローワークの紹介状が必要です。

850円
＊休日は火曜日
他週３日～４日
程度。＊年末年
始（１２／２９

株式会社　サンエル 設備管理員／広田 パート労働者
850円

資格

1 R4-196
＊「アルカス佐世保」施設内清掃を行います。＊トイレ清
掃を含みます。※契約更新：入札状況によります。◎ハ
ローワークの紹介状が必要です。

830円
＊シフトによ
る。＊年次有給
休暇は法定通り
（週５日勤務し

株式会社　サンエル 清掃員（三浦町） パート労働者
830円

資格



区分/年齢 賃金 休日/年間/週 就業時間 採用数 P求人NO

させぼお仕事情報プラザ　求人情報（令和4年8月10日現在）

事業所名/所在地/就業場所 職種 免許資格/経験/PC/普通運転免許

土日祝日その他 薬剤師

～ 週1日　以上

運転

長崎県佐世保市小佐世保町２番５号 PC

長崎県佐世保市小佐世保町２番１号　『介護老人保健施設　松寿園』 経験 あれば尚可

その他 (1)8時00分～16時30分

105日 (2)11時00分～19時30分

～ (3)16時30分～9時00分

運転

長崎県佐世保市小佐世保町２番５号 PC

長崎県佐世保市小佐世保町２番１号 経験 不問

その他 (1)8時15分～17時15分

110日 (2)10時30分～19時30分

～ (3)17時00分～9時00分

運転

長崎県佐世保市大和町１５ PC

長崎県佐世保市山手町８５５－１ 経験 不問

日祝日その他 (1)8時30分～17時30分

110日

～

運転 普通自動車運転免許　　必須

長崎県佐世保市大和町１５ PC

長崎県佐世保市大和町８５０－４　　「ドリームケア大和」 経験 不問

日祝日その他 (1)8時30分～17時30分

110日

～

運転 普通自動車運転免許　　必須

長崎県佐世保市大和町１５ PC

長崎県佐世保市ハウステンボス町４－５２　「ドリームケアハウステンボス町」 経験 不問

その他 (1)8時30分～17時30分 介護福祉士

110日 (2)7時30分～16時30分

～ (3)10時30分～19時30分

運転 普通自動車運転免許　　あれば尚可

長崎県佐世保市大和町１５ PC

長崎県佐世保市大和町３０番地　ドリームステイのぞみ 経験 不問

日祝日その他 (1)8時15分～17時15分

110日

～

運転

長崎県佐世保市大和町１５ PC ワード・エクセル等の基本的操作が可能な方

長崎県佐世保市日宇町２８３５　　　「介護老人保健施設　長寿苑」 経験 不問

日祝日その他 (1)8時30分～17時30分 社会福祉士

110日

～

運転

長崎県佐世保市大和町１５ PC

長崎県佐世保市大和町１５ 経験 不問

その他 (1)8時30分～17時30分 介護福祉士

110日 (2)7時30分～16時30分

～ (3)10時30分～19時30分

運転 普通自動車運転免許　　あれば尚可

長崎県佐世保市大和町１５ PC

長崎県佐世保市大和町３０ 経験 不問

その他 (1)8時30分～17時30分 介護福祉士

110日 (2)7時30分～16時30分

～ (3)10時30分～19時30分

運転

長崎県佐世保市大和町１５ PC

長崎県佐世保市戸尾町４番５号　　「ドリームスティひかり」 経験 不問

2 R4-215
◇介護付有料老人ホームの介護業務です。入居者様５０名
の方の介護を行います。（食事介助、排泄介助、入浴介助
等）＊その他付随する業務を行います。◇入居者様平均介
護：２．７（男女比４：６）◇職員数：毎日１６名～１８

172,992円
４週８休制
日・祝日交代勤
務有り

社会医療法人財団　白十字会 介護職員（ドリームステイひかり） 正社員以外
167,904円

資格

1 R4-214
◇介護付有料老人ホームにおいて入居者（５０名程度）の
方の介護等を行います。（食事介助、入浴介助など）＊
日・祝日交代で勤務があります。＊その他付随する業務を
行います。＊普通自動車運転免許所有者は入居者の送迎で

172,992円
４週８休制

社会医療法人財団　白十字会 介護職員（ドリームステイのぞみ） 正社員以外
167,904円

資格

1 R4-213
＊入院患者さんの退院支援及び相談業務を行います。＊そ
の他付随する業務を行います。「働き方改革関連認定企
業」＊ハローワークの紹介状が必要です。

（59歳以下）
200,000円

４週８休制土曜
日交代で勤務有
り。

社会医療法人財団　白十字会
社会福祉士（地域医療連携センター・佐世保中
央病院）

正社員
190,040円

資格

1 R4-212
＊入所・通所の利用者さんがリハビリテーションに取り組
むにあたり、理学療法士等の指示のもとアシスタントとし
て業務を行います。＊電子カルテを使用して、各種記録を
入力します。＊ノルディックウォークのスキルを法人内研

139,920円
＊土曜日はロー
テーションにて
勤務あり。

社会医療法人財団　白十字会
リハビリ助手（介護老人保健施設　長寿苑）／
夜勤無し

正社員以外
139,920円

資格

1 R4-211
◇介護付有料老人ホームの介護業務です。・入居者様５０
名程度の方の介護を行います。（食事介助、排泄介助、入
浴介助等）＊その他付随する業務を行います。◇入居者様
平均介護：２．７（男女比４：６）◇職員数：３４名◇４

（59歳以下）
194,500円

４週８休制休日
はローテーショ
ン

社会医療法人財団　白十字会 入所施設介護職員（ドリームステイのぞみ） 正社員
175,500円

資格

1 R4-210
◇デイサービス（定員３５名）介護における業務全般を
行って頂きます。介護記録の入力、入浴介助、食事介助、
リハビリ補助等初めは見守り介助や歩行の付き添い介助な
どを行って頂き、徐々に入浴介助など行って頂きます。

174,688円
＊勤務表による
＊土曜日交替で
勤務あり。

社会医療法人財団　白十字会 介護職員（ドリームケアハウステンボス町） 正社員以外
162,816円

資格

R4-209
＊リハビリ中心の半日コースの通所事業所です（午前・午
後定員３５名）＊通所者様の介護全般…レクリエーショ
ン、送迎、リハビリ、ケアプラン作成等。その他付随する
業務を行います。※初めは見守り介助や歩行の付き添い介

