
　

区分/年齢 賃金 休日/年間/週 就業時間 採用数 P求人NO

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

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

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

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

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

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◎させぼお仕事情報プラザの紹介状が必
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月

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。◎させぼお仕事情報プラザの紹介状が必要で
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

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

させぼお仕事情報プラザ　求人情報（令和4年　11/9　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



　

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　11/9　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～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

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

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 R4-326
＊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

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・１
２／２９～１／

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：８／１
３～８／１６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◎させぼお仕事情報プラザ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



　

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　11/9　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

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

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 不問

日祝日その他 (1)8時00分～17時20分

95日

～

運転 普通自動車運転免許必須

長崎県佐世保市干尽町６－１６ PC ワード・エクセルの基本操作可能な方。

長崎県佐世保市干尽町６－１６ 経験 あれば尚可

土日 (1)8時30分～17時30分

105日

～

運転 普通自動車運転免許あれば尚可

長崎県佐世保市日野町７３２ PC ＰＣのリモート（ＺＯＯＭ等）の基礎知識。Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌ・パワーポイント等の基本操作ができる方

長崎県佐世保市日野町７３２ 経験 不問

日祝日その他 (1)8時30分～18時00分

107日

～

運転

長崎県佐世保市白岳町１５１番地 PC パソコン（ワード・エクセル）の基本的操作が可能な方

長崎県佐世保市白岳町１３９－１　「協和商工（株）佐世保支店」 経験 あれば尚可

日祝日その他 (1)8時30分～18時00分

107日

～

運転

長崎県佐世保市白岳町１５１番地 PC パソコン（ワード・エクセル）の基本的操作が可能な方

長崎県佐世保市白岳町１３９－１　「協和商工（株）佐世保支店」 経験 不問

土日その他 (1)8時30分～17時20分

121日 (2)22時00分～6時50分

～

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３３２－１　ウエストテクノ佐世保内 PC

長崎県佐世保市小佐々町黒石３３２－１　ウエストテクノ佐世保内 経験 不問

2 R4-356
＊自動車用無段変速機（ＣＶＴ）の金属ベルト製造のため
の加工、組立、検査などの作業です。＊その他付随する業
務を行います。※製品加工や検査等での細かい作業のた
め、視力両眼ともに０．６以上（矯正可）を要します。

（18歳以上）
174,844円

・会社カレン
ダーによる。・
ＧＷ、夏季、年
末に長期連休あ

株式会社シーヴイテック九州 生産技能職 正社員以外
174,844円

資格

2 R4-354
＊ルートに従っての配送業務、トラックへの積み込み（業
務用冷凍食品・乾物等）＊商品提案等の営業活動＊その
他、付随する業務を行います。※使用車：２ｔ積冷庫車
（ＭＴ）◎させぼお仕事情報プラザの紹介状が必要です。

（62歳以下）
222,000円

＊勤務表によ
る。

協和商工株式会社 ルート配送（佐世保支店） 正社員
216,860円

資格

1 R4-352
＊商品提案等の営業活動（業務用冷凍食品・乾物等）＊そ
の他、付随する業務を行います。※使用車：２ｔ積冷庫車
（ＭＴ）◎させぼお仕事情報プラザの紹介状が必要です。

（62歳以下）
400,000円

＊勤務表によ
る。

協和商工株式会社 営業（佐世保支店） 正社員
300,000円

資格

1 R4-347
＊認知症介護研修でのリモート研修準備及び集合研修を長
崎県下で行う業務です。集合研修会場：長崎市、諫早市、
佐世保市※研修会場へは社員が同行します。＊一般事務業
務として、社内の事務業務及び法人内での資料作成、受け

172,800円

有限会社　ＲＡＩＭＵ 研修オペレーター及び事務 正社員以外
164,160円

資格

1 R4-345
１．建設工事にかかる支払い書類作成及び管理２．安全書
類など、安全に係る業務３．その他建設工事に係る事務業
務全般※上記１～３の詳しい仕事内容は求人特記事項欄を
参照。＊現場までの移動には、普通ワゴン車（МＴ・Ａ

（59歳以下）
400,000円

年間カレンダー
により決定

株式会社　池田工業 建設事務（管理者候補） 正社員
250,000円

資格

1 R4-342
＊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。◎させぼお仕事

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 R4-341
＊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）〇させぼお仕
事情報プラザ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

1 R4-340
＊金属製品加工に係る資材調達＊資材の在庫管理＊協力会
社への外注手配（機械加工、表面処理等）＊その他付随す
る事務処理〇させぼお仕事情報プラザの紹介状が必要で
す。「事業所情報あり」

（59歳以下）
298,900円

・会社カレン
ダーによる

湯川王冠　株式会社 資材調達 正社員
236,400円

資格

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



　

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　11/9　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)0時00分～23時59分

121日 (2)8時30分～17時30分

～

運転 普通自動車運転免許あれば尚可

長崎県佐世保市小佐々町黒石３３２－１　ウエストテクノ佐世保内 PC

長崎県佐世保市小佐々町黒石３３２－１　ウエストテクノ佐世保内 経験 必須

土日その他 (1)0時00分～23時59分

121日 (2)8時30分～17時30分

～

運転 普通自動車運転免許あれば尚可

長崎県佐世保市小佐々町黒石３３２－１　ウエストテクノ佐世保内 PC

長崎県佐世保市小佐々町黒石３３２－１　ウエストテクノ佐世保内 経験 必須

土日その他 (1)0時00分～23時59分

121日 (2)8時30分～17時30分

～

運転 普通自動車運転免許あれば尚可

長崎県佐世保市小佐々町黒石３３２－１　ウエストテクノ佐世保内 PC

長崎県佐世保市小佐々町黒石３３２－１　ウエストテクノ佐世保内 経験 あれば尚可

土日その他 (1)8時30分～17時30分

121日

～

運転

長崎県佐世保市小佐々町黒石３３２－１　ウエストテクノ佐世保内 PC

長崎県佐世保市小佐々町黒石３３２－１　ウエストテクノ佐世保内 経験

土日その他 (1)8時30分～17時30分 第三種電気主任技術者

121日 エネルギー管理士

～

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３３２－１　ウエストテクノ佐世保内 PC

長崎県佐世保市小佐々町黒石３３２－１　ウエストテクノ佐世保内 経験 必須

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

長崎県佐世保市世知原町栗迎２７－４ PC

長崎県佐世保市世知原町栗迎３０１－２ 経験 必須

土日その他 (1)8時00分～17時00分

115日

～

運転 普通自動車運転免許必須

長崎県佐世保市世知原町栗迎２７－４ PC

長崎県佐世保市世知原町栗迎３０１－２ 経験 不問

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

長崎県佐世保市世知原町栗迎２７－４ PC

長崎県佐世保市世知原町栗迎３０１－２ 経験 不問

土日祝日その他 (1)9時00分～18時00分

123日

～

運転 普通自動車運転免許あれば尚可

長崎県佐世保市三川内新町２７番地１ PC ・システム開発（オープン系、Ｗｅｂ系）　　　　　　　　　　　・ワード、エクセルの基本操作

長崎県佐世保市三川内新町２７番地１ 経験 必須

土日祝日その他 (1)9時00分～18時00分 シスコ技術者認定

123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２７番地１ PC ワード：資料作成・文書作成、エクセル：基本的な関数（ＳＵＭ、ＩＦの関数）の操作ができる方

長崎県佐世保市三川内新町２７番地１ 経験 あれば尚可

3 R4-366
＊コンピューターネットワークシステムのシステム構築
（設計・初期設定・テスト）＊運用・保守・ネットワーク
プログラミング等に従事します。＊顧客先への訪問等で、
軽乗用ＡＴ、普通乗用ＡＴ使用あり。※システム構築の経

（59歳以下）
300,000円

年末年始、ＧＷ
夏季休暇　慶弔

株式会社　日本ビジネスソフト ネットワークエンジニア 正社員
190,000円

資格

3 R4-365
＊開発言語は、Ｃ、Ｃ＋＋、Ｃ＃、ＮＥＴ、ＪＡＶＡ、Ｐ
ＨＰＶＢ、ＡＳＰ、ＣＯＢＯＬ等を利用して業務アプリ
ケーションの開発業務。＊オープン系、Ｗｅｂ系の技術で
開発業務。＊経験によりプロジェクトの管理など。＊情報

（59歳以下）
300,000円

年末年始休暇
ＧＷ　夏季休暇
慶弔

株式会社　日本ビジネスソフト
プログラマー（ＰＧ）・システムエンジニア
（ＳＥ）

正社員
185,000円

資格

2 R4-364
＊土木工事現場の施工管理補助業務・現場における作業の
段取り・工事現場に関する書類作成（現場写真の撮影
等）・その他、現場における軽作業や附帯する雑務※当社
は、長崎県・佐世保市・佐々町から発注される公共工事を

（59歳以下）
230,000円

＊年間カレン
ダーによる。

安永建設株式会社 土木工事施工管理補助 正社員
200,000円

資格

2 R4-363
＊土木工事現場の施工管理補助業務・測量補助・現場写真
撮影と整理・安全書類等の記入・その他、現場における軽
作業や附帯する雑務※未経験者歓迎！※長崎県・佐世保
市・佐々町から発注される公共工事を元請として受注して

（59歳以下）
180,000円

＊年間カレン
ダーによる

安永建設株式会社 土木工事員【施工管理者候補】 正社員
180,000円

資格

2 R4-362
＊現場の施工管理業務を担っていただきます。※当社は、
長崎県・佐世保市・佐々町から発注される公共工事を元請
として受注しています。（２０００万円～１億円規模の道
路・橋梁・河川・砂防工事など）※電気／建築／土木の３

（59歳以下）
500,000円

＊年間カレン
ダーによる。

安永建設株式会社 土木工事施工管理 正社員
230,000円

資格

1 R4-361
◆生産設備・プラント設備保全の企画・運営・生産設備及
び原動（プラント）設備の突発修理対応と技術サポート、
予防保全の計画立案と実施・設備故障した原因追究、再発
防止の対策を立案し実施・故障件数・修理時間、修繕費の

（59歳以下）
235,900円

・会社カレン
ダーによる。・
ＧＷ、夏季、年
末に９日～１０

株式会社シーヴイテック九州 技術職（工場技術部門） 正社員
178,900円

資格

1 R4-360
■ＣＶＴベルト生産工場の安全・環境・衛生の企画運営業
務・設備の安全・従業員の安全推進活動・災害防止活動推
進業務・設備の環境測定業務・衛生管理業務・各種法令届
出・社員教育※入社後に「衛生管理者」を取得していただ

（59歳以下）
227,700円

＊ＧＷ、夏季、
年末に長期連休
あり

株式会社シーヴイテック九州 事務職（安全・環境・衛生） 正社員
175,800円

資格

1 R4-359
◆生産技術スタッフ（第２新卒可）・生産設備の導入、立
ち上げ、改造業務・生産ラインの高効率化、生産性向上、
信頼性向上、安全対策・製品の品質改善、原価低減・設
備、製品に不具合が発生した場合の要因追及と対策の実

（59歳以下）
235,900円

・会社カレン
ダーによる。・
ＧＷ、夏季、年
末に９日～１０

株式会社シーヴイテック九州 技術職 正社員
178,900円

資格

1 R4-358
◆生産技術スタッフ（プレス・塑性加工技術者）・生産設
備の導入、立ち上げ、改造業務・生産ラインの高効率化、
生産性向上、信頼性向上、安全対策・製品の品質改善、原
価低減・設備、製品に不具合が発生した場合の要因追及と

（59歳以下）
309,400円

・会社カレン
ダーによる。・
ＧＷ、夏季、年
末に９日～１０

株式会社シーヴイテック九州 技術職 正社員
201,100円

資格

1 R4-357
◆生産技術スタッフ（管理職候補）・生産設備の導入、立
ち上げ、改造業務・生産ラインの高効率化、生産性向上、
信頼性向上、安全対策・製品の品質改善、原価低減・設
備、製品に不具合が発生した場合の要因追及と対策の実

（59歳以下）
309,400円

・会社カレン
ダーによる。・
ＧＷ、夏季、年
末に９日～１０

株式会社シーヴイテック九州 技術職 正社員
223,200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　11/9　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 Ｅｘｃｅｌ・Ｗｏｒｄの基本操作ができる方

長崎県佐世保市広田４丁目５番５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

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

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

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00分～17時30分 第二種電気工事士

114日

～

運転 普通自動車運転免許必須

長崎県佐世保市稲荷町２７－２３ PC

長崎県佐世保市稲荷町２７－２３ 経験 必須

日祝日その他 (1)8時00分～17時30分 第二種電気工事士

114日

～

運転 普通自動車運転免許必須

長崎県佐世保市稲荷町２７－２３ PC

長崎県佐世保市稲荷町２７－２３ 経験 不問

日その他 (1)8時30分～17時15分 介護福祉士

介護職員初任者研修修了者

～ 週3日～週5日 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

長崎県佐世保市八幡町６番１号 PC

長崎県佐世保市宇久町平１９０４－１　「宇久介護事業所」 経験 あれば尚可

1 R4-376
＊通所介護事業所における介護業務全般＊デイサービスに
おいて介護業務を行います。介護業務（送迎、食事の介
助、入浴のお世話、レクリエーションの補助等を一緒に行
います）＊利用者１日定員３５名の利用者様を職員１０名

950円
＊勤務予定表に
よる。＊年次有
給休暇は法定通
り付与（週３日

社会福祉法人　佐世保市社会福祉協
議会

介護職員（デイサービス） パート
950円

資格

2 R4-375
＊電気設備工事、高圧受変電工事、弱電設備工事＊産業用
太陽光設備工事、イベント仮設電源工事等の業務を行いま
す。※使用車：軽バン及び２ｔトラック（ＭＴ）◎させぼ
お仕事情報プラザの紹介状が必要です。※別途経験者用求

（35歳以下）
172,000円

＊年末年始休
暇、お盆休暇＊
基本的に土曜日
は休みですが、

大浦電気工業株式会社 電気工事士／未経験者 正社員
163,400円

資格

2 R4-374
＊電気設備工事、高圧受変電工事、弱電設備工事＊産業用
太陽光設備工事、イベント仮設電源工事等の業務を行いま
す。※使用車：軽バン及び２ｔトラック（ＭＴ）◎させぼ
お仕事情報プラザの紹介状が必要です。

（59歳以下）
255,800円

＊年末年始休
暇、お盆休暇＊
基本的に土曜日
は休みですが、

大浦電気工業株式会社 電気工事士／経験者 正社員
192,200円

資格

1 R4-373
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

1 R4-372
＊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。◎させぼお仕事情

（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

2 R4-371
＊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）
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

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 R4-370
＊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、付随する業務を行い
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２
～３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

2 R4-369
＊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、お客様対応を行って頂
きます。＊外出用務あり：使用車：普通乗用車（ＡＴ）

（59歳以下）
207,591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／未経験者 正社員以外
147,044円

資格

2 R4-368
＊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 R4-367
＊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）
207,591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
147,044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　11/9　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

～

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 ・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

土日祝日その他 (1)9時00分～17時50分

122日

～

運転

長崎県佐世保市松川町１－１９ PC

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 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～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

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＆ペーストなどができる方

長崎県佐世保市松川町１－１９ 経験 不問

その他

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

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 R4-389
＊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

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
149,408円

資格

2 R4-388
＊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

169,412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
169,412円

資格

10 R4-386
＊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

1 R4-385
●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

1 R4-384
●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。◎させぼ
お仕事情報プラザ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

5 R4-383
●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 R4-382
＊お客様からの委託業務に関わる経理業務＊請求書をＰＤ
Ｆ化→ＯＣＲ処理→データ補正＊メンバーの育成、サポー
ト＊業務フロー構築など※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

（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

経理事務（管理職候補） 正社員
179,000円

資格

2 R4-381
＊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 R4-379
＊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

3 R4-378
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



　

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　11/9　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 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

日祝日その他 (1)8時30分～17時30分 薬剤師

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

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 介護福祉士

～ 週5日程度

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 介護支援専門員（ケアマネージャー）

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

長崎県佐世保市宮地町５番５号 経験 不問

その他 介護支援専門員（ケアマネージャー）

～ 週4日～週5日

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)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　　＊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　　＊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 R4-405
＊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 R4-404
＊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 R4-403
＊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 R4-402
＊要支援・要介護認定を受けた方からの相談、ケアプラン
の作成及び他の介護サービス事業者との連絡・調整等を行
います。＊その他、付随する業務を行います。＊ケアマネ
未経験の方、６０歳以上の方も歓迎します。（６０歳以上