（59歳以下）
182,500円

＊４週８休制＊
土曜日交替で勤
務あり。

社会医療法人財団　白十字会 介護職員／ドリームケア大和 正社員
182,500円

資格

1 R4-208
＊入院患者さんへの看護補助業務。・食事、入浴、排泄等
の身体介助・リハビリテーション等の介助・更衣、口腔ケ
ア等の生活全般の業務・終末期の患者様の身体介助・その
他付随する業務※病床数３３０、介護職員約９０名で対

（59歳以下）
163,000円

４週８休（勤務
表による）

社会医療法人財団　白十字会 介護職員（燿光リハビリテーション病院） 正社員
163,000円

資格

2 R4-207
※施設入所者８０名、短期入所者４名の施設です。＊利用
される方の日常生活全般のお世話を行います。ふれあいの
ある施設、いつも笑顔で接するをモットーに、利用者様と
一緒に日常生活を楽しみ、大切な家族だと思って業務を行

（64歳以下）
174,500円

＊ローテーショ
ンで週２日休
み。＊４週８休
のうち、２回程

医療法人　松栄会 介護職員（松寿園） 正社員
164,500円

資格

1 R4-206
＊施設の医師、看護師と協力して調剤・服薬管理業務にあ
たってもらいます。＊主な業務は施設入所者８０名にかか
る調剤業務等です。＊その他附随する業務を行います。◎
ハローワークの紹介状が必要です。

（64歳以下）
2,000円

基本的に出勤日
以外は休日とし
ます。

医療法人　松栄会 薬剤師（松寿園） パート労働者
2,000円

資格



区分/年齢 賃金 休日/年間/週 就業時間 採用数 P求人NO

させぼお仕事情報プラザ　求人情報（令和4年8月10日現在）

事業所名/所在地/就業場所 職種 免許資格/経験/PC/普通運転免許

その他 (1)8時30分～17時30分 介護福祉士

110日 介護職員実務者研修修了者

～ その他の福祉・介護関係資格

運転 普通自動車運転免許　　あれば尚可

長崎県佐世保市大和町１５ PC

長崎県佐世保市戸尾町４番５号　「ドリームケア戸尾」 経験 あれば尚可

日祝日その他 (1)8時30分～17時30分 介護福祉士

110日

～

運転 普通自動車運転免許　　必須

長崎県佐世保市大和町１５ PC

長崎県佐世保市大和町８５０－４　　「ドリームケア大和」 経験 不問

その他 (1)8時30分～17時30分 介護福祉士

110日 介護職員実務者研修修了者

～ その他の福祉・介護関係資格

運転 普通自動車運転免許　　必須

長崎県佐世保市大和町１５ PC

長崎県佐世保市須田尾町３０４－２　「ドリームケア　須田尾」 経験 あれば尚可

日祝日その他 (1)8時30分～17時30分

112日 (2)7時30分～16時30分

～ (3)10時00分～19時00分

運転

長崎県佐世保市大和町１５ PC

長崎県佐世保市大和町３０番地　　「（医）白十字会　介護老人保健施設サン」 経験 不問

日祝日その他 (1)8時00分～17時00分

110日

～

運転

長崎県佐世保市大和町１５ PC

長崎県佐世保市大和町１５ 経験 あれば尚可

土日祝日 (1)9時00分～17時30分

120日

～

運転

長崎県佐世保市宮田町１２－４ PC

長崎県佐世保市宮田町１２－４ 経験

土日祝日その他 (1)8時00分～17時00分 １級土木施工管理技士

２級土木施工管理技士

～

運転 普通自動車運転免許　　必須

長崎県佐世保市日宇町２６９０ PC ワード・エクセル・パワーポイントの基本的操作が可能な方

長崎県佐世保市日宇町２６９０ 経験 あれば尚可

土日祝日その他 (1)8時00分～17時00分

123日

～

運転

長崎県佐世保市日宇町２６９０ PC

長崎県佐世保市日宇町２６９０ 経験

土日祝日その他 (1)8時00分～17時00分

123日

～

運転

長崎県佐世保市日宇町２６９０ PC

長崎県佐世保市日宇町２６９０ 経験

土日その他 (1)8時00分～16時40分

116日

～

運転 普通自動車運転免許　　あれば尚可

長崎県佐世保市針尾北町８１３－１ PC パソコン操作（ワード・エクセルの基本操作）可能な方

長崎県佐世保市針尾北町８１３－１ 経験 あれば尚可

1 R4-243
〇材料管の輸入業務※海外メーカーからの直接輸入、日本
商社経由の間接輸入※輸入手続き、関連書類作成、経理へ
の支払い指示等〇製品の輸出業務※各種船積必要書類の作
成、原産地証明書の手配等〇営業所の実務サポート等◎ハ

（59歳以下）
148,900円

ＧＷ、夏期休
暇、年末年始休
暇等

大阪鋼管株式会社 海外部門事務職 正社員
140,800円

資格

2 R4-242
＊道路・河川・斜面防災対策等の業務。・設計業務・地質
調査関連の報告書作成・現場の管理・下請け業者との打ち
合わせ・その他、付随する関連業務全般。＊現場までの移
動等で軽＆普通ワゴン（ＭＴ車）※高度に使いこなす必要

（59歳以下）
350,000円

大栄開発株式会社 土木技術者（調査・設計）／佐世保本社 正社員
180,000円

資格

2 R4-241
＊建設工事現場にて施工管理技術者の補助・現場の写真撮
影・測量の補助・品質管理の補助・安全管理の補助・その
他、付随する関連業全般。＊現場までの移動等で軽＆普通
ワゴン（ＭＴ車）※未経験の方は丁寧に指導します。経験

（59歳以下）
250,000円

大栄開発株式会社 土木技術者（施工）補助／本社 正社員
180,000円

資格

2 R4-240
＊建設工事の現場にて施工管理業務（主に県・市などの公
共工事）・打ち合わせ業務及び内容の記録作成・下請け業
者への注文書作成・施工完了の報告書作成・写真管理・現
場の管理・その他付随する関連業全般＊現場までの移動で

（59歳以下）
350,000円

大栄開発株式会社 土木技術者（施工管理）／佐世保本社 正社員
180,000円

資格

1 R4-239
＊ＡＷＳＡｚｕｒｅ環境にてシステム開発を行っていただ
きたいです。＊ＰＨＰＣ＃を用いたバックエンド開発※基
本的にはリモートにて仕事をしてもらいます。◎ハロー
ワークの紹介状が必要です。「自主応募の場合は紹介状を

218,000円

森村製作所 オープン系システムエンジニア 正社員
178,000円

資格

1 R4-220
＊健康サービス課：健康診断関連業務（受付、電話応対、
健康診断料請求業務などを行います。）＊その他付随する
業務を行います。＊就勤６ヶ月後から電話交換当番がりま
す。「働き方改革関連認定企業」◎ハローワークの紹介状

（59歳以下）
151,560円

４週８休制：土
曜日交代で勤務
有り

社会医療法人財団　白十字会 事務員（健康増進センター・佐世保中央病院） 正社員
140,120円

資格

1 R4-219
＊入所者の食事、入浴、排泄の介助などの業務を行いま
す。※早番、遅番、夜勤勤務があります。＊介護職員：５
８名在籍「事業所情報あり」◎ハローワークの紹介状が必
要です。「働き方改革関連認定企業」

（59歳以下）
191,500円

＊ローテーショ
ンによる＊６ヶ
月経過後の有給
休暇数は法定通

社会医療法人財団　白十字会 介護職員（サン：入所） 正社員
182,500円

資格

1 R4-218
◇９名～１２名のデイサービスご利用者様の介護業務・初
めは見守り介助や歩行の付き添い介助などを行って頂き、
徐々に入浴介助や食事介助など行って頂きます。◇通所者
様の送迎業務を行います。（使用車：軽乗用ＡＴ車）・介

172,992円
＊シフト制

社会医療法人財団　白十字会 介護職員（ドリームケア須田尾） 正社員以外
167,904円

資格

1 R4-217
◇リハビリ中心の半日コースの通所事業所です。（午前、
午後定員３５名）◇通所者様の介護業務全般を行って頂き
ます。リハビリのお手伝い・介護記録の入力・送迎レク
レーション等＊その他付随する業務を行います。＊送迎業

172,992円
＊４週８休制＊
土曜日交替で勤
務あり。

社会医療法人財団　白十字会 介護職／ドリームケア大和 正社員以外
161,120円

資格

1 R4-216
◇９名～１２名のデイサービスご利用者様の介護業務・初
めは見守り介助や歩行の付き添い介助などを行って頂き、
徐々に入浴介助や食事介助など行って頂きます。◇運転免
許お持ちの方は通所者様の送迎業務を行います。（使用

177,992円
４週８休制　休
日はローテー
ションになりま
す。

社会医療法人財団　白十字会 介護職員（ドリームケア戸尾） 正社員以外
172,904円

資格



区分/年齢 賃金 休日/年間/週 就業時間 採用数 P求人NO

させぼお仕事情報プラザ　求人情報（令和4年8月10日現在）

事業所名/所在地/就業場所 職種 免許資格/経験/PC/普通運転免許

日祝日その他 (1)9時00分～15時45分

～ 週5日程度

運転

長崎県佐世保市針尾北町８１３－１ PC

長崎県佐世保市針尾北町８１３－１ 経験

日祝日その他 (1)8時00分～17時00分

110日

～

運転 普通自動車運転免許　　必須

長崎県佐世保市沖新町７番２号 PC キー入力程度（定型フォームあり）

長崎県佐世保市沖新町７番２号 経験 不問

日その他 (1)9時00分～17時30分 介護支援専門員（ケアマネージャー）

105日

～

運転 普通自動車運転免許　　あれば尚可

長崎県佐世保市小佐世保町２番５号 PC キーボード入力程度

長崎県佐世保市小佐世保町２番１号　『介護老人保健施設　松寿園』 経験 不問

日その他 (1)9時00分～17時30分 介護支援専門員（ケアマネージャー）

105日

～

運転 普通自動車運転免許　　必須

長崎県佐世保市小佐世保町２番５号 PC

長崎県佐世保市小佐世保町２番１号　『介護老人保健施設　松寿園』 経験 あれば尚可

その他 (1)7時00分～16時00分 介護職員初任者研修修了者

107日 (2)8時30分～17時30分 ホームヘルパー２級

～ (3)10時00分～19時00分

運転 普通自動車運転免許　　必須

長崎県佐世保市東浜町１２３番地 PC

長崎県佐世保市東浜町１２３番地　「特別養護老人ホーム　音羽の浜」 経験 不問

その他 (1)7時00分～16時00分

107日 (2)8時30分～17時30分

～ (3)10時00分～19時00分

運転 普通自動車運転免許　　必須

長崎県佐世保市東浜町１２３番地 PC

長崎県佐世保市東浜町１２３番地　「特別養護老人ホーム　音羽の浜」 経験 不問

日その他 (1)8時00分～17時00分 介護福祉士

107日

～

運転 普通自動車運転免許　　必須

長崎県佐世保市東浜町１２３番地 PC

長崎県佐世保市東浜町１２３番地 経験 不問

その他 (1)7時00分～16時00分 介護職員初任者研修修了者

107日 (2)8時30分～17時30分 ホームヘルパー２級

～ (3)10時00分～19時00分

運転 普通自動車運転免許　　必須

長崎県佐世保市東浜町１３９番地 PC

長崎県佐世保市東浜町１３９番地　「介護付有料老人ホーム　シ－サイドヴィラ音羽の浜」 経験 不問

その他 (1)8時00分～17時00分 ホームヘルパー２級

107日 (2)8時30分～17時30分 介護職員初任者研修修了者

～ (3)10時00分～19時00分

運転 普通自動車運転免許　　必須

長崎県佐世保市東浜町１３９番地 PC

長崎県佐世保市東浜町１３９番地　「介護付有料老人ホーム　シーサシドヴィラ音羽の浜」 経験 不問

その他 (1)8時00分～17時00分 介護職員初任者研修修了者

107日 (2)10時00分～19時00分 ホームヘルパー２級

～ (3)8時30分～17時30分

運転 普通自動車運転免許　　必須

長崎県佐世保市東浜町１４２－１ PC

長崎県佐世保市東浜町１４２－１　「小規模多機能ケア　音羽の浜」 経験 不問

1 R4-253
＊ご入居者様に対する日常生活に於ける介護業務全般を行
います。（食事・入浴・排泄ほか日常生活の介護支援）＊
入居者定員５０名（各ユニット１０名単位の５ユニット
～）＊洗濯・清掃（入居者様の居室以外）は専門のスタッ

（61歳以下）
200,000円

＊ローテーショ
ンによる（４週
８休、月１７３
時間）

社会福祉法人　清真会　小規模多機
能ケア　音羽の浜

介護職員（正社員） 正社員
163,000円

資格

1 R4-252
＊ご入居者様に対する日常生活における介護業務全般を行
います。＊その他付随する業務を行います。＊リネン交換
は外部委託済みです。＊使用車：普通乗用ＡＴ車、軽乗用
ＡＴ車◎ハローワークの紹介状が必要です

176,800円
＊ローテーショ
ンによる（４週
８休、月１７３
時間）

社会福祉法人　清真会　介護付有料
老人ホーム　シーサイドヴィラ音羽
の浜

介護職員（正社員以外） 正社員以外
163,212円

資格

2 R4-251
＊ご入居者様に対する日常生活に於ける介護業務全般を行
います。（食事・入浴・排泄ほか日常生活の介護支援）＊
入居者定員５０名（各ユニット１０名単位の５ユニット
～）＊洗濯・清掃（入居者様の居室以外）は専門のスタッ

（61歳以下）
200,000円

＊ローテーショ
ンによる（４週
８休、月１７３
時間）

社会福祉法人　清真会　介護付有料
老人ホーム　シーサイドヴィラ音羽
の浜

介護職員（正社員） 正社員
163,000円

資格

1 R4-250
＊デイサービス（利用者様定員３４名）内での相談業務＊
利用者様及びご家族からの相談援助業務＊関係機関との連
絡調整＊営業、企画立案、通所介護計画書の作成等＊介護
サービスの提供・食事介助、入浴介助等の介護全般・送迎

（61歳以下）
220,000円

ローテーション
（４週８休）

社会福祉法人　清真会　特別養護老
人ホーム　音羽の浜

生活相談員兼介護職員（デイサービス） 正社員
173,000円

資格

1 R4-249
＊ご入居様に対する日常生活に於ける介護業務全般を行い
ます。（食事・入浴・排泄ほか日常生活の介護支援）＊入
居定員５０名（各ユニット１０名単位の５ユニット）＊洗
濯、清掃（入居者様の居室以外）は専門のスタッフが行い

176,800円
＊ローテーショ
ン（４週８休、
月１７３時間）

社会福祉法人　清真会　特別養護老
人ホーム　音羽の浜

介護職員（正社員以外） 正社員以外
163,212円

資格

2 R4-248
＊ご入居様に対する日常生活に於ける介護業務全般を行い
ます。（食事・入浴・排泄ほか日常生活の介護支援）＊入
居者定員５０名（各ユニット１０名単位の５ユニット～）
＊洗濯・清掃（入居者様の居室以外）は専門のスタッフが

（61歳以下）
200,000円

＊ローテーショ
ン（４週８休、
月１７３時間）

社会福祉法人　清真会　特別養護老
人ホーム　音羽の浜

介護職員（正社員） 正社員
163,000円

資格

1 R4-247
＊当施設の居宅介護支援事業所における介護支援専門員と
しての業務全般を行います。・介護サービス計画（ケアプ
ラン）の作成・要介護認定申請の援助・介護サービスを提
供する事業所・行政・主治医との連絡調整・利用者・家族

（64歳以下）
220,000円

４週８休の体制
を基本としてい
ますが、特別な
ことがないかぎ

医療法人　松栄会
主任介護支援専門員（居宅介護支援事業所）◇
急募◇

正社員
210,000円

資格

1 R4-246
＊当法人の介護老人保健施設における介護支援専門員とし
ての業務全般を行います。・施設入所者様のケアプラン作
成及び支援業務・入退所支援・相談業務・そのほか付随す
る業務を行います＊当施設は定員８０名の、在宅復帰にお

（64歳以下）
210,000円

４週８休の体制
を基本としてい
ますが、特別な
ことがないかぎ

医療法人　松栄会 介護支援専門員（松寿園）◇急募◇ 正社員
200,000円

資格

2 R4-245
＊高圧ガス及び関連商品をトラック（２ｔ）（ＭＴ）に積
載しお客様のところへ配送・営業を行う。＊既存のお客様
を訪問し、対話の中からお客様の要望を受けサービスや商
品の提案。＊売上伝票発行、見積書作成など簡単なパソコ

（44歳以下）
233,000円

＊年末年始休暇
＊夏季休暇＊
ローテーション
で月に１回程

株式会社　武田商事 ルート配送及びルート営業（本社） 正社員
183,000円

資格

1 R4-244
＊伝票等の書類整理。＊客先への書類郵送業務。＊見積
り・手配業務。＊その他、営業活動に付随する補助業務全
般。◎ハローワークの紹介状が必要です。自主応募の場合
は紹介状は不要です。

857円
※週休２日制。
ただし、祝日が
ある週は土曜日
出勤あり。

大阪鋼管株式会社 一般事務職 パート
857円

資格



区分/年齢 賃金 休日/年間/週 就業時間 採用数 P求人NO

させぼお仕事情報プラザ　求人情報（令和4年8月10日現在）

事業所名/所在地/就業場所 職種 免許資格/経験/PC/普通運転免許

その他 (1)8時00分～17時00分 ホームヘルパー２級

107日 (2)10時00分～19時00分 介護職員初任者研修修了者

～ (3)8時30分～17時30分

運転 普通自動車運転免許　　必須

長崎県佐世保市東浜町１４２－１ PC

長崎県佐世保市東浜町１４２－１　「小規模多機能ケア　音羽の浜」 経験 不問

日祝日その他

～ 週5日程度

運転

長崎県佐世保市上本山町１０５９番地 PC

長崎県佐世保市上本山町１０５９番地 経験 不問

土日その他 (1)8時30分～17時30分 ２級管工事施工管理技士

124日

～

運転 普通自動車運転免許　　必須

長崎県佐世保市三川内新町８番９ PC ＊ＰＣ（Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌ・オートＣＡＤ）の基本的操作が　　可能な方

長崎県佐世保市三川内新町８番９ 経験 必須

土日その他 (1)8時30分～17時30分 １級電気工事施工管理技士

124日 第一種電気工事士

～

運転 普通自動車運転免許　　必須

長崎県佐世保市三川内新町８番９ PC ＊ＰＣ（Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌ・オートＣＡＤ）の基本的操作が　　可能な方