（59歳以下）
1,400円

＊勤務日・勤務
時間は相談に応
じます。　　＊
年次有給休暇日

特定医療法人　雄博会　　千住病院 介護支援専門員 パート
1,000円

資格

1 R4-401
＊要支援・要介護認定を受けた方からの相談、ケアプラン
の作成及び他の介護サービス事業者との連絡・調整等を行
います。＊その他、付随する業務を行います。※ケアマネ
未経験の方、６０歳以上の方も歓迎します。（６０歳以上

（59歳以下）
233,000円

特定医療法人　雄博会　　千住病院 介護支援専門員 正社員
170,000円

資格

5 R4-400
＊入院患者の療養生活上の介護など。（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◎させぼお仕事情報プラ
ザの紹介状が必要です。「事業所情報あり」

（59歳以下）
1,000円

＊休みは相談に
応じます。　＊
年次有給休暇日
数は法定通り付

特定医療法人　雄博会　　千住病院 介護福祉士 パート
900円

資格

5 R4-399
＊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」◎させぼお仕事情報プラザの

（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 R4-398
＊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

1 R4-397
＊病院内における患者の調剤等薬剤業務全般を行います。
＊服薬指導の業務を行います。＊その他、付随する業務を
行います。◎させぼお仕事情報プラザの紹介状が必要で
す。

（59歳以下）
300,000円

＊ローテーショ
ン

特定医療法人　雄博会　　千住病院 薬剤師 正社員
240,000円

資格

1 R4-390
＊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
149,408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　11/9　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　　＊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 ８トン限定中型自動車免許

97日 中型自動車免許

～ 大型自動車免許

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

土日祝日その他 (1)8時15分～17時00分 準中型自動車免許

124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 ワード・エクセル等の基本的な操作

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

その他 (1)7時00分～16時00分

105日 (2)12時30分～21時30分

～ (3)21時20分～7時20分

運転 普通自動車運転免許あれば尚可

長崎県佐世保市黒髪町３７２９－２ PC

長崎県佐世保市黒髪町３７２９－２ 経験 不問

その他 (1)7時00分～16時00分 介護福祉士

105日 (2)12時30分～21時30分

～ (3)21時20分～7時20分

運転 普通自動車運転免許あれば尚可

長崎県佐世保市黒髪町３７２９－２ PC

長崎県佐世保市黒髪町３７２９－２ 経験 あれば尚可

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 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

日祝日その他 (1)10時00分～14時45分

～ 週3日～週5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

長崎県佐世保市須佐町１番地２ 経験 不問

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

1 R4-416
＊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 R4-415
＊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　＊
年次有給休暇は
法定通り付与
（週３日勤務の

株式会社　ひなた 職業支援員 パート
900円

資格

1 R4-414
・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◎させぼお仕事情報プラザの紹介状が必要

（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

2 R4-413
・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◎させぼお仕事情報プラザの紹介状が必要

（64歳以下）
196,000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
180,000円

資格

2 R4-412
＊利用者に対する介護全般の業務を行います。（食事、入
浴、排せつ、日常生活の介護支援業務）＊入居者約５０名
（１ユニット６名～１０名）＊病院への送迎業務なし。＊
介護助手（リネン交換等）、清掃、洗濯、営繕等の業務は

（64歳以下）
196,000円

・ローテーショ
ンによる。　・
４週８休

社会福祉法人　葉山会　特別養護老
人ホームチューリップ

介護職員（正社員／有資格者） 正社員
180,000円

資格

2 R4-411
＊利用者に対する介護全般の業務を行います。（食事、入
浴、排せつ、日常生活の介護支援業務）＊入居者約５０名
（１ユニット６名～１０名）＊病院への送迎業務なし。＊
介護助手（リネン交換等）、清掃、洗濯、営繕等の業務は

（64歳以下）
185,373円

・ローテーショ
ンによる。　・
４週８休

社会福祉法人　葉山会　特別養護老
人ホームチューリップ

介護職員（正社員） 正社員
168,894円

資格

1 R4-409
●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
＊年次有給休暇
前年取得平均
８．６日　　＊

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 R4-408
＊既存顧客対応中心に、佐世保市及びその近郊の既存顧客
の対応を行います。・作業依頼を受けた現場を下見し、作
業内容の打ち合わせ・各書類作成（見積書・契約書・作業
手配書・報告書）・作業前ビラ配布、作業後集金他（使用

（59歳以下）
300,000円

＊年末年始、Ｇ
Ｗ、お盆期間休
暇有

株式会社　ネックス 営業職 正社員
230,000円

資格

2 R4-407
＊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・運転業務あり使用車：バキュームカー４ｔ（ＭＴ

（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、Ｇ

株式会社　ネックス 下水処理等現場作業員 正社員
180,950円

資格

1 R4-406
＊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　11/9　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～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 不問

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 (1)8時00分～17時00分

105日

～

運転 普通自動車運転免許必須

長崎県佐世保市有福町１７１２－３ PC

長崎県佐世保市（佐世保市及び近郊の各現場） 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

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 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

2 R4-428
＊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／
１３～８／１６

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 R4-427
＊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 R4-426
＊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」◎させぼお仕事情報プラザ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／
１３～８／１６

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

1 R4-425
＊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」◎させぼお仕
事情報プラザの紹介状が必要で

（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 R4-424
＊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」◎させぼお仕事情報プラザ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／
１３～８／１６

協和機工株式会社 製缶作業 正社員
167,000円

資格

1 R4-423
＊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」◎させぼお仕事情
報プラザ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／
１３～８／１６

協和機工株式会社 生産設計（ＣＡＤ操作） 正社員
167,000円

資格

1 R4-422
＊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」◎させぼお
仕事情報プラザ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 R4-420
＊機械式立体駐車場保守点検業務、改修工事＊小荷物専用
昇降機保守点検業務、改修工事＊自働ドア保守点検業務＊
コインパーク保守点検業務＊上記各装置の緊急対応業務※
各現場へは社有車を使用し移動します※使用車：普通乗用

（39歳以下）
220,000円

株式会社　中央ビル管理 機械設備保守 正社員
170,000円

資格

1 R4-419
＊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。◎させぼお仕事情報プラザの紹介状が

（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 R4-418
●ＮＣ旋盤、普通旋盤による部品製造等の業務を行いま
す。●マシニングセンターその他の一般工作機械の操作な
どを行います。※使用車：トラック（２ｔ、３ｔ、４
ｔ）、軽トラック、ＭＴ車。◎させぼお仕事情報プラザの

（39歳以下）
157,000円

・第１、３土曜
日

株式会社　藤沢精工 機械工 正社員
145,800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　11/9　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 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

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

その他 (1)8時30分～17時30分 二級建築士

108日 １級建築施工管理技士

～ ２級建築施工管理技士

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 一級建築士

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

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

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

その他 (1)9時00分～18時00分 管理栄養士

120日

～

運転

長崎県佐世保市卸本町１６番地２ PC

長崎県佐世保市日宇町２８３５　　「老人保健施設　長寿苑」厨房 経験 不問

土日祝日その他 調理師

120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 あれば尚可

その他 (1)9時00分～15時00分

～ 週4日～週5日

運転

長崎県佐世保市卸本町１６番地２ PC

長崎県佐世保市日宇町２８３５　　「老人保健施設　長寿苑」厨房 経験 不問

その他 (1)5時00分～14時00分 調理師

120日 (2)7時00分～16時00分

～ (3)9時00分～18時00分

運転

長崎県佐世保市卸本町１６番地２ PC

長崎県佐世保市日宇町２８３５　　「老人保健施設　長寿苑」厨房 経験 あれば尚可

土日祝日その他 (1)7時15分～12時15分

～ 週5日程度

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

5 R4-442
○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

853円
春・夏・冬休み
は休みとなりま
す　※年次有給
休暇は週所定労

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

パート
853円

資格

1 R4-441
＊老人保健施設（長寿苑）での給食調理（１３０～１５０
食程度）＊その他の付随する業務を行います。＊調理師：
２名、管理栄養士：１名、調理補助１名在籍◎させぼお仕
事情報プラザの紹介状が必要です。

（59歳以下）
200,000円

株式会社　庄屋フーズ＆ライフ 調理スタッフ（老人保健施設　長寿苑） 正社員
168,000円

資格

1 R4-440
＊老健施設入居者様のお食事配膳と食器洗いのお仕事※食
器洗浄の専用マシンあり（１３０～１５０食程度）＊その
他の付随する業務を行います。＊調理師：２名、管理栄養
士：１名、調理補助１名在籍◎させぼお仕事情報プラザの

853円
＊シフト制　＊
年次有給休暇は
所定労働日数に
より法定通り付

株式会社　庄屋フーズ＆ライフ
食器洗浄と配膳スタッフ（老人保健施設　長寿
苑）

パート
853円

資格

2 R4-439
＊学校給食の調理をお願い致します。・準備、下処理作
業・調理・盛りつけ・洗浄・食材（野菜等：５０～７０ｋ
ｇ程度）の運搬があります。◎させぼお仕事情報プラザの
紹介状が必要です。

230,000円
※年次有給休暇
は週所定労働日
数により法定通
り付与

株式会社　庄屋フーズ＆ライフ 調理師（佐世保市学校給食センター） 正社員以外
168,000円

資格

1 R4-438
＊老人保健施設（長寿苑）での献立作成・発注作業をお願
いします（１３０～１５０食程度）＊調理業務・厨房業務
は一切ありません。＊調理師：２名、管理栄養士：１名、
調理補助１名在籍◎させぼお仕事情報プラザの紹介状が必

（59歳以下）
250,000円

株式会社　庄屋フーズ＆ライフ 管理栄養士（老人保健施設　長寿苑） 正社員
230,000円

資格

1 R4-437
＊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

1 R4-432
＊社内にある一級建築士事務所での業務全般・管理建築士
の業務・建築物の設計、現場管理、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（Ｍ
Ｔ）、普通乗用車（ＭＴ、ＡＴ）◎させぼお仕事情報プラ