長崎県佐世保市三川内新町８番９ 経験 必須

日祝日その他 (1)8時00分～17時00分 ２級建築施工管理技士

101日 二級建築士

～

運転 普通自動車運転免許　　必須

長崎県佐世保市光町１０９番地 PC エクセル・ワード・ＣＡＤの基本操作が出来る方

長崎県佐世保市光町１０９番地 経験 あれば尚可

日祝日その他 (1)8時00分～17時00分 １級土木施工管理技士

101日 ２級土木施工管理技士

～

運転 普通自動車運転免許　　必須

長崎県佐世保市光町１０９番地 PC エクセル・ワード基本操作、ＣＡＤ（種類問わず）操作可能な方

長崎県佐世保市光町１０９番地 経験 必須

日祝日その他 (1)8時00分～17時00分 １級建築施工管理技士

101日 ２級建築施工管理技士

～ 二級建築士

運転 普通自動車運転免許　　必須

長崎県佐世保市光町１０９番地 PC エクセル・ワード基本操作、ＣＡＤ（種類問わず）操作可能な方

長崎県佐世保市光町１０９番地 経験 必須

日祝日その他 (1)8時00分～17時00分 簿記能力検定（全経２級）

101日

～

運転 普通自動車運転免許　　必須

長崎県佐世保市光町１０９番地 PC エクセル・ワードの基本的操作ができる方

長崎県佐世保市光町１０９番地 経験 必須

日祝日その他 (1)8時00分～17時00分

101日

～

運転 普通自動車運転免許　　必須

長崎県佐世保市光町１０９番地 PC エクセル、ワードの基本操作ができる方

長崎県佐世保市光町１０９番地 経験 あれば尚可

日祝日その他 (1)8時00分～17時00分 車両系建設機械（整地・運搬・積込用及び掘削用）運転技能者

101日 その他の土木・舗装・線路工事関係資格

～

運転 普通自動車運転免許　　必須

長崎県佐世保市光町１０９番地 PC

長崎県佐世保市光町１０９番地 経験 あれば尚可

1 R4-263
＊官公庁や民間企業から受注した舗装の工事現場におい
て、舗装作業一式（路床工～路盤工～乳剤散布～敷き均し
～締固め～表層工など）を手作業もしくは舗装機械（ロー
ラー、グレーダー、フィニッシャー）にて作業を行いま

（59歳以下）
250,000円

当社規定の休日
カレンダーによ
ります。

株式会社　堀内組 舗装工事オペレーター 正社員
200,000円

資格

1 R4-262
＊営業部に所属し、営業事務全般を行う。・公共工事対応
（入札参加・準備、落札後・変更・完成書類作成提出な
ど）・書類作成（工事請負契約書などを、主にパソコンで
作成）・積算業務（ソフトを使って入力し、工事に係る費

（59歳以下）
280,000円

＊当社規定の休
日カレンダーに
よります。

株式会社　堀内組 営業事務 正社員
230,000円

資格

1 R4-261
＊管理部に所属し、経理業務を行う。最初は、経理業務を
担当して頂きますが、将来的には幹部候補として業務全般
（経理、購買、総務、労務、人事）を把握し指示する立場
を目指す。＊銀行等の外出あり（使用車：軽乗用車ＡＴ）

（59歳以下）
220,000円

＊当社規定の休
日カレンダーに
よります。

株式会社　堀内組 総合職（経理事務） 正社員
180,000円

資格

1 R4-260
＊建築工事の現場管理業務全般・施工管理・施工図作成・
積算業務・その他建築工事に関する業務を行います。※使
用車：軽ワゴン（ＭＴ車）＊同職種人数１５名◎ハロー
ワークの紹介状が必要です。

（59歳以下）
330,000円

＊当社規定の休
日カレンダーに
よります。

株式会社　堀内組 建築施工管理技士 正社員
200,000円

資格

1 R4-259
＊土木工事の現場管理業務全般を行います。・施工管理・
施工図作成・積算業務・その他土木工事に関する付随業務
を行います。※使用車：軽ワゴン（ＭＴ車）＊同職種人数
４０名◎ハローワークの紹介状が必要です。

（59歳以下）
330,000円

＊当社規定の休
日カレンダーに
よります。

株式会社　堀内組 土木施工管理技士 正社員
200,000円

資格

1 R4-258
＊建築営繕工事の施工管理業務全般＊建築小工事（事務所
等の内装、外装、トイレ等水回り、外構等）の施工管理業
務全般・施工管理・積算業務・その他建築工事に関する業
務を行います。※使用車：軽乗用車（ＭＴ）◎ハローワー

（59歳以下）
300,000円

当社規定の休日
カレンダーによ
ります。

株式会社　堀内組 建築技術者（営繕工事） 正社員
200,000円

資格

1 R4-257
＊電気工事に関する現場の施工管理及び業務を行います。
＊その他、付随する業務を行います。＊使用車：軽ワゴ
ン・普通乗用車（ＡＴ車）トラック２ｔ（ＭＴ車）等「事
業所情報あり」◎ハローワークの紹介状が必要です。

（59歳以下）
280,000円

年末年始

宮本電機　株式会社 電気工事施工管理 正社員
180,000円

資格

1 R4-256
＊管工事に関する現場の施工管理及び業務を行います。＊
その他、付随する業務を行います。＊使用車：軽ワゴン・
普通乗用車（ＡＴ車）トラック２ｔ（ＭＴ車）等「事業所
情報あり」◎ハローワークの紹介状が必要です。

（59歳以下）
280,000円

＊年末年始

宮本電機　株式会社 管工事施工管理 正社員
180,000円

資格

1 R4-255
＊当院における利用者様への給食調理業務全般を行いま
す。＊調理補助、配膳、食器洗浄等日々の業務の流れ（３
～４名）（午前中）昼食約１２０食分の調理補助を行いま
す。調理補助は盛付、配膳、配膳車運搬（午後）夕食約４

（59歳以下）
880円

＊４週８休＊有
給休暇は５日勤
務した場合で表
示

医療法人愛健会 給食調理員 パート
825円

資格

1 R4-254
＊デイサービス１５名及びショートステイ８名の利用者様
の食事・入浴・排泄・移動等の介助レクレーション、送
迎、訪問介護等の介護業務全般を行う。＊軽乗用ＡＴ車を
使用します。◎ハローワークの紹介状が必要です。

176,800円
＊ローテーショ
ンによる（４週
８休、月１７３
時間）

社会福祉法人　清真会　小規模多機
能ケア　音羽の浜

介護職員（正社員以外） 正社員以外
163,212円

資格



区分/年齢 賃金 休日/年間/週 就業時間 採用数 P求人NO

させぼお仕事情報プラザ　求人情報（令和4年8月10日現在）

事業所名/所在地/就業場所 職種 免許資格/経験/PC/普通運転免許

日祝日その他 (1)8時15分～16時45分

87日

～

運転

長崎県佐世保市広田４丁目２－９ PC

長崎県佐世保市広田４丁目２－９ 経験 必須

土日祝日その他 (1)10時00分～16時45分

～ 週5日程度

運転

長崎県佐世保市広田４丁目２－９ PC

長崎県佐世保市広田４丁目２－９ 経験

土日その他 (1)8時00分～17時00分

115日 (2)20時00分～5時00分

～

運転

長崎県佐世保市崎岡町２７２０－１ PC

長崎県佐世保市崎岡町２７２０－１ 経験 あれば尚可

その他 (1)9時00分～18時00分 保育士

107日 教員免許（各種不問）

～ 幼稚園教諭

運転

長崎県佐世保市江迎町長坂168-25 PC

長崎県佐世保市江迎町長坂168-25 経験 不問

土日祝日 (1)8時30分～17時30分 第一種又は第二種電気工事士免許

124日

～

運転

佐世保市三川内新町 PC

佐世保市三川内新町 経験

土日祝日その他 (1)8時15分～17時00分 １級土木施工管理技士

126日 (2)8時15分～18時45分

～

運転 普通自動車運転免許　　必須

長崎県佐世保市木風町１４７３－７ PC

佐世保市木風町１４７３－７ 経験 必須

土日祝日その他 (1)8時15分～17時00分 １級管工事施工管理技士

126日 (2)8時15分～18時45分

～

運転 普通自動車運転免許　　必須

長崎県佐世保市木風町１４７３－７ PC

佐世保市木風町１４７３－７ 経験 必須

土日祝日その他 (1)8時15分～17時00分 １級電気工事施工管理技士

126日 (2)8時15分～18時45分

～

運転 普通自動車運転免許　　必須

長崎県佐世保市木風町１４７３－７ PC

佐世保市木風町１４７３－７ 経験 必須

その他 (1)10時00分～19時00分

121日

～

運転

長崎県佐世保市栄町４－１　モスティプレミアビル７階 PC ＰＣ（エクセル・パワーポイント等）の基本的操作が可能な方

長崎県佐世保市常盤町５－３　ラクロスビルディング　または佐世保市栄町４－１　モスティプレミアムビル 経験 あれば尚可

土日祝その他 ①08時00分～16時40分

～

運転 普通自動車免許（ＡＴ限定可）

佐世保市三川内新町1-1 PC

佐世保市三川内新町1-1 経験

1 R4-273
*既存合成石英ガラス製品の品質・生産性改善、新製品の
開発等。*その他付随する業務を行います。 64歳以下

502,000円
年末年始休暇

信越石英株式会社　佐世保工場 開発・生産技術スタッフ（化学系） 正社員
217,350円

資格

1 R4-272
＊大手企業様の採用代行業務のプロジェクトリーダー業務
を担っていただきます。＊配属後は業務研修が約１か月あ
るので「採用業務は未経験」という方も安心してご就業い
ただけます。・チームの運営方法策定や調整・クライアン

（59歳以下）
250,000円

＊休日はシフト
に準ずる。＊年
末年始休暇

パーソルワークスデザイン株式会社
佐世保第２アウトソーシングセン
ター

採用代行業務　管理スタッフ（正社員） 正社員
180,000円

資格

5 R4-271
＊各種工事の現場管理業務全般を行います。＊施工管理、
施工図作成などに関連・附随する業務を行います。 （59歳以下）

490,000円
・勤務表によ
る。・盆休み・
年末年始

双峰設備　株式会社 技術者（電気工事施工管理） 正社員
280,000円

資格

5 R4-270
＊各種工事の現場管理業務全般を行います。＊施工管理、
施工図作成などに関連・附随する業務を行います。 （59歳以下）

490,000円
・勤務表によ
る。・盆休み・
年末年始

双峰設備　株式会社 技術者（管工事施工管理） 正社員
280,000円

資格

5 R4-269
＊各種工事の現場管理業務全般を行います。＊施工管理な
どに関連・附随する業務を行います。 （59歳以下）

490,000円
・勤務表によ
る。・盆休み・
年末年始

双峰設備　株式会社 技術者（土木施工管理） 正社員
280,000円

資格

1 R4-268
電気工事の設計・施工・管理工場内設備の仕事が主な業務
になります。 59歳以下

250,000円
夏季休暇あり・
年末年始あり

テムコン株式会社 電気工事士 正社員
150,000円

資格

1 R4-267
小学１年生から高校３年生までの生涯のある児童が対象の
療養施設です。放課後や学校の休業日に、児童が通所して
きますので、地域習慣や、生活リズムを身に着けて、地域
社会で生活していけるように一緒に頑張る仕事です。子ど

（65歳以下）
220,000円

勤務シフト表で
定める

株式会社　ドミニコ 保育士　児童指導員 正社員
186,000円

資格

5 R4-266
新規事業立上げに伴い、製造管理者を募集いたします。≪
主な仕事内容≫〇電気・電子機器の基板実装および外観検
査業務〇電子機器組立加工業務〇精密金型・プレス品の設
計・製造、樹脂成形〇製造に関する付帯業務※実務経験者

（18歳　～　59歳）
220,000円

工場カレンダー
において土曜日
出勤が年２回あ
ります。

新生電子株式会社　佐世保工場 製造管理（製造全般） 正社員
164,000円

資格

1 R4-265
＊工場内において出荷時の各種軽作業を行います。・製品
の梱包作業・製品の洗浄作業・面取り作業等・その他、関
連付随する業務※製品は半導体製造装置の部品、金属加工
製品等です。※複雑な作業はありません。◎ハローワーク

900円
＊年次有給休暇
は法定通り（週
５日勤務した場
合で表示）

湯川王冠　株式会社 工場内軽作業員 パート
900円

資格

1 R4-264
＊製品の寸法検査、品質検査（鉄・ステンレス等の産業機
械部品が図面通り製造されているかの検査）〇ハローワー
クの紹介状が必要です。「事業所情報あり」

（59歳以下）
211,600円

・会社カレン
ダーによる。

湯川王冠　株式会社 品質検査員 正社員
202,400円

資格



区分/年齢 賃金 休日/年間/週 就業時間 採用数 P求人NO

させぼお仕事情報プラザ　求人情報（令和4年8月10日現在）

事業所名/所在地/就業場所 職種 免許資格/経験/PC/普通運転免許

その他 (1)10時00分～19時00分

121日

～

運転

長崎県佐世保市栄町４－１　モスティプレミアビル７階 PC ＊文字入力、インターネット閲覧操作、ファイルの閲覧操作が　　可能な方

長崎県佐世保市栄町４－１　モスティプレミアビル７階　（佐世保第２センター　玉屋様向かい） 経験 あれば尚可

その他 (1)9時00分～18時00分

121日 (2)10時00分～19時00分

～ (3)11時00分～20時00分

運転

長崎県佐世保市常盤町５－３　ラクロスビルディング６Ｆ PC ・Ｅｘｃｅｌ、ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ等オフィスツール使用経験　・ビジネスメール使用経験（基本的操作可能な方）　

長崎県佐世保市常盤町５－３　ラクロスビルディング６Ｆ 経験 不問

土日祝日その他 (1)10時00分～19時00分

121日

～

運転

長崎県佐世保市栄町４－１　モスティプレミアビル７階 PC ＊パソコンの文字入力ができる方。＊インターネット検索や閲覧操作ができる方。

長崎県佐世保市栄町４－１　モスティプレミアビル７階　（佐世保第２センター　玉屋様向かい） 経験 あれば尚可

土日祝日その他 (1)9時00分～18時00分

121日

～

運転

長崎県佐世保市常盤町５－３　ラクロスビルディング６Ｆ PC ・Ｅｘｃｅｌ、ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ等オフィスツール使用経験・ビジネスメール使用経験（可能であれば、話している内容をその場で入力出来る方）

長崎県佐世保市常盤町５－３　ラクロスビルディング６Ｆ　※ラッキーボウル様跡地 経験 あれば尚可

土日祝日 (1)9時00分～17時00分

～ 週5日～週5日

運転

長崎県佐世保市常盤町５－３　ラクロスビルディング６Ｆ PC 基本的なパソコンスキル（ブラウザ操作、Ｅｘｃｅｌ関数、Ｗｏｒｄを使った文書作成）ビジネスメール経験

長崎県佐世保市常盤町５－３　ラクロスビルディング６Ｆ　※ラッキーボウル様跡地 経験 あれば尚可

その他

～ 週3日以上

運転

長崎県佐世保市常盤町５－３　ラクロスビルディング６Ｆ PC ＊基本的なパソコンスキルのある方（ブラウザ操作、Ｅｘｃｅｌ関数、Ｗｏｒｄを使って文書作成ができる、インターネット閲覧操作／ファイルの閲覧操作ができる）