（59歳以下）
343,000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

一級建築士 正社員
330,000円

資格

1 R4-431
＊社内にある建築士事務所の業務全般・管理建築士の業
務・建築物の設計、現場管理、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）◎させぼお仕事情報プラザの紹介

（59歳以下）
235,000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

建築士 正社員
230,000円

資格

1 R4-430
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 R4-429
＊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」◎させぼお仕事情報プラザ

（59歳以下）
239,000円

・会社カレン
ダーによる。・
夏季休暇：８／
１３～８／１６

協和機工株式会社 加工作業 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　11/9　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15分～15時45分

～ 週3日程度

運転 普通自動車運転免許必須

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

土日祝日その他 (1)8時15分～15時45分

～ 週3日程度

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

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

その他 (1)9時15分～18時15分

120日

～

運転

長崎県佐世保市比良町５－５ PC パソコン（エクセル・ワードをタッチタイピングで入力）操作可能な方

長崎県佐世保市新港町２－１（させぼ五番街）　 経験 不問

日その他 (1)8時30分～17時30分

105日 (2)8時00分～17時00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 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

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

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

日その他 (1)8時15分～17時00分

115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葛籠２７８－１　ウェストテクノ佐世保内 PC

長崎県佐世保市小佐々町葛籠２７８－１　　ウェストテクノ佐世保内 経験 必須

1 R4-452
＊勤怠管理、社会保険手続き、採用関係業務＊官公庁提出
書類作成、現金出納帳管理＊安全委員会の運営の補助的業
務＊車両管理（社用車管理及び私用車の任意保険加入有無
確認等）＊食事手配（お弁当注文等）＊その他、付随する

（59歳以下）
228,250円

＊会社カレン
ダーによる＊Ｇ
Ｗ、お盆、年末
年始長期休暇あ

双葉産業　株式会社　長崎工場 総務職 正社員
152,150円

資格

3 R4-451
＊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Ｍ
Ｔ）。※２０代前後の社員も多く活躍しています。施工管

（59歳以下）
270,000円

＊年末年始、Ｇ
Ｗ※お盆につい
ては、有給休暇
取得推進期間

株式会社　長崎地研
ボーリングマシンオペレーター、ボーリング助
手

正社員
180,000円

資格

3 R4-450
◎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

（59歳以下）
500,000円

＊年末年始、Ｇ
Ｗ※お盆につい
ては、有給休暇
取得推進期間

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 R4-449
◎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

1 R4-448
＊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
入力・補助等、付随する業務を行います。＊外出用務あり
／使用車：普通乗用車（ＡＴ）◎させぼお仕事情報プラザ

（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 事務員 正社員
170,000円

資格

1 R4-447
＊利用者様送迎※使用車：普通乗用車・軽自動車（ＡＴ
車）＊職場作業（支援員の補助）※施設内外で障害を持っ
た方々と一緒に作業を行う就労支援の補助を行います。＊
お弁当等の配達他※未経験の方でも一緒に利用者の方を、

180,000円
＊シフト制＊休
日は相談可

株式会社　ひなた 運転手　兼　職場作業員 正社員以外
150,000円

資格

1 R4-446
＊代理店での保険事務業務を行います。・パソコンによる
保険内容の入力・来客・電話対応・その他、関連・付随す
る業務を行います。※見学も可能です。お気軽にご連絡く
ださい。「働き方改革関連認定企業」◎ハローワークの紹

（59歳以下）
190,000円

＊勤務シフトに
よる週休二日
制。＊年末年始
（１２／３１～

株式会社　ウエスト・ワン
コンシェルジュ（受付窓口）／ほけんの窓口
（させぼ五番街）

正社員
165,000円

資格

1 R4-445
＊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
150,000円

資格

2 R4-444
＊学校給食の配達補助及び回収を行います。（運転業務は
ありません）・エリア：佐世保市内全域（中学校１５
校）・１日５校程度を巡回します。◎させぼお仕事情報プ
ラザの紹介状が必要です。

853円
※シフトによ
る。（春・夏・
冬休みは休みと
なります）　※

株式会社　庄屋フーズ＆ライフ
給食の配達補助員（佐世保市学校給食セン
ター）

パート
853円

資格

2 R4-443
＊学校給食の配達及び回収を行います。＜１日の流れ＞
１．各学校へ食器を運ぶ２．その後、給食を運ぶ３．回収
作業※給食等は台車を使用して運びます。２人１組です。
※エリア：佐世保市内全域（中学校１５校）※１日５校程

960円
※シフトによ
る。（春・夏・
冬休みは休みと
なります）　※

株式会社　庄屋フーズ＆ライフ 配送員（佐世保市学校給食センター） パート
960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　11/9　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 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)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

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)9時00分～14時00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)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

土日祝日その他 (1)9時30分～16時30分

(2)9時30分～16時15分

～ 週4日～週5日 (3)9時30分～16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６－２ PC エクセル・ワードの基本的操作が可能な方

長崎県佐世保市卸本町６－２ 経験 不問

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

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 R4-462
＊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 R4-461
＊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

1 R4-460
一般事務全般・パソコン使用によるデータ入力・庶務、総
務業務・書類作成、整理・来客者・電話応対・社用車（軽
乗用ＡＴ）の運転・その他、付随する業務などを行いま
す。※お子さんの学校行事等考慮します。◎させぼお仕事

1,100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 一般事務員 パート
900円

資格

1 R4-459
設備、建物に関するメンテナンス・太陽光発電所の保守点
検、管理。・太陽光パネル、電気設備の交換。・現場に向
かう際の運転業務（社用車普通自動車（ＡＴ））・点検報
告書の作成など※未経験の方でも徐々に仕事に慣れていけ

（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 設備メンテナンス 正社員
200,000円

資格

1 R4-458
＊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）
300,000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

3 R4-457
＊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

3 R4-456
＊デイサービス利用者の食事、入浴、排泄、移動介助等＊
送迎（ステップワゴン程度：ＡＴ）＊生活援助：見守り・
話し相手・レクリエーション等＊１日最大１２名の対応＊
夜勤はありません。★子どもさんの学校行事等、休みが取

（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（デイサービス） パート
900円

資格

2 R4-455
＊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）◎させぼお仕事情報プラザの紹介状が必要です。

（59歳以下）
227,000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
148,500円

資格

2 R4-454
＊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）◎させぼお仕事情報プラザの紹介状が必要です。

（59歳以下）
235,000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
156,500円

資格

1 R4-453
＊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



　

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　11/9　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

火水その他 (1)9時00分～18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

～ 週4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

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

～

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

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 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

長崎県佐世保市皆瀬町７５番地２ 経験 不問

土日祝日その他 (1)9時00分～16時00分

(2)9時00分～17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

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

その他 (1)8時00分～17時00分

88日

～

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

日その他 (1)8時30分～17時30分

88日

～

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

1 R4-472
＊軽トラック（ＡＴ・ＭＴ）による主に美容室、幼稚園な
どへの決まったルートの一般廃棄物収集＊クリーンセン
ターへの収集物の搬入。＊お片付けなどの軽作業＊その
他、付随する業務。※パート希望の方は別途求人票を参照

（59歳以下）
175,000円

＊土曜日隔週休
み

有限会社　壹良産業 お片付けスタッフ 正社員
175,000円

資格

1 R4-471
＊主に青果・鮮魚等を九州一円及び関西・関東方面に輸送
する業務です。＊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 R4-470
＊主に佐世保、松浦、佐賀県内のスーパーや冷蔵庫内、魚
市場等の魚の残さいを収集し、諫早、長崎へ搬入する業務
＊使用車：８ｔ又は１０ｔウイング車（ＭＴ）◎させぼお
仕事情報プラザ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 R4-469
＊プラスチック加工、組立て作業の補助的な仕事です。・
板のささくれ箇所の仕上げ作業・加工の準備・タップ穴
（ネジ穴）を開ける作業補助＊その他、関連・付随する業
務を行います。◎させぼお仕事情報プラザの紹介状が必要

920円

冨士樹脂　株式会社 組立て製造工補助 パート
920円

資格

3 R4-468
＊主に工事現場の車両誘導警備＊その他スーパー等の駐車
場内の警備やイベント現場にて歩行者や車の誘導警備業
務・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

（18歳～64歳）
215,000円

＊交替制＊正
月、盆休みあり

有限会社　綜合創研警備保障 警備員 正社員
172,000円

資格

1 R4-467
＊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）※離島への宿

（35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

2 R4-466
＊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 R4-465
＊食肉店での販売業務です。・店舗での接客対応・精肉、
肉加工品の販売・セルフレジでの会計・開店時のレジの
オープン作業・閉店時のレジ操作・店内清掃（定期的なト
イレチェック等）・その他付随する業務◎させぼお仕事情

（64歳以下）
950円

＊シフト制によ
る。年次有給休
暇は週所定労働
日数により法定

有限会社肉の相川（肉のあいかわ） 販売員 パート
900円

資格

5 R4-464
＊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。◎させぼお仕事情報

（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 R4-463
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



　

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　11/9　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

～

運転 普通自動車運転免許　　必須

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 不問

その他

～ 週3日～週5日

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

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 １級土木施工管理技士

123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

日その他 (1)8時00分～17時00分

105日

～

運転

長崎県佐世保市世知原町栗迎２７－４ PC

長崎県佐世保市世知原町栗迎３０１－２ 経験

日その他 (1)8時00分～17時00分 第二種電気工事士

105日 １級電気工事施工管理技士

～ ２級電気工事施工管理技士

運転 普通自動車運転免許　　必須

長崎県佐世保市世知原町栗迎２７－４ PC

長崎県佐世保市世知原町栗迎３０１－２ 経験 必須

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

長崎県佐世保市世知原町栗迎２７－４ PC

長崎県佐世保市世知原町栗迎３０１－２ 経験 必須

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

長崎県佐世保市世知原町栗迎２７－４ PC

長崎県佐世保市世知原町栗迎３０１－２ 経験 あれば尚可

火水その他 (1)9時00分～18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

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 必須

1 R4-482
＊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。◎させぼお
仕事情報プラザの紹介状が必要です。「自主応募の場合は

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

3 R4-481
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

3 R4-480
＊建設現場における一般土木作業・資材及び工具等の積
込、運搬、片付け等・作業スタッフの補助・仮設物等の設
置及び撤去・その他付随する業務＊未経験者歓迎！＊現場
への移動等：軽トラック及び軽乗用車（ＭＴ・ＡＴ車）＊

（59歳以下）
216,000円

年間カレンダー
による。

安永建設株式会社 現場作業アシスタント 正社員
151,200円

資格

2 R4-479
＊現場の施工管理業務を担っていただきます。※当社は、
長崎県・佐世保市・佐々町から発注される公共工事を元請
として受注しています。※電気／建築／土木の３工事部門
すべてが自社内にあり、連携もスムーズにしていただけま

（59歳以下）
500,000円

＊年間カレン
ダーによる。

安永建設株式会社 建築工事施工管理 正社員
230,000円

資格

2 R4-478
＊現場の施工管理業務を担っていただきます。※当社は、
長崎県・佐世保市から発注される公共工事を元請として受
注しています。※電気／建築／土木の３工事部門すべてが
自社内にあり、連携もスムーズにしていただけます。※現

（59歳以下）
500,000円

＊年間カレン
ダーによる。

安永建設株式会社 電気工事施工管理 正社員
230,000円

資格

3 R4-477
＊建設現場における一般土木作業・重機オペレーター業
務・４ｔ車の運転業務・その他付随する業務所持する免許
等に合わせて担当していただきます。＊長崎県・佐世保
市・佐々町から発注される公共工事を元請として受注して

（59歳以下）
280,800円

年間カレンダー
による。

安永建設株式会社 現場作業スタッフ 正社員
172,800円

資格

2 R4-476
＊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

2 R4-475
＊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

1 R4-474
＊施設入所者様の身の回りのお世話（入浴介助・排泄介
助・食事介助等）を行います。※勤務日は相談に応じま
す。※勤務は週３日～週５日程度で勤務日数は相談可能で
す。※お子さんの学校行事等に関する休みはご相談くださ

（64歳以下）
950円

＊シフトによ
る。＊年次有給
休暇は法定通り
付与（労働日数

医療法人　松栄会 介護職員 パート
950円

資格

1 R4-473
＊軽トラック（ＡＴ・ＭＴ）による主に美容室、幼稚園な
どへの決まったルートの一般廃棄物収集。＊クリーンセン
ターへの収集物の搬入。＊お片付けなどの軽作業。＊その
他、付随する業務。※フルタイム希望の方は別途求人票を

（59歳以下）
1,000円

有限会社　壹良産業 お片付けスタッフ パート
1,000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　11/9　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 ＊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

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

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)9時00分～18時00分 日商簿記３級

122日

～

運転

長崎県佐世保市松川町１－１９ PC 文字入力、テンキー入力ができる方

長崎県佐世保市松川町１－１９ 経験 あれば尚可

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 ワード・エクセル基本操作

長崎県佐世保市山手町８５５－１ 経験 あれば尚可

日祝日その他 (1)8時30分～17時30分

110日

～

運転

長崎県佐世保市大和町１５ PC ワードを使って簡単な文書作成ができる方　タッチタイピングができる方　

長崎県佐世保市山手町８５５－１ 経験 不問

日祝日その他

～ 週5日～週6日

運転

長崎県佐世保市大和町１５ PC ワードを使って簡単な文書作成ができる方　タッチタイピングができる方

長崎県佐世保市山手町８５５－１ 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

土日祝日その他 (1)8時30分～17時30分

120日

～

運転

長崎県佐世保市大和町１５ PC ワード入力・エクセル入力ができる方（タッチタイピング）

長崎県佐世保市山手町８５５－１　燿光リハビリテーション病院 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　　「ドリームステイひかり」 経験 不問

1 R4-493
＊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：毎日１６名

（59歳以下）
201,500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 介護職員（ドリームステイひかり） 正社員
182,500円

資格

2 R4-492
◎リハビリ部での事務の補助作業となります。＊各種デー
タ入力、アンケート集計（エクセル）＊書類作成（ワー
ド）＊電話応対＊その他、事務作業（コピーや機器の清掃
など）を行います。※パートタイムでの勤務も相談に応じ

140,352円
＊盆・年末年始

社会医療法人財団　白十字会
事務員（燿光リハビリテーション病院／リハビ
リ部）

正社員以外
140,352円

資格

3 R4-491
＊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

1 R4-490
※雇用開始：令和４年１１月１６日※医療事務に係る業務
全般・入院受付、会計業務・医療事務（レセプト作成）・
電話応対、窓口応対・庶務業務（書類作成）など「働き方
改革関連認定企業」◎させぼお仕事情報プラザの紹介状が

860円
盆・年末年始
４週８休

社会医療法人財団　白十字会 事務員／燿光リハビリテーション病院 パート
860円

資格

1 R4-489
※雇用開始：令和４年１１月１６日～※医療事務に係る業
務全般・入院受付、会計業務・医療事務（レセプト作
成）・電話応対、窓口応対・庶務業務（書類作成）など
「働き方改革関連認定企業」◎させぼお仕事情報プラザの

（59歳以下）
150,240円

盆・年末年始休
暇　４週８休

社会医療法人財団　白十字会 事務員／燿光リハビリテーション病院 正社員
150,240円

資格

1 R4-488
＊入院患者の退院支援及び相談業務・協力機関との連絡調
整・患者及び患者家族への相談業務（退院支援）・社会保
障制度の説明や利用支援・その他、付随する業務。「働き
方改革関連認定企業」◎させぼお仕事情報プラザの紹介状

（59歳以下）
190,040円

・４週８休（勤
務表による）

社会医療法人財団　白十字会
医療ソーシャルワーカー（燿光リハビリテー
ション病院）

正社員
190,040円

資格

2 R4-487
＊請求書を見ながら数字や文字を入力及び修正＊紙請求書
のスキャン＊メール対応※電話対応はありません。◎させ
ぼお仕事情報プラザ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