長崎県佐世保市常盤町５－３　ラクロスビルディング６Ｆ　＊ラッキーボウル様跡地 経験 あれば尚可

その他 (1)10時00分～19時00分

121日

～

運転

長崎県佐世保市栄町４－１　モスティプレミアビル７階 PC 基本的なパソコンスキル（ブラウザ操作、Ｅｘｃｅｌ関数、Ｗｏｒｄを使って文書作成ができる）

長崎県佐世保市栄町４－１　モスティプレミアビル７階　（佐世保第２センター　玉屋様横） 経験 あれば尚可

土日祝日その他 (1)9時00分～18時00分

121日

～

運転

長崎県佐世保市崎岡町３０６８番地９　佐世保情報産業プラザ第２棟 PC エクセル経験者は採用面で優遇

長崎県佐世保市崎岡町３０６８番地９　佐世保情報産業プラザ第２棟 経験 不問

土日祝日その他 (1)9時00分～18時00分

121日

～

運転

長崎県佐世保市崎岡町３０６８番地９　佐世保情報産業プラザ第２棟 PC エクセル経験者は採用面で優遇

長崎県佐世保市崎岡町３０６８番地９　佐世保情報産業プラザ第２棟 経験 不問

土日祝日 (1)8時30分～17時30分

121日

～

運転

長崎県佐世保市常盤町５－３　ラクロスビルディング６Ｆ PC ・文字入力・インターネット検索・フォルダ検索

長崎県佐世保市常盤町５－３　ラクロスビルディング６Ｆ 経験 不問

15 R4-285
＼大人気の自治体案件・１５名採用！／＊ワクチン接種の
予約受付窓口延長による募集です！・ワクチン接種の予約
受付・接種会場に関する問い合わせ・接種券の再発行受付
など＊フローに沿って対応するので未経験者ＯＫ！お話を

154,443円

パーソルワークスデザイン株式会社
佐世保第１アウトソーシングセン
ター

ワクチン接種予約受付スタッフ（９／１２入
社）

正社員以外
154,443円

資格

1 R4-284
＊専門システムへ健康診断の結果データ取込＊健康診断の
結果入力、転記＊健康診断実施機関との電話応対（受電、
架電）＊各種書類のスキャニング、コピー作業＊その他、
付随する業務を行います。※長期期間勤務可能な方希望◎

186,760円
・年末年始

株式会社　ディーソルＨＰＩ　佐世
保事業所

健康診断の結果登録関連業務スタッフ（契約社
員）

正社員以外
143,075円

資格

2 R4-283
＊専門システムへ健康診断の結果データ取込＊健康診断の
結果入力、転記＊健康診断実施機関との電話応対（受電、
架電）＊各種書類のスキャニング、コピー作業＊その他、
付随する業務を行います。◎雇用期間：採用日～令和５年

186,760円
＊年末年始

株式会社　ディーソルＨＰＩ　佐世
保事業所

健康診断の結果登録関連業務スタッフ（フルタ
イム短期）

正社員以外
162,400円

資格

1 R4-282
大手企業様の採用代行業務について管理補佐業務をお任せ
いたします。＜管理補佐業務＞・スタッフのフォロー・研
修・育成や、シフト管理・クライアントへの報告資料の作
成、補助などサービス管理スタッフのサポート業務全般※

200,000円
＊休日はシフト
に準ずる。

パーソルワークスデザイン株式会社
佐世保第２アウトソーシングセン
ター

求人受付業務チームリーダー（契約社員） 正社員以外
160,000円

資格

1 R4-281
＊誰もが知る、大手運送会社様の求人応募受付です。応募
者様と企業様の橋渡しを行っていただきます。・応募受付
業務・電話対応・採用担当者との面接日調整・応募者デー
タ加工業務◆未経験でも大丈夫！＼長期業務・扶養内可・

951円
＊シフト決定後
は、シフトに
そって勤務して
いただきます。

パーソルワークスデザイン株式会社
佐世保第１アウトソーシングセン
ター

求人応募受付対応スタッフ（７月入社） パート
951円

資格

2 R4-280
＊インターネットを利用した検定試験の運営スタッフ。・
試験監督（本人確認、不正行為等ないか監視などの補
助）・受検者支援（エラー発生時の支援など）※業務の中
でパソコンのカメラをＯＮにして対応いただく可能性がご

951円

パーソルワークスデザイン株式会社
佐世保第１アウトソーシングセン
ター

（ＷＥＢ検定試験）運営スタッフ パート
951円

資格

2 R4-279
＊インターネットを利用した試験運営のチーム管理補佐を
おこなっていただきます。・スタッフ管理（シフト・教育
など）・資料の作成（作業マニュアル・報告資料など）・
管理者の補佐的業務（イレギュラー処理）・顧客対応（日

180,000円
＊休日出勤の可
能性もあり（平
日に休日振替）

パーソルワークスデザイン株式会社
佐世保第１アウトソーシングセン
ター

（ＷＥＢ検定試験）業務管理補佐 正社員以外
160,000円

資格

1 R4-276
＊定期健康診断に関する受診者からの各種問合せ窓口で
す。・受診者様の健康診断日程調整・健康診断制度につい
て制度概要説明・専用ＷＥＢサイトの使用方法の案内・予
約受付、受診機関についての案内・自己負担金など各種問

200,000円
＊平日のみのご
勤務です。

パーソルワークスデザイン株式会社
佐世保第２アウトソーシングセン
ター

健康診断問合せ窓口（平日のみ）／契約社員 正社員以外
160,000円

資格

5 R4-275
＼未経験者歓迎・次世代の管理者候補大募集！／チーム
リーダー（スーパーバイザー）としてチームの管理（マネ
ジメント）を行っていただく業務です。マネジメントを基
礎から学んでいただける、最大３か月の『特別研修』を用

（59歳以下）
250,000円

＊研修期間は平
日のみ。配属先
により、シフト
勤務の場合有。

パーソルワークスデザイン株式会社
佐世保第１アウトソーシングセン
ター

運用チームリーダー／ＳＶ業務（正社員） 正社員
200,000円

資格

1 R4-274
＊おせち製造工場の短期アルバイトの求人応募受付をおこ
なっていただきます。＊主な業務内容・応募受付業務（応
募者情報などのヒアリング）・応募者からの問い合わせ対
応・面接日程の調整・前年就業者へリピート就業案内のハ

154,443円
＊シフト制　※
平日にお休みが
欲しい方は必見
です。

パーソルワークスデザイン株式会社
佐世保第２アウトソーシングセン
ター

求人応募受付対応スタッフ（９／１入社） 正社員以外
154,443円

資格



区分/年齢 賃金 休日/年間/週 就業時間 採用数 P求人NO

させぼお仕事情報プラザ　求人情報（令和4年8月10日現在）

事業所名/所在地/就業場所 職種 免許資格/経験/PC/普通運転免許

その他 (1)9時00分～18時00分

121日 (2)10時00分～19時00分

～

運転

長崎県佐世保市常盤町５－３　ラクロスビルディング６Ｆ PC ・基本的なＰＣ操作（タイピング、インターネット検索）・Ｅｘｃｅｌ関数、Ｗｏｒｄ、パワーポイント等を使用しての資料作成

長崎県佐世保市常盤町５－３　ラクロスビルディング６Ｆ　※ラッキーボウル様跡地 経験 あれば尚可

その他 (1)11時00分～20時00分

121日

～

運転

長崎県佐世保市栄町４－１　モスティプレミアビル７階 PC ＊パソコンの文字入力ができる方。＊インターネット検索や閲覧操作ができる方。

長崎県佐世保市栄町４－１　モスティプレミアビル７階　（佐世保第２センター　玉屋様向かい） 経験 あれば尚可

土日祝日その他 (1)9時00分～18時00分

121日

～

運転

長崎県佐世保市常盤町５－３　ラクロスビルディング６Ｆ PC ・Ｅｘｃｅｌ、ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ等オフィスツール使用経験・ビジネスメール使用経験

長崎県佐世保市常盤町５－３　ラクロスビルディング６Ｆ　※ラッキーボウル様跡地 経験 あれば尚可

土日祝日その他 (1)9時00分～18時00分

121日

～

運転

長崎県佐世保市崎岡町３０６８番地９　佐世保情報産業プラザ第２棟 PC

長崎県佐世保市崎岡町３０６８番地９　佐世保情報産業プラザ第２棟 経験 あれば尚可

土日祝日その他 (1)9時00分～17時30分

～ 週2日～週3日

運転

長崎県佐世保市崎岡町３０６８番地９　佐世保情報産業プラザ第２棟 PC

長崎県佐世保市崎岡町３０６８番地９　佐世保情報産業プラザ第２棟 経験 あれば尚可

土その他 (1)21時00分～1時00分

(2)22時00分～1時00分

～ 週3日～週5日

運転

長崎県佐世保市崎岡町３０６８番地９　佐世保情報産業プラザ第２棟 PC

長崎県佐世保市崎岡町３０６８番地９　佐世保情報産業プラザ第２棟 経験 不問

土その他 (1)20時00分～2時00分

～ 週3日～週4日

運転

長崎県佐世保市崎岡町３０６８番地９　佐世保情報産業プラザ第２棟 PC

長崎県佐世保市崎岡町３０６８番地９　佐世保情報産業プラザ第２棟 経験 不問

その他 (1)7時00分～16時00分 普通自動車第二種免許

105日 (2)8時00分～17時00分

～ (3)9時00分～18時00分

運転

長崎県佐世保市相浦町２７４８番地 PC

長崎県佐世保市相浦町２７４８番地 経験 不問

その他 (1)7時00分～0時00分 普通自動車第二種免許

72日 (2)12時00分～5時00分

～ (3)8時00分～1時00分

運転

長崎県佐世保市相浦町２７４８番地 PC

長崎県佐世保市相浦町２７４８番地 経験 不問

その他 (1)7時00分～0時00分 普通自動車第二種免許

72日 (2)12時00分～5時00分

～ (3)8時00分～1時00分

運転

長崎県佐世保市相浦町２７４８番地 PC

長崎県佐世保市相浦町２７４８番地 経験 不問

1 R4-295
＊佐世保市内にて得意様無線営業と流し営業により、お客
様を目的地まで送迎するタクシー乗務の仕事です。※管理
職登用制度あり※入社後１年後５０，０００円２年後５
０，０００円合計、入社慰労金１００，０００円を支給し

（18歳～64歳）
148,161円

・ローテーショ
ンによる交替制

長崎第一交通株式会社佐世保営業所 タクシー乗務員（隔勤） 正社員
148,161円

資格

3 R4-294
＊佐世保市内にて得意様無線営業と流し営業により、お客
様を目的地まで送迎するタクシー乗務の仕事です。※管理
職登用制度あり※就業時間は他にも日勤勤務体制もありま
す。ご相談下さい。※毎週木曜日に営業所で会社説明会を

（18歳～35歳）
148,161円

・ローテーショ
ンによる交替制

長崎第一交通株式会社佐世保営業所 タクシー乗務員／隔勤【３５歳以下】 正社員
148,161円

資格

1 R4-293
◎タクシー業務全般。・グループ内女性ドライバー活躍中
です。・全国展開している当社だから、安心・堅実に仕事
が出来ます。※完全週休二日制です。※学校行事等の休み
も相談に応じます。＊全車両が、カーナビ付ＡＴ車です。

145,000円
＊休日は土、
日、祝日も相談
可能です。

長崎第一交通株式会社佐世保営業所 タクシー乗務員（女性・昼勤・完全固定給） 正社員以外
145,000円

資格

3 R4-292
＊食品関連の受注代行入力業務・電話、ＦＡＸによる注文
入力・パソコンでの注文内容確認・電話による不備個所の
確認・勤務時間、日数等は相談に応じます。◎雇用期間：
採用日～６ヶ月（以降２ヶ月～６ヶ月毎の更新制）「事業

（18歳以上）
881円

＊勤務表によ
る。＊年末年
始。＊年次有給
休暇は法定どお

株式会社　ディーソルＨＰＩ　佐世
保事業所

受注入力スタッフ（夜勤／パート） パート
881円

資格

1 R4-291
＊食品関連の受注代行入力業務・電話、ＦＡＸによる注文
入力・パソコンでの注文内容確認・電話による不備個所の
確認・勤務時間、日数等は相談に応じます。◎雇用期間：
採用日～６ヶ月（以降２ヶ月～６ヶ月毎の更新制）「事業

（18歳以上）
961円

＊勤務表によ
る。＊年末年
始。＊年次有給
休暇は法定どお

株式会社　ディーソルＨＰＩ　佐世
保事業所

受注入力スタッフ（夜勤／パート）時短勤務 パート
881円

資格

3 R4-290
＊病院・クリニック等の契約書類の確認＊電話による不備
箇所の確認＊郵便物の開封・内容確認＊Ｅｘｃｅｌを使っ
た作業＊入力・スキャニング・コピー作業＊その他、付随
する業務を行います。◎雇用期間：採用日～令和４年１２

1,000円
年末年始休暇＊
年次有給休暇
は、週の勤務日
数により法定通

株式会社　ディーソルＨＰＩ　佐世
保事業所

契約更新事務スタッフ（パート） パート
1,000円

資格

10 R4-289
＊社員補助作業＊病院・クリニック等の契約書類の確認＊
電話による不備箇所の確認＊郵便物開封・内容確認＊Ｅｘ
ｃｅｌを使った作業＊入力・スキャニング・コピー作業＊
その他、関連・付随する業務を行います◎雇用期間：採用

178,640円
・年末年始

株式会社　ディーソルＨＰＩ　佐世
保事業所

契約更新事務スタッフ（契約社員） 正社員以外
178,640円

資格

2 R4-288
経費精算業務の作業リーダーをお任せいたします。※自社
の経費精算ではなくクライアントの代行となります。＜メ
イン＞・経費精算書類のチェック（負担先、金額など）＜
その他＞・スタッフフォローや教育、シフト管理・クライ

180,000円
＊休日出勤の可
能性もあり（平
日に休日振替）

パーソルワークスデザイン株式会社
佐世保第１アウトソーシングセン
ター

経費精算業務　チーム管理補佐（契約社員） 正社員以外
160,000円

資格

1 R4-287
＼夏休み明けからの業務／ピザ・寿司のデリバリーサービ
スに関する問い合わせ窓口業務＜問い合わせ内容＞・商品
説明、店舗案内・店舗に対するご意見のヒアリング・店舗
への報告、対応依頼などの問い合わせに電話・メールでご

154,443円
シフト制。土日
祝出勤可能な方
歓迎。

パーソルワークスデザイン株式会社
佐世保第２アウトソーシングセン
ター

デリバリーチェーンお客様相談室（９／１入
社）

正社員以外
154,443円

資格

5 R4-286
★業界未経験から活躍できるマネジメントのお仕事★クラ
イアントから受託している各業務のサービス運営補佐。・
メンバーのフォロー・育成、シフト管理・クライアントへ
の報告資料の作成、補助などサポート業務をお任せしま

180,000円
配属部署によっ
て異なる

パーソルワークスデザイン株式会社
佐世保第１アウトソーシングセン
ター

サービス運営　管理補佐（契約社員） 正社員以外
160,000円

資格



区分/年齢 賃金 休日/年間/週 就業時間 採用数 P求人NO

させぼお仕事情報プラザ　求人情報（令和4年8月10日現在）

事業所名/所在地/就業場所 職種 免許資格/経験/PC/普通運転免許

その他 (1)7時00分～0時00分 普通自動車第二種免許

72日 (2)12時00分～5時00分

～ (3)8時00分～1時00分

運転 普通自動車運転免許　　必須

長崎県佐世保市相浦町２７４８番地 PC

長崎県佐世保市相浦町２７４８番地 経験 不問

その他 (1)7時00分～17時00分 普通自動車第二種免許

72日 (2)7時00分～16時00分

～ (3)10時00分～18時00分

運転

長崎県佐世保市相浦町２７４８番地 PC

長崎県佐世保市相浦町２７４８番地 経験 不問

その他 (1)18時00分～2時00分 普通自動車第二種免許

84日 (2)18時00分～5時00分

～

運転

長崎県佐世保市相浦町２７４８番地 PC

長崎県佐世保市相浦町２７４８番地 経験 不問

その他 (1)8時00分～17時00分

105日

～

運転 普通自動車運転免許　　必須

長崎県佐世保市相浦町２７４８番地 PC

長崎県佐世保市相浦町２７４８番地 経験 必須

その他 (1)9時00分～20時00分 普通自動車第二種免許

105日 (2)8時00分～19時00分

～

運転

長崎県佐世保市相浦町２７４８番地 PC

長崎県佐世保市相浦町２７４８番地 経験 不問

日その他

～ 週4日　～　週5日

運転 普通自動車運転免許　　必須

長崎県佐世保市相浦町２７４８番地 PC

長崎県佐世保市相浦町２７４８番地 経験

その他 普通自動車第二種免許

～ 週3日　程度

運転

長崎県佐世保市相浦町２７４８番地 PC

長崎県佐世保市相浦町２７４８番地 経験 不問

その他 (1)8時00分～20時00分

92日 (2)20時00分～8時00分

～

運転

長崎県佐世保市相浦町２７４８番地 PC ＰＣのキー入力が出来る方。

長崎県佐世保市相浦町２７４８番地 経験 必須

その他 (1)8時00分～0時30分 普通自動車第二種免許

72日

～

運転

長崎県佐世保市相浦町２７４８番地 PC

長崎県佐世保市相浦町２７４８番地 経験 不問

その他 (1)9時00分～18時00分

105日

～

運転 普通自動車運転免許　　必須

長崎県佐世保市卸本町２７－１ PC 基本操作（ワード、エクセル）

長崎県佐世保市卸本町２７－１ 経験 あれば尚可

1 R4-305
＊主に中学校、高校及びスポーツ店、衣料品店等への制
服、体操服、スポーツユニフォームの販売業務※エリア：
長崎県内（離島含む）※既存の取引先へのルート営業が主
となります。※使用車：普通ワゴン車（ＡＴ）◎ハロー

（59歳以下）
230,000円

＊第二土曜日及
び会社カレン
ダーによる。＊
年末年始・夏季

和信産業　株式会社 営業職 正社員
190,000円

資格

1 R4-304
＊佐世保市内にて得意様無線営業と流し営業により、お客
様を目的地まで送迎するタクシー乗務の仕事です。※管理
職登用制度あり※入社後１年後５０，０００円２年後５
０，０００円合計、入社慰労金１００，０００円を支給し

（18歳～64歳）
146,944円

・ローテーショ
ンによる交替制

長崎第一交通株式会社佐世保営業所 タクシー乗務員（女性・隔勤） 正社員
146,944円

資格

1 R4-303
○電話受付による配車業務＊タクシー配車システム（パソ
コン）を使用して電話注文・情報入力・配車業務を行って
いただきます。＊簡単な入力作業で、コンピュータが近く
のタクシーを自動的に配車するので、難しい仕事ではあり

（18歳～64歳）
144,644円

ローテーション
による交替制

長崎第一交通株式会社佐世保営業所 タクシー配車業務 正社員
144,644円

資格

1 R4-302
◎タクシー業務全般＊未経験者の方も地理・添乗教習も行
いますので安心です。（研修期間２日間～１０日間あ
り。）＊全車両が、カーナビ付ＡＴ車です。＊グループ内
女性ドライバー活躍中です。＊「正社員登用制度」あり。

（64歳以下）
821円

＊勤務シフトに
よる。＊年次有
給休暇は法定通
り付与（労働日

長崎第一交通株式会社佐世保営業所 タクシー乗務員／定時制パート パート
821円

資格

1 R4-301
◎タクシー乗務員になるため普通２種免許取得と研修を行
う。・当社指定の自動車学校での講習と自社研修（計１０
２時間）を行い、その期間は賃金を支払います。・２種免
許取得費用は当社全額負担（自動車学校での取得）＊２種

（19歳以上）
821円

＊自動車学校カ
リキュラムによ
る＊年次有給休
暇は法定どおり

長崎第一交通株式会社佐世保営業所 タクシー乗務員／養成員・女性・昼勤 パート
821円

資格

1 R4-300
◎タクシー業務全般・グループ内女性ドライバー活躍中で
す。・全国展開している当社だから、安心・堅実に仕事が
できます。＊全車両が、カーナビ付ＡＴ車です。＊二種免
許がない方は養成員求人を別途参照して下さい。【働き方

（44歳以下）
155,378円

＊休日は、土・
日・祝日も可
能、相談に応じ
ます。

長崎第一交通株式会社佐世保営業所 タクシー乗務員（完全週休二日制・昼勤） 正社員
155,378円

資格

6 R4-299
＊普通自動車免許２種取得に向けての準備・受験。タク
シー運転手としての教育を受ける。※２種免許取得後はタ
クシー運転手として別途雇用条件あり（乗務員となってか
らは、歩合込みで月額１５～２０万円程度の給与となりま

（19歳以上）
141,869円

・交替制

長崎第一交通株式会社佐世保営業所 タクシー乗務員／養成員 正社員以外
141,869円