データ入力 正社員以外
153,520円

資格

10 R4-485
＼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。★最大３か月の
『特別研修』チームリーダーとしての知識を基礎から学ん

（59歳以下）
250,000円

＊研修期間は土
日祝休日。研修
後、配属先によ
りシフト勤務の

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

2 R4-484
クライアントからお預かりしている経理業務の作業リー
ダーをお任せいたします。（経費精算、請求書処理、売掛
金処理など）＜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

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

経理業務　チーム管理補佐（契約社員） 正社員以外
160,000円

資格

1 R4-483
＊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＊他のスタッフに技術指導及び助言＊就

（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



　

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　11/9　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 (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

その他 (1)8時30分～17時30分 介護福祉士

110日 (2)7時00分～16時00分

～ (3)10時00分～19時00分

運転 普通自動車運転免許　　必須

長崎県佐世保市大和町１５ PC

長崎県佐世保市大塔町１７０３ 経験 不問

その他 (1)8時30分～17時30分 管理栄養士

111日 (2)7時00分～16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１５　　 経験 あれば尚可

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

その他 (1)8時30分～17時30分

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

長崎県佐世保市大和町３０　　「ドリームステイのぞみ」 経験

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

長崎県佐世保市黒髪町３８０４－３　「ドリームケア　黒髪」 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

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

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

長崎県佐世保市須田尾町３０４－２　「ドリームケア　須田尾」 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

長崎県佐世保市矢峰町１５３　ドリームケア矢峰２階　「ドリームケア大野」 経験 あれば尚可

1 R4-503
◇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・徐々に入浴介
助や食事介助など行う◇通所者様の送迎業務（使用車：軽
乗用ＡＴ車）・最初は送迎補助員として同乗し、介護業務

174,688円
＊シフト制

社会医療法人財団　白十字会 介護職員（ドリームケア大野） 正社員以外
169,600円

資格

1 R4-502
＊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）・介護

174,688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
169,600円

資格

1 R4-501
◇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

174,688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） 正社員以外
169,600円

資格

1 R4-500
◇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
169,600円

資格

1 R4-499
◇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。・徐々に入浴
介助や食事介助など行う。◇通所者様の送迎業務（使用
車：軽乗用ＡＴ車）・最初は送迎補助員として同乗し、介

174,688円
＊シフト制

社会医療法人財団　白十字会 介護職員（ドリームケア黒髪） 正社員以外
169,600円

資格

1 R4-498
◇介護付有料老人ホームにおいて入居者の介護業務。・食
事介助、排泄介助、入浴介助など・レクリエーション等・
介護記録の作成・その他付随する業務＊介護未経験の方で
も安心して働いていただけるように専門研修を受講した職

174,061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
168,973円

資格

1 R4-497
◇介護付有料老人ホームの介護業務です。・食事介助、排
泄介助、入浴介助など・レクリエーション等・介護記録の
作成・その他付随する業務◇入居者様５０名、平均介護：
２．７（男女比４：６）◇職員数：毎日１６名～１８名の

174,061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
168,973円

資格

1 R4-496
＊管理栄養士としての病院での業務を行います。・給食管
理・栄養指導・栄養管理業務など＊その他付随する業務を
行います。※栄養指導、栄養管理業務経験者の方優遇。
「働き方改革関連認定企業」◎させぼお仕事情報プラザの

（59歳以下）
199,200円

４週８休制
土・日・祝日交
代で勤務が有り
ます。

社会医療法人財団　白十字会 管理栄養士（佐世保中央病院） 正社員
184,200円

資格

2 R4-495
◆民家型の小規模多機能ホームです◆家庭的な雰囲気でレ
クリエーションを取り入れた機能訓練を行っています。＊
利用者の方の介護全般業務を行います。（食事・入浴等介
助・レクリエーション等）＊送迎業務は介護業務に慣れて

174,688円
＊休日はロー
テーション

社会医療法人財団　白十字会
介護員（小規多機能ドリームステイサンガーデ
ン大塔）

正社員以外
169,600円

資格

2 R4-494
◇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

174,061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
168,973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　11/9　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

日　祝　その他 (1)8時30分～17時30分 （MT車運転できれば尚可）

105日 資格取得者は優遇（例：宅建）

～

運転 普通自動車運転免許

長崎県佐世保市城山町６－３ PC

長崎県佐世保市城山町６－３ 経験 あれば尚可

土日祝日その他 (1)7時50分～16時50分 玉掛技能者

112日 床上操作式クレーン運転技能者

～

運転

長崎県諫早市津久葉町５－７２　株式会社日本冷熱内 PC

長崎県佐世保市有福町２９７－３２　株式会社　山下組　佐世保工場 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

土その他 (1)18時00分～3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 不問

日祝日その他 (1)8時30分～18時00分

107日

～

運転

長崎県佐世保市白岳町１５１番地 PC パソコン（ワード、エクセル）の基本操作ができる方　

長崎県佐世保市白岳町１３９－１ 経験 必須

土日その他 (1)8時00分～17時00分

115日

～

運転 普通自動車運転免許　　必須

長崎県佐世保市崎岡町２７２０－１ PC エクセル、ワードの基本操作ができること。

長崎県佐世保市崎岡町２７２０－１ 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

日祝日その他 (1)8時30分～18時00分

107日

～

運転

長崎県佐世保市白岳町１５１番地 PC パソコン（ワード・エクセル）の基本的操作が可能な方

長崎県佐世保市白岳町１３９－１　「協和商工（株）佐世保支店」 経験 不問

日祝日その他 (1)8時30分～18時00分

107日

～

運転

長崎県佐世保市白岳町１５１番地 PC パソコン（ワード・エクセル）の基本的操作が可能な方

長崎県佐世保市白岳町１３９－１　「協和商工（株）商品部」 経験 不問

2 R4-513
＊自社システムによるコンピューターの管理業務・お客様
及び仕入先様のデータ登録、修正・商品登録及び修正・Ｐ
Ｃによるデータ分析・メーカー対応、電話対応等を行いま
す。◎ハローワークの紹介状が必要です。

（62歳以下）
220,309円

＊勤務表による

協和商工株式会社 事務員（商品部） 正社員
163,100円

資格

3 R4-512
＊業務用食品卸売の事務全般＊自社システムによる売上げ
等パソコン入力業務＊営業補助（電話の取次や注文受け付
け）＊その他付随する業務◎ハローワークの紹介状が必要
です。

（62歳以下）
220,309円

＊勤務表による

協和商工株式会社 事務員（佐世保支店） 正社員
163,100円

資格

1 R4-511
＊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）◎させぼお

（59歳以下）
240,000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
210,000円

資格

4 R4-510
業務数拡大により、管理者候補を募集致します。未経験者
歓迎です。仕事のやり方、進め方は、先輩がしっかりサ
ポートしますので、初めての方でも安心して働けます。≪
主な仕事内容≫○営業職・・新規客先開拓、既存客先訪

（44歳以下）
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 営業、総務 正社員
162,000円

資格

2 R4-509
＊経理ソフト（勘定奉行）入力業務＊電話受付対応＊自社
システムによるコンピューター入力業務＊書類関係、書類
とりまとめ＊その他付随する業務を行います。◎させぼお
仕事情報プラザの紹介状が必要です。

（62歳以下）
220,309円

勤務表による。

協和商工株式会社 経理事務員（本社） 正社員
163,100円

資格

2 R4-508
＊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）
160,884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（１８時～／フルタイム） 正社員以外
160,884円

資格

1 R4-507
＊当社で製造した、電気治療器及び美容器、動物用機器等
の商品の積み下ろし（フォークリフト・手積み手降し）、
梱包作業、在庫管理、倉庫管理を行います。＊未経験の方
も指導いたします。＊フォークリフト免許取得制度ありま

（59歳以下）
250,000円

ＧＷ、年末年
始、夏季休暇

株式会社　日本理工医学研究所 倉庫管理・入出荷要員 正社員
157,000円

資格

2 R4-506
○鋼材の切断、曲げ、溶接、組立、塗装などを行う。※未
経験の方でも応募可能です！◎面接の際にはさせぼお仕事
情報プラザの紹介状が必要です。

（59歳以下）
201,600円

祝日のある週は
土曜日出勤
盆・年末年始

株式会社　山下組 製缶工／佐世保工場 正社員
168,000円

資格

2人～3人 R4-505
※UJIターン者限定の求人です

＊総務・経理・電話応対・労務管理等を含む総合職。
＊仕事内容は適性及び能力にて考慮します。

（18歳～64歳）
200,000円

月2回土曜日勤務
があります
（固定残業7時間
分）

ラッキー自動車株式会社 総合職【UJIターン者限定】 正社員
189,800円

資格

1 R4-504
＊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」＊させぼお仕事情報プラザ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



　