資格

1 R4-298
◎タクシー業務全般・夕方から深夜の就業になります。・
６５歳まで正社員で働けます（定年後も再雇用あり）。・
全国展開している当社だから安心・堅実に仕事ができます
「事業所情報あり」※入社１年後５０，０００円、２年後

（18歳～64歳）
166,578円

ローテーション
による交替制

長崎第一交通株式会社佐世保営業所 タクシー乗務員（夜勤） 正社員
166,578円

資格

3 R4-297
◎タクシー業務全般。・就業時間は行事（学校・家庭等）
により相談に応じます。・６５歳まで正社員で働けます！
（定年後も延長あり）・全国展開している当社だから、安
心・堅実に仕事が出来ます。※入社１年後５０，０００円

（64歳以下）
150,424円

・ローテーショ
ンによる交替制

長崎第一交通株式会社佐世保営業所 タクシー乗務員（昼勤） 正社員
150,424円

資格

3 R4-296
◎当社で将来的に運行管理、労務管理を中心に行う管理職
になるための候補生として、入社～半年～１年くらい乗務
員として現場経験をして頂き、その後管理職になる為の段
階を経て、約１ヶ月の研修を受けて頂き、管理職となりま

（18歳～64歳）
148,161円

・ローテーショ
ンによる交替制

長崎第一交通株式会社佐世保営業所 タクシー乗務員／管理職候補生 正社員
148,161円

資格



区分/年齢 賃金 休日/年間/週 就業時間 採用数 P求人NO

させぼお仕事情報プラザ　求人情報（令和4年8月10日現在）

事業所名/所在地/就業場所 職種 免許資格/経験/PC/普通運転免許

日祝日その他 (1)9時15分～19時00分

105日 (2)9時15分～18時15分

～ (3)9時15分～15時30分

運転

長崎県長崎市中町５－２３　大久保中町第二ビル４階 PC パソコン入力程度

＊佐世保市大塔町１８－１８ＯＫＫ第２シティビル２Ｆ⇒カーブス佐世保大塔又は＊佐世保市白南風町１－１３ＪＲ九州佐世保ビル２Ｆ⇒カーブス佐世保駅前 経験 不問

土日祝日その他 (1)8時30分～17時30分

125日

～

運転 普通自動車運転免許　　必須

長崎県佐世保市新行江町８００番地 PC ワード、エクセルを使って文書作成、表計算等の操作可能な方

長崎県佐世保市新行江町８００番地 経験 あれば尚可

土日祝日その他 (1)8時30分～17時30分

125日

～

運転 普通自動車運転免許　　必須

長崎県佐世保市新行江町８００番地 PC

長崎県佐世保市新行江町８００番地 経験 あれば尚可

土日祝日その他 (1)8時30分～17時30分

125日

～

運転 普通自動車運転免許　　必須

長崎県佐世保市新行江町８００番地 PC

長崎県佐世保市新行江町８００番地 経験 あれば尚可

土日祝日その他 (1)8時30分～17時30分

125日

～

運転

長崎県佐世保市新行江町８００番地 PC

長崎県佐世保市新行江町８００番地 経験 不問

土日祝日その他 (1)8時30分～17時30分

125日

～

運転 普通自動車運転免許　　必須

長崎県佐世保市新行江町８００番地 PC

長崎県佐世保市新行江町８００番地 経験 不問

土日祝日その他 (1)8時00分～17時00分

127日

～

運転 普通自動車運転免許　　必須

長崎県佐世保市万津町７－４７ PC

長崎県佐世保市万津町７－４７ 経験 不問

日祝日その他 (1)8時00分～17時00分 大型自動車免許

99日 (2)8時00分～12時00分 フォークリフト運転技能者

～ 玉掛技能者

運転

長崎県佐世保市万津町７番４７号 PC

長崎県佐世保市干尽町２５－２　　　「干尽営業所」 経験 不問

土日その他 (1)9時00分～15時00分 日商簿記３級

～ 週5日　程度

運転

長崎県佐世保市日宇町２８３９－１ PC エクセル、ワードの基本的な操作スキル

長崎県佐世保市日宇町２８３９－１ 経験 あれば尚可

土日 (1)9時00分～13時00分

あれば尚可

～ 週5日　程度

運転 普通自動車運転免許　　必須

長崎県佐世保市日宇町２８３９－１ PC

長崎県平戸市、松浦市、佐世保市吉井町　　＊各ヤクルトセンター 経験 不問

2 R4-315
＊ヤクルト商品のお届け及び商品説明＊新しいお客様づく
り（主に個人宅を訪問）＊当社の原付バイク若しくは個人
の乗用車使用＊１日２０件～３０件（エリアによって異な
ります）◎採用後に研修実施。（研修期間は１０日間。９

821円

佐世保ヤクルト株式会社
販売（商品お届けスタッフ）平戸市、松浦市、
佐世保市吉井町

パート
821円

資格

1 R4-314
＊事務業務全般行っていただきます。・電話、来客対応・
各種伝票整理・振替伝票作成・資料作成（パソコン使
用）・メール対応◎ハローワークの紹介状が必要です。

921円
祝祭日も休日の
場合有（会社指
定日による）

佐世保ヤクルト株式会社 一般事務 パート
921円

資格

1 R4-313
＊九州一円並びに山口県内までの地場中心の陸送業務を行
います（１５ｔトラックＭＴ車）・鋼材、石材等を中心と
して、一部雑貨あり・基本は毎日帰宅可能業務です。※
フォークリフト、玉掛け技能は採用後にも取得できます。

（59歳以下）
146,000円

＊月２回土曜日
休み　＊５／１
メーデー　＊夏
期休暇（７～８

新東陸運　株式会社 大型トラック運転手 正社員
146,000円

資格

2 R4-312
＊営業の業務・国際、国内物流業務・港湾運送業務・倉庫
業務・船舶代理店業務・内航海運業務＊管理の業務・各種
手続き業務・取引先と手配業務・積卸しした商品の枚数確
認業務、等。・普通乗用＆軽乗用（ＡＴ車）使用※免許・

（35歳以下）
204,300円

＊お盆、年末年
始、夏期休暇
＊メーデー

佐世保港湾運輸株式会社 総合職（港湾運送関係） 正社員
185,300円

資格

1 R4-311
＊当社で製造する電気治療器及び美容器、動物用機器等の
組立（ハンダ付・ネジ締等）、動作確認、工程検査、完成
組立、完成検査、梱包の作業を行います。＊極まれに外部
セミナー受講のため外出する場合があります。（軽乗用・

（59歳以下）
250,000円

ＧＷ、夏季休
暇、年末年始

株式会社　日本理工医学研究所 製造職（生産要員） 正社員
157,000円

資格

4 R4-310
＊当社で製造する、健康機器、美容器及びペット用機器等
の組立、梱包等の作業を行います。＊未経験の方は指導い
たします。◎ハローワークの紹介状が必要です。

172,334円
夏季休暇　年間
休日数は１年間
在籍した場合で
表示

株式会社　日本理工医学研究所 製造職（生産要員） 正社員以外
156,667円

資格

1 R4-309
既存取扱店への定期訪問や顧客管理、販売促進等を行って
いただきます。１．ルート営業既存の取引先へ定期訪問
し、継続受注や顧客要望の聞き取りなどアフターフォロー
を行います。その他、新たな販売ルート開発を目指し、営

（59歳以下）
300,000円

年末年始、夏季
休暇

株式会社　日本理工医学研究所 営業職（未経験者可） 正社員
157,000円

資格

1 R4-308
＊お客様のニーズに応えるこだわりの「ものづくり」がで
きる職種です。出張や子会社への外出等に車を運転する場
合があります（使用車：普通乗用ＡＴ車）※弊社は大手寝
具メーカー向けの家庭用医療機器からエステサロン向けの

（59歳以下）
300,000円

年末年始、夏季
休暇

株式会社　日本理工医学研究所 開発エンジニア（構造設計） 正社員
157,000円

資格

1 R4-307
＊当社で製造販売する電気治療器、美容器、動物用機器等
のお客様からの注文、修理等の電話対応並びに伝票処理、
その他営業事務一般の業務です。＊パソコン（ワード、エ
クセル）を使用し、事務処理を行います。＊普通自動車運

（59歳以下）
250,000円

年末年始、夏季
休暇

株式会社　日本理工医学研究所 営業事務 正社員
157,000円

資格

2 R4-306
・受付業務（お客様の情報等の簡単な入力作業）・当社扱
い商品（運動用衣類等）の案内、販売・簡単な体操サポー
ト（お客様が安全に、そして効果的に体操できるよう周囲
から見て回り、サポートします。）◆９割以上が未経験か

（59歳以下）
194,000円

＊会社カレン
ダーによる

丸友商事株式会社 フィットネス施設接客スタッフ／佐世保市 正社員
194,000円

資格



区分/年齢 賃金 休日/年間/週 就業時間 採用数 P求人NO

させぼお仕事情報プラザ　求人情報（令和4年8月10日現在）

事業所名/所在地/就業場所 職種 免許資格/経験/PC/普通運転免許

日その他 (1)8時00分～17時00分 １級建築施工管理技士

105日 ２級建築施工管理技士

～ 一級建築士

運転 普通自動車運転免許　　必須

長崎県平戸市生月町里免１０２５番地 PC

長崎県佐世保市天満町２－３０　又は　生月本社　他事業所　　 経験 あれば尚可

日その他 (1)8時00分～17時00分 １級土木施工管理技士

105日 ２級土木施工管理技士

～

運転 普通自動車運転免許　　必須

長崎県平戸市生月町里免１０２５番地 PC

長崎県佐世保市天満町２－３０　又は　生月本社　他事業所 経験 あれば尚可

日その他 (1)8時00分～17時00分 小型船舶操縦士

105日 移動式クレーン運転士

～

運転 普通自動車運転免許　　必須

長崎県平戸市生月町里免１０２５番地 PC

長崎県佐世保市天満町２－３０　又は　生月本社　他事業所 経験 あれば尚可

日祝日その他 (1)8時00分～16時45分 ２級管工事施工管理技士

105日 １級管工事施工管理技士

～

運転 普通自動車運転免許　　必須

長崎県佐世保市天満町４－２５ PC ワード・エクセル基本操作

長崎県佐世保市棚方町５２－２　（株）山口組　施設部 経験 必須

日祝日その他 (1)8時00分～16時45分

105日

～

運転 普通自動車運転免許　　必須

長崎県佐世保市天満町４－２５ PC

長崎県佐世保市棚方町５２－２　（株）山口組 経験 不問

日祝日その他 (1)8時00分～16時45分 一級建築士

105日 １級建築施工管理技士

～ 二級建築士

運転 普通自動車運転免許　　必須

長崎県佐世保市天満町４－２５ PC ワード・エクセルの基本操作可能な方。

長崎県佐世保市棚方町５２－２　（株）山口組　施設部 経験 必須

日祝日その他 (1)8時00分～16時45分

105日

～

運転 普通自動車運転免許　　必須

長崎県佐世保市天満町４－２５ PC

長崎県佐世保市棚方町５２－２　（株）山口組 経験 不問

日祝日その他 (1)8時00分～16時45分 １級土木施工管理技士

105日

～

運転 普通自動車運転免許　　必須

長崎県佐世保市天満町４－２５ PC ワード・エクセルの基本操作可能な方

長崎県佐世保市棚方町５２－２　（株）山口組　舗装土木部 経験 必須

土日祝日その他 (1)8時30分～17時30分

126日

～

運転 普通自動車運転免許　　必須

長崎県佐世保市小佐々町黒石３３９－４１ PC

長崎県佐世保市小佐々町黒石３３９－４１ 経験 必須

土日祝日その他 (1)8時30分～17時30分

126日

～

運転 普通自動車運転免許　　必須

長崎県佐世保市小佐々町黒石３３９－４１ PC

長崎県佐世保市小佐々町黒石３３９－４１ 経験 必須

1 R4-325
＊ＦＲＰ積層木型、水理模型、治具等の製作＊木型製作に
かかる材料、備品の管理、工程管理＊その他、付随する業
務などを行います。＊顧客先への移動等：軽乗用～普通乗
用車（ＡＴ・ＭＴ）※主な取扱い商品：自社製品浴槽、

（59歳以下）
250,000円

盆休・・・・８
／１３～８／１
６　年末年始・
１２／２９～１

株式会社　ジャパンアクアテック 木型工 正社員
160,000円

資格

1 R4-324
＊各工程（ＦＲＰ、溶接、製缶、電気）で製作された部材
を組み合わせ商品化する。＊組立完了後、商品の試運転、
梱包、集荷を行い、現地（納品先）への搬入、据付を行
う。＊組立に必要な部材や備品の管理、工程管理、現地納

（59歳以下）
250,000円

盆休み　：８／
１３～８／１６
年末年始：１２
／２９～１／４

株式会社　ジャパンアクアテック 製品組立工 正社員
160,000円

資格

3 R4-323
＊舗装工事、土木工事現場において、発注者との打ち合わ
せや施工管理等を行う。＊工具運搬等や現場までの移動
（軽トラックＭＴ車）＊その他付随する業務。※社会基盤