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　11/9　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)15時00分～19時00分

(2)14時00分～18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

土　日　祝　その他(1)8時00分～17時00分 簿記

～

運転 普通自動車運転免許　　必須

長崎県佐世保市瀬戸越町453番地の1 PC 文章入力、表計算

長崎県佐世保市瀬戸越町453番地の1 経験 必須

土日祝日 (1)9時00分～18時00分 管理栄養士

120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)8時45分～17時45分

121日 (2)9時00分～18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 基本的なパソコンスキル　（ブラウザ操作、タイピング、Ｗｉｎｄｏｗｓの初期設定など）

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)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

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 ・基本的なＰＣ操作（Ｅｘｃｅｌ・ファイルコピー）　・データ入力に慣れた方　

長崎県佐世保市常盤町５－３　ラクロスビルディング 経験 あれば尚可

土日祝日 (1)9時00分～18時00分

121日 (2)8時30分～17時30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 ・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

その他 (1)9時00分～18時00分

121日 (2)8時30分～17時30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)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 ・基本的なＰＣ操作（Ｅｘｃｅｌ・ファイルコピー）　・データ入力に慣れた方・入力、検知精度が高く処理速度が速い方　・事務処理対応力

長崎県佐世保市干尽町１番４２号　佐世保港　国際ターミナル２階　当社事務センター内 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

1 R4-523
＊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
913円

資格

9 R4-522
ふるさと納税に関する事務処理作業に対応いだきます。●
対応内容・申込書を情報登録システムへ入力・ワンストッ
プ申請の関連処理・申込書の整理・情報に間違いがないか
チェック作業・手続きに関する不備確認などの電話対応な

159,640円
※年末年始勤務
可能な方歓迎※
１２／１７～１
／１５は土日祝

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

【事務処理】ふるさと納税処理スタッフ（１２
／１２入社）

正社員以外
159,640円

資格

3 R4-521
＊企業様のＩＴヘルプデスクとして下記業務にご従事いた
だきます・ＩＴ機器関連のお問合せ対応・ＦＡＱの作成・
社内アプリケーションの各種問合せ・電話やメールでの機
器やシステム操作案内◆未経験者歓迎・ＩＴ要員候補生募

200,000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

ＩＴヘルプデスクオペレーター（契約社員） 正社員以外
160,000円

資格

1 R4-520
＼未経験の方も歓迎／＼大手企業の通信販売問合せ窓口／
＊お客様からのお問合せにご対応いただきます・定期購入
したい／解約したい・取扱商品についての問い合わせ・返
金希望＊フローを確認しながらの回答でＯＫ！★未経験者

159,640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

通信販売　商品問合せ窓口（１１／１４入社） 正社員以外
159,640円

資格

7 R4-519
ふるさと納税に関する電話対応をおこなっていただきま
す。●対応内容・ふるさと納税に関する問合せの電話対
応・手続きに関する不備確認などの電話対応など＊業務に
従事しながら、ふるさと納税の知識を得ることができ、ご

159,640円
※年末年始勤務
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１アウトソーシングセン
ター

ふるさと納税問合せ窓口（１２／１入社） 正社員以外
159,640円

資格

5 R4-518
★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

1 R4-517
＊企業様のＩＴヘルプデスクとして下記業務にご従事頂き
ます。・ＩＴ機器関連のお問合せ対応・ＦＡＱの作成・社
内アプリケーションの各種問合せ・電話やメールでの機器
やシステム操作案内＊想定チャネル・電話、メール※オペ

（59歳以下）
250,000円

＊シフト制

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

ＩＴヘルプデスクオペレーター（正社員） 正社員
180,000円

資格

1 R4-516
＊学校給食の栄養管理をお願いします！！・調理業務・動
線確認（作業配置等の指示）※業務は難しいものではない
ので、ご安心ください。◎させぼお仕事情報プラザの紹介
状が必要です。

（59歳以下）
230,000円

株式会社　庄屋フーズ＆ライフ 管理栄養士（佐世保市学校給食センター） 正社員
200,000円

資格

1 R4-515
事務全般

・経理事務 … 仕訳、元帳他、書類作成、
　　　　　　　　銀行等への手続業務、決算業務

（30歳以下）
194,000円

＊第一土曜日の
み出勤

岩崎断熱株式会社 事務職【令和5年3月以降】 正社員
170,000円

資格

1 R4-514
＊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

株式会社　ひなた 支援員（グループホーム） パート
900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　11/9　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

土その他 (1)21時00分～3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

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

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（エクセル・ワード）

長崎県佐世保市沖新町７番２号 経験 不問

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)7時00分～10時00分 介護職員初任者研修修了者

(2)16時00分～19時00分 ホームヘルパー２級

～ 週5日　程度

運転

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　シーサイドヴィラ音羽の浜」 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

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

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

その他 (1)7時00分～10時00分 介護職員初任者研修修了者

(2)16時00分～19時00分 ホームヘルパー２級

～ 週5日　程度

運転

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

1 R4-533
＊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。・ご入居様の起床介助（朝）・食事介助、片付け
（夕）・就寝介助など◎させぼお仕事情報プラザの紹介状
が必要です。

1,200円
＊ローテーショ
ンによる＊年次
有給休暇は週勤
務日数により法

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（短時間） パート
1,000円

資格

1 R4-532
＊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
168,716円

資格

1 R4-531
＊介護利用者様の送迎、病院等への移動時の介助＊日常生
活における介護業務全般＊その他付随する業務を行いま
す。※使用車：普通乗用ＡＴ車、軽乗用ＡＴ車※パート勤
務についても相談に応じます。◎させぼお仕事情報プラザ

149,716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　特別養護老
人ホーム　音羽の浜

ドライバー兼介護職員 正社員以外
149,716円

資格

1 R4-530
＊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◎させぼお仕事情報プラザ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
168,716円

資格

2 R4-529
＊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 R4-528
＊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。・ご入居様の起床介助（朝）・食事介助、片付け
（夕）・就寝介助など◎させぼお仕事情報プラザの紹介状
が必要です。

1,200円
＊ローテーショ
ンによる＊年次
有給休暇は法定
通り付与（週５

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（短時間） パート
1,000円

資格

3 R4-527
＊施設入所者８０名、短期入所者４名の施設にて、身の回
りお世話やお手伝いを行います。・食事、入浴、排泄介
助、移乗・歩行介助・レクリエーションの実施・介護記録
の作成・その他付随する業務※未経験の方も応募可。スキ

（64歳以下）
174,500円

＊４週８休のう
ち、２回程度希
望休が取れま
す。

医療法人　松栄会 介護職員（松寿園） 正社員
164,500円

資格

1 R4-526
＊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

（59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 R4-525
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◎さ

（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

3 R4-524
＊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）
1,024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
913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　11/9　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

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

その他 (1)16時00分～10時00分 介護職員初任者研修修了者

ホームヘルパー２級

～ 週2日　～　週4日

運転

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 あれば尚可

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 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)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