の整備等、地域貢献できる魅力ある業務です。「事業所情

（59歳以下）
380,000円

会社カレンダー
による。

株式会社　山口組 土木技術者 正社員
220,000円

資格

3 R4-322
＊舗装工事・都市ガス配管工事現場において、工具を使用
して舗装や配管を行う。＊工具運搬等や現場までの移動
（軽トラックＭＴ車）＊その他付随する業務。※未経験者
の方でも、安心してご応募下さい。親切に指導いたしま

188,352円
会社カレンダー
による。

株式会社　山口組 現場作業スタッフ 正社員以外
188,352円

資格

1 R4-321
＊建築工事（主に木造建築）における業務全般・建築工事
現場において、民間のお客様との打ち合わせや現場監督と
して業務に従事。・工具運搬等や現場までの移動（軽ト
ラックＭＴ車）・その他、関連・付随する業務。「事業所

（59歳以下）
400,000円

会社カレンダー
による。

株式会社　山口組 建築技術者 正社員
220,000円

資格

2 R4-320
＊舗装工事・都市ガス配管工事現場において、工具を使用
して舗装や配管を行う。＊工具運搬等や現場までの移動
（軽トラックＭＴ車）＊その他付随する業務。※現場まで
の移動等で軽トラック（ＭＴ車）使用。※未経験者の方で

（59歳以下）
260,000円

会社カレンダー
による。

株式会社　山口組 現場作業スタッフ 正社員
160,000円

資格

1 R4-319
※管工事における業務全般・現場における管工事の現場管
理及び主任技術者としての業務全般を行います。・その
他、関連・付随する業務を行います。＊普通乗用車（ＭＴ
車）使用◎ハローワークの紹介状が必要です。

（59歳以下）
350,000円

会社カレンダー
による。

株式会社　山口組 管工事技術者 正社員
220,000円

資格

1 R4-318
＊港湾工事に伴う船上業務（玉掛け）、陸上（船舶整備）
の各種作業＊防波堤設置の為のブロック据え付工事等＊そ
の他付随する業務■業務に関連する免許資格等は入社後取
得して頂きます。（費用会社負担）■現場は主に佐世保市

（59歳以下）
350,000円

・会社カレン
ダーによります
・夏季、冬季、
ＧＷ

門田建設　株式会社 作業船乗務員 正社員
200,000円

資格

1 R4-317
＊土木施工管理業務・土木施工管理港湾工事陸上工事・パ
ソコンを使用しての施工管理業務です。・その他付随する
業務■工事現場へはＭＴ軽トラック等の社用車を使用しま
す。■現場は主に佐世保市内、長崎県内となります。

（59歳以下）
350,000円

・会社カレン
ダーによります
・夏季、冬季、
ＧＷ

門田建設　株式会社 土木施工管理者 正社員
230,000円

資格

1 R4-316
＊建築施工管理者建築工事現場における施工管理全般■工
事現場へは、基本的には社用車を使用します。軽箱バン又
は普通車のワゴン車を使用します。（ＭＴ車の場合あり）
■勤務時間、日数については相談可能です。■現場は主に

（59歳以下）
350,000円

・会社カレン
ダーによります
・夏季、冬季、
ＧＷ

門田建設　株式会社 建築施工管理者 正社員
230,000円

資格



区分/年齢 賃金 休日/年間/週 就業時間 採用数 P求人NO

させぼお仕事情報プラザ　求人情報（令和4年8月10日現在）

事業所名/所在地/就業場所 職種 免許資格/経験/PC/普通運転免許

土日祝日その他 (1)8時30分～17時30分

126日

～

運転 普通自動車運転免許　　必須

長崎県佐世保市小佐々町黒石３３９－４１ PC ※主に使用するソフト：経験がある方は採用面にて優遇。　・オフィスソフト（ワード、エクセルの基本操作・図面作成ソフト（ｊｗｃａｄの基本操作）・メール（Ｏｕｔｌｏｏｋの基本操作）

長崎県佐世保市小佐々町黒石３３９－４１ 経験 不問

月土日祝日 (1)16時00分～19時00分

～ 週4日　～　週4日

運転 普通自動車運転免許　　必須

長崎県佐世保市白南風町５－１５ PC

長崎県佐世保市椎木町３３６－１ 経験 必須

水土日祝日その他 (1)18時30分～22時00分

～ 週4日　程度

運転

長崎県佐世保市白南風町５－１５ PC ワード・エクセルの基本操作が可能な方

長崎県佐世保市白南風町５ー１５：佐世保駅前校　長崎県佐世保市田原町１４ー４：大野校　佐世保市権常寺町１－１－１０：早岐校 経験 必須

日祝日その他 (1)17時00分～21時00分

～ 週3日　程度

運転

長崎県佐世保市白南風町５－１５ PC ワード・エクセル・Ｚｏｏｍ基本操作ができる方。　

長崎県佐世保市白南風町５ー１５：佐世保駅前校　長崎県佐世保市権常寺１－１－１０：早岐校　長崎県佐世保市田原町１４－４：大野校 経験 不問

月木土日祝日 (1)16時30分～18時30分 珠算能力検定２級

～ 週3日　程度

運転

長崎県佐世保市白南風町５－１５ PC

長崎県佐世保市椎木町３３６－１：日野校　　　 経験 不問

日祝日その他 (1)13時00分～21時30分

105日 (2)10時30分～19時00分

～

運転

長崎県佐世保市白南風町５－１５ PC オフィス（メール、ワード、エクセル等の基本操作）　

長崎県佐世保市白南風町５－１５ 経験 不問

日祝日その他 (1)12時00分～15時30分

(2)17時00分～21時00分

～ 週3日　程度

運転

長崎県佐世保市白南風町５－１５ PC ワード・エクセルの基本操作が出来る方

長崎県佐世保市白南風町５ー１５：佐世保駅前校　長崎県佐世保市権常寺１－１－１０：早岐校　長崎県佐世保市田原町１４－４：大野校 経験 あれば尚可

土日祝日その他 (1)9時00分～18時00分

122日

～

運転

長崎県佐世保市崎岡町２７２０番地８号　佐世保情報産業プラザ第１棟３Ｆ PC

長崎県佐世保市崎岡町２７２０番地８号　佐世保情報産業プラザ第１棟３Ｆ 経験 あれば尚可

その他 (1)9時00分～18時00分

122日 (2)10時00分～19時00分

～ (3)13時00分～22時00分

運転

長崎県佐世保市崎岡町２７２０番地８号　佐世保情報産業プラザ第１棟３Ｆ PC

長崎県佐世保市崎岡町２７２０番地８号　佐世保情報産業プラザ第１棟３Ｆ 経験 あれば尚可

その他 (1)9時00分～18時00分

122日 (2)10時00分～19時00分

～ (3)11時00分～20時00分

運転

長崎県佐世保市崎岡町２７２０番地８号　佐世保情報産業プラザ第１棟３Ｆ PC ＰＣ基本操作（ローマ字変換入力、マウス操作）　

長崎県佐世保市崎岡町２７２０番地８号　佐世保情報産業プラザ第１棟３Ｆ 経験 あれば尚可

2 R4-335
■ａｕカスタマーサポート業務ａｕ利用者からの料金や
サービスに関するお問い合わせなどの対応（お問い合わせ
例）・料金プランの変更・住所などのお客様情報の変更な
ど■カスタマーセンター運営業務オペレータとして業務習

（64歳以下）
175,000円

土日祝勤務含む
交代制の為、平
日にお休みとな
る場合がありま

株式会社　ＫＤＤＩエボルバ ａｕお客様センター（管理者候補） 正社員
175,000円

資格

1 R4-334
■カスタマーサポート業務当社が自主運営または受託する
コールセンターにおける電話オペレータ業務。＊初めは、
電話番号案内業務から行います（３ヶ月以上）＊業務に慣
れてきたら本人と相談の上、下記の業務を担当する可能性

（64歳以下）
180,000円

＊土日祝勤務含
む交代制の為、
平日にお休みと
なる場合があり

株式会社　ＫＤＤＩエボルバ コンタクトセンターオペレータ 正社員
180,000円

資格

1 R4-333
【採用事務】コールセンターで働く社員を採用する事務で
す。・募集媒体の作成、掲載・応募者連絡、管理・採用進
捗管理・入社手続き※この他、新卒採用業務や企業プロ
モーション活動も対応します出来る範囲から少しづつ対応

（64歳以下）
164,000円

株式会社　ＫＤＤＩエボルバ 採用事務職、総務事務職 正社員
164,000円

資格

5 R4-332
夏期講習会（８／１－８／２７）での講師のお仕事です。
小学生算数・国語／中学生（１・２年）英語・数学◆担当
はいずれかで可。◆教員免許は必要ありません。生徒の成
績アップのために学力に合わせたテキストを用いて、少人

2,300円
会社カレンダー
による休日

株式会社　智翔館
夏期講習講師　小）算数・国語　中）英語・数
学

パート
1,100円

資格

1 R4-331
プリンス英米学院で総合的なマネージメント業務を行うお
仕事です＊英検対策講師＊イベントの企画・運営＊生徒の
管理、生徒指導＊生徒募集＊チームの管理＊教室の環境整
備＊教室運営事務＊その他付随する業務◎ハローワークの

（59歳以下）
280,000円

会社カレンダー
による休日　休
日はシフト制

株式会社　智翔館 教室運営スタッフ 正社員
200,000円

資格

1 R4-330
《そろばん講師》少人数（１０人以下）教室で小学生への
そろばん指導。※小学生への指導が初めての方でもサポー
トしますのでご安心ください。＊Ｗワーク可能です。＊６
０歳以上の方でも応募相談可能（１年毎更新）◎ハロー

1,800円
・社内カレン
ダーによる休日

株式会社　智翔館 そろばん塾講師（日野校） パート
1,000円

資格

4 R4-329
中学生対象の夏期講習会（８／１－８／２７）でのオンラ
イン授業のサポートを行うお仕事です。◆授業前の機材の
セッティング、授業中の音声トラブルの対処等をしてもら
います。◆授業は行いません。※夏期講習前に事前に打ち

821円
会社カレンダー
による休日

株式会社　智翔館 オンライン授業サポートスタッフ パート
821円

資格

3 R4-328
＊２０～２５人ほどの小学生・中学生への英語学習指導な
どを行います。◆教員免許は必要ありません。◆就業場所
は就業場所欄のいずれか希望相談可能です。◎ハローワー
クの紹介状が必要です。

（59歳以下）
2,000円

・勤務表による
・有給休暇は法
定どおり付与
（労働日数４日

株式会社　智翔館 英語講師 パート
2,000円

資格

1 R4-327
＊生徒の送迎（使用車：普通乗用８人乗り、ＡＴ車）＊荷
物運搬等の雑務＊その他付随する業務・校舎からご自宅、
又は打ち合わせ場所までの決まったルートの送迎です。初
回は職員が同伴しますのでルート確認ができます。・また

（59歳以下）
850円

・授業の状況に
より変動しま
す。・年次有給
休暇は所定労働

株式会社　智翔館 送迎スタッフ／日野校 パート
850円

資格

1 R4-326
＊施工管理技術者／施工に関する管理全般・工事（製造）
工程の管理、発注指示、図面の確認や修正・建築会社との
打合わせ等＊営業／お客様への設備提案や企画設計（商品
企画も含む）など＊顧客先への移動等：軽乗用～普通乗用

（44歳以下）
250,000円

盆休８／１３～
８／１６　年末
年始１２／２９
～１／４

株式会社　ジャパンアクアテック 施工管理技術者及び営業 正社員
160,000円

資格



区分/年齢 賃金 休日/年間/週 就業時間 採用数 P求人NO

させぼお仕事情報プラザ　求人情報（令和4年8月10日現在）

事業所名/所在地/就業場所 職種 免許資格/経験/PC/普通運転免許

その他 (1)9時00分～18時00分

105日 (2)10時00分～19時00分

～ (3)11時00分～20時00分

運転

長崎県佐世保市崎岡町２７２０番地８号　佐世保情報産業プラザ第１棟３Ｆ PC ＰＣ基本操作（ローマ字変換入力、マウス操作）　

長崎県佐世保市崎岡町２７２０番地８号　佐世保情報産業プラザ第１棟３Ｆ 経験 必須

日祝日その他 (1)8時00分～15時00分 不問

の間の6時間程度 （料理が好きな方）

～ 週5日程度

運転

長崎県佐世保市柚木町2079-1 PC 不問

長崎県佐世保市柚木町2079-1 経験 不問

1 R4-337
・給食の調理。・食育に関すること。・その他付随する業
務。

880円
＊勤務表による

社会福祉法人　一幸福祉会　柚木保
育所

調理員 パート
880円

資格

4 R4-336
＊ａｕご利用者からの料金やサービスに関するお問い合わ
せ及び変更受付窓口で「もっと安く利用できるプランはな
いですか」といったお困りごとやご相談を受け、解決へ導
くお仕事です。・料金プランの変更・住所などのお客様情

185,966円
土日祝勤務含む
交代制の為、平
日にお休みとな
る場合がありま

株式会社　ＫＤＤＩエボルバ ａｕお客様センター（電話受信対応） 正社員以外
156,420円

資格