日祝日その他 (1)9時00分～18時00分 介護支援専門員（ケアマネージャー）

107日 (2)9時00分～13時00分 社会福祉士

～ (3)13時00分～17時00分 看護師

運転 普通自動車運転免許　　あれば尚可

長崎県佐世保市上本山町１０５９番地 PC ワード・エクセルの基本操作可能な方

長崎県佐世保市木宮町３－１９　「相浦地域包括支援センター」 経験 不問

その他 (1)7時00分～16時00分 介護福祉士

107日 (2)8時00分～17時00分 介護職員実務者研修修了者

～ (3)9時00分～18時00分

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

日祝日その他 (1)8時30分～18時00分 理学療法士

76日 (2)8時30分～12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

日祝日その他 (1)8時30分～18時00分 介護支援専門員（ケアマネージャー）

107日 (2)8時30分～12時30分

～ (3)14時00分～18時00分

運転 普通自動車運転免許　　あれば尚可

長崎県佐世保市上本山町１０５９番地 PC ワード・エクセルの基本操作可能な方

長崎県佐世保市上本山町１１８５－１ 経験 不問

その他 (1)7時00分～16時00分

107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

1 R4-543
「グループホームあいけん」における介護業務全般を行い
ます。入浴・食事・排泄等の生活介助身体介助夜勤は月４
～５回程度入居者様とのレクリエーション入居者様１８名
（２ユニット）を１２名の職員で対応します。◎無資格で

（59歳以下）
175,700円

シフト制

医療法人愛健会
介護職員（グループホームあいけん／夜勤あ
り）

正社員以外
167,100円

資格

1 R4-542
＊居宅介護支援事業所でのケアプラン作成＊利用者宅や役
所等の訪問（車の免許がある方は、軽乗用ＡＴ車利用可）
＊介護支援業務など。＊随時職場見学受け付けておりま
す。お気軽にお問い合わせ下さい※佐世保市在宅介護支援

（59歳以下）
210,000円

＊勤務表による

医療法人愛健会 介護支援専門員 正社員
161,900円

資格

2 R4-541
＊外来におけるリハビリテーション業務、リハビリ計画書
作成、カルテ入力等の事務作業、その他付随する業務を行
います。使用車：普通ワゴンＡＴ車（普通自動車運転免許
所持者のみ）※令和４年１０月現在、理学療法士１６名が

（59歳以下）
280,500円

医療法人愛健会 理学療法士 正社員
230,500円

資格

1 R4-540
＊職場見学は随時受付中です。お気軽にお問い合わせ下さ
い。職場見学後にご応募を検討されて大丈夫です。「グ
ループホームあいけん」における介護全般等の業務を行い
ます入浴・食事・排泄等の生活介助身体介助夜勤は月４～

（59歳以下）
201,200円

医療法人愛健会
介護職員（グループホームあいけん／夜勤あ
り）：正社員

正社員
167,000円

資格

1 R4-539
＊包括的支援業務・総合相談・介護予防関係＊利用者宅や
役所等の訪問（車の免許がある方は、軽乗用ＡＴ車利用
可）＊その他、付随する業務などを行います。＊随時、職
場見学受け付けております。お気軽にお問い合わせ下さ

（59歳以下）
210,000円

＊勤務割表によ
る週４０時間制
のため、休みの
調整が可能で

医療法人愛健会 包括的支援業務及び相談業務 正社員
180,000円

資格

1 R4-538
＊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＊年
次有給休暇は法
定通り付与（週
５日勤務した場

医療法人愛健会 給食調理員 パート
855円

資格

1 R4-537
＊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。◎させぼお仕事情報プラザの紹介状が必要で

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
168,716円

資格

1 R4-536
＊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 R4-535
＊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。（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）＊その他、付随
する業務を行います。※１回の夜勤勤務（夜勤手当含）で

900円
＊年次有給休暇
は法定通り付与
（週２日勤務の
場合で表示）

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／夜勤のみ パート
853円

資格

2 R4-534
＊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



　

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　11/9　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

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 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 あれば尚可

～

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

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 不問

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

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

1 R4-553
＊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

1 R4-552
*既成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 R4-551
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 R4-550
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

10 R4-549
新規事業立上げに伴い、将来の管理者候補を募集致しま
す。未経験者歓迎です。仕事のやり方、進め方は、先輩が
しっかりサポートしますので、初めての方でも安心して働
けます。ご応募お待ちしております。≪主な仕事内容≫〇

（18歳～44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
162,000円

資格

1 R4-548
＊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 R4-547
＊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◎させぼお
仕事情報プラザの紹介状が必要です。

（59歳以下）
350,000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 R4-546
＊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◎させぼお仕事情報プラザの紹介状が必要です。

（59歳以下）
350,000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 R4-545
＊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）◎させぼお仕

（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 R4-544
＊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



　

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　11/9　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 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)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 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)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 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)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 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

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 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)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30分～17時30分 １級建築施工管理技士

108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

1 R4-563
＊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。

（59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 R4-562
○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）
153,864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
153,864円

資格

1 R4-561
＊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 R4-560
◎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）
853円

＊自動車学校カ
リキュラムによ
る＊年次有給休
暇は法定通り付

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
853円

資格

1 R4-559
◎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）
853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
853円

資格

6 R4-558
＊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）
147,399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
147,399円

資格

1 R4-557
＊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

1 R4-556
＊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 R4-555
＊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 R4-554
＊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　11/9　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 第二種電気工事士

108日 (2)13時30分～22時30分 建築物環境衛生管理技術者

～ (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4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)13時30分～22時00分

105日 (2)12時00分～18時30分

～

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可能な方

長崎県佐世保市白南風町５－１５　佐世保駅前校　 経験 不問

日祝日その他 (1)16時50分～18時40分

(2)16時30分～18時20分

～ 週2日　程度

運転

長崎県佐世保市白南風町５－１５ PC

長崎県北松浦郡佐々町本田原免７３－９ 経験 必須

土日祝日その他

～ 週3日　程度

運転

長崎県佐世保市白南風町５－１５ PC ワード・エクセル操作可能な方（ワードによる文書の編集・エクセルの簡単な表計算）

長崎県佐世保市白南風町５－１５ 経験 あれば尚可

日祝日その他 (1)11時00分～19時30分

105日 (2)9時00分～17時30分

～ (3)9時00分～15時30分

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 ワード・エクセル・メール等

長崎県佐世保市常盤町３－９　ダイセイ常盤ビル　　　児童発達支援・放課後等デイサービス事業所「チャイルドハート　名切校（２Ｆ）」又は「チャイルドハートときわ校（３Ｆ）」 経験 必須

日祝日その他 (1)13時00分～21時30分

105日 (2)12時00分～18時30分

～

運転

長崎県佐世保市白南風町５－１５ PC ワード・エクセル・メール等の基本的な操作

長崎県佐世保市広田３丁目１９－１１「ＲＥＤ佐世保広田教室」　長崎県佐世保市下京町９－１２「ＲＥＤ佐世保京町教室」 経験 不問

土日祝日その他 (1)9時00分～18時00分

121日

～

運転

長崎県佐世保市常盤町５－３　ラクロスビルディング６Ｆ PC Ｅｘｃｅｌ・Ｗｏｒｄ・ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔの基本操作可能な方　＊Ｅｘｃｅｌ：関数、表の作成、Ｗｏｒｄ：ビジネス文書の作成ができれば尚可

長崎県佐世保市常盤町５－３　ラクロスビルディング 経験 あれば尚可

1 R4-571
弊社佐世保事業所の総務アシスタントとしてご従事いただ
きます。・電話対応・来客、郵便受付・各種カード発行処
理・請求書処理・備品管理・社内イベント等の運営補助・
その他総務・庶務業務＊３か月後の一人立ちを目標にＯＪ

194,880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

事業所管理部門　総務アシスタント 正社員以外
149,896円

資格

2 R4-570
＊小・中学生の学習指導ではタブレットを使用した反転学
習です。必要な時に必要なコミュニケーションをする仕組
みです。＊システムを活用した生徒や受講管理を行いま
す。マニュアル完備研修でできるようになったから業務を

（59歳以下）
302,400円

＊会社カレン
ダーによる年間
公休制＊交代制
による週休２日

一般社団法人　日本教育機構 教務スタッフ（自立学習ＲＥＤ） 正社員
302,400円

資格

1 R4-569
＊児童発達支援管理責任者として、施設の管理を行いま
す。・通所支援計画のプランニングを行い、保護者との相
談業務を行います。・子どもたちへの療育活動では、レク
レーション、学習支援、発達記録・送迎業務などを行いま

（59歳以下）
310,000円

＊会社カレン
ダーによる年間
公休制＊週休二
日制、年末年

一般社団法人　日本教育機構 管理責任者 正社員
220,000円

資格

1 R4-568
＊小学生～社会人までが学ぶ学習塾で、受付、清掃などの
環境整備、生徒対応、電話対応、データ入力等を行いま
す。＊８時３０分から勤務を開始し、生徒の登校前に清掃
や教室の環境整備を行います。登校してくる生徒を明るく

（59歳以下）
1,000円

＊年次有給休暇
は法定通り付与
（週３日勤務の
場合で表示）＊

株式会社　智翔館 学習塾の運営・受付スタッフ／佐世保駅前校 パート
866円

資格

1 R4-567
＊少人数による小学生へ国語・算数の学習指導などを行い
ます。◆教員免許は必要ありません。◎ハローワークの紹
介状が必要です。

（59歳以下）
2,300円

＊年次有給休暇
は法定通り付与
（週２日勤務の
場合で表示）

株式会社　智翔館
学習塾での小学生へ少人数指導講師　国語・数
学

パート
1,100円

資格

2 R4-566
■学習塾・予備校での運営における総合的な業務を行いま
す。その他、施策の提言や課の年間計画を策定。ゆくゆく
は経営に参画。□課内社員・スタッフの育成・管理業
務・・・３名～８名の社員及び１０名以内のアルバイトス

（18歳～59歳）
346,800円

会社カレンダー
による休日時間
有給制度有

株式会社　智翔館
学習塾での総合事務職（社員及び教室管理の課
長職）

正社員
346,800円

資格

1 R4-565
※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

870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
870円

資格

1 R4-564
※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・

（18歳～59歳）
220,000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
160,000円

資格


