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企業名：株式会社 九検

企業名：社会福祉法人 若楠
業 種：医療・福祉

募集職種：生活支援員

業 種：サービス業 専門職

募集職種：非破壊検査 検査員

勤務地：佐賀県鳥栖市

勤務地：全国各地のプラント等

連絡先：【TEL】0942-83-1135 【担当者】本部事務局 石橋

連絡先：【TEL】 0952-30-8221 【担当者】採用担当 花田
【e-mail】 recruit@kk-kyuken.jp

企業メッセージ：

学歴、経験、資格不問。正規職員登用制度あり。
佐賀県鳥栖市を中心に、40年以上、障害者福祉事業を行っております。「若楠療育園」「青葉
園」「若木園」「どんぐり村」「グリーンファーム山浦」の5施設を運営。各施設に入園・通園・通院さ
れている障害児・者の療育・看護・介護・生活支援などを行っています。
当法人は、基本理念のひとつに「若楠ファミリー」をかかげており、利用者、利用者のご家族、地域
の皆さん、職員、みんなが笑顔で過ごせるように心がけています。

企業名：ワタキューセイモア株式会社 九州支店
業 種：その他サービス業
勤務地：佐賀県小城市小城町
連絡先： 【TEL】 0952-72-5111
企業メッセージ：

募集職種：製造職
【担当者】 採用課 溝口・藤井

創業明治5年。149年の歴史を持つ業界No.1企業。
ワタキューセイモア株式会社は、日本の医療福祉業界を支えるなくてはならない業務を担っており、
リネンサプライのシェア率は全国No.1企業です！社員数は16,000名を超えグループ全体では、
92,000名と多くの社員さんが働いております。
九州支店の過去3年間の新卒社員定着率は100％！定着率の理由として、手厚い福利厚生
や、相談しやすい環境作りが挙げられます。
勤めてよかったと思える会社で一緒に働きませんか？

企業名：株式会社まるきん
業 種：小売業・製造業

募集職種：販売スタッフ（伊万里本店・佐賀店・糸島店・平戸店）
製造スタッフ（射出成型・金型加工）

勤務地：佐賀県伊万里市（ご応募者希望・弊社希望等により福岡県糸島市、佐賀県佐賀市、長崎県平戸市での勤務もあります）
連絡先：【TEL】 0955-23-3518 【担当者】金子 太郎
企業メッセージ：

釣りが好き・アウトドアが好きならぜひ！好きを仕事に、
仕事を通じて地域を盛り上げて行きませんか？

創業55周年！「釣り」を通して豊かな人生のお手伝いをしています！「釣り」は多くの人が豊かな時間を過ごせ
る趣味であり、近年は「釣りブーム」により、当社も大きく成長しています。
単にブームで終わらないよう、釣具の製造・販売そして情報発信・保護活動まで、釣りにまつわるアレコレに関
わっています。弊社は、弊社・スタッフ・お客様・お取引先・地域社会と
共にさらなる成長を目指しています。

企業メッセージ：

資格取得でキャリアアップできます。

安心な社会を、次世代へ。
非破壊検査を通して、構造物の安全を守る。そして、安心して暮らせる社会を実現する。
私たちの事業活動における指針です。

企業名：マルキュー整備株式会社
業 種：自動車整備業
募集職種：自動車整備士（見習）
自動車整備士（経験者）
勤務地：佐賀工場（佐賀市嘉瀬町荻野334-1）
武雄工場（武雄市北方町志久890-1）
連絡先：【TEL】 0942-43-0909 【担当者】本社工場 総務部 採用担当 石隈（いしくま）
企業メッセージ：

頑張りは給与で反映！ 資格取得も会社がバックアップ！
未経験からプロの整備士目指せます！

久留米本社を拠点に九州１３工場、関西に１工場のネットワークを持っています。働き方や生活
様式が変化しても、おかげさまで堅調に推移している業界です。
次世代のメカニック育成のため、経験・資格の有無を問わず募集しています。
アナタもマルキュー整備でプロの整備士を目指しませんか？

企業名：株式会社 岸本組
業 種：建設業
募集職種：現場施工管理者
（土木又は建築）
勤務地：唐津市、玄海町を中心とした佐賀県内
連絡先：【TEL】 0955-79-5555 【担当者】総務課 岩崎 和久
【e-mail】 k-iwasaki@kishimotogumi.co.jp
企業メッセージ：

唐津で創業110年。土木・建築施工一般の業務で人々の生活
を創る仕事をしています。住みよい環境づくりを“私たちと”
今年で創業から110年を迎える唐津市の建設業の会社です。地域に密着した建設業として地域
と共に歩んできました。街づくりに携わることで、自分の関わった仕事が目に見えるカタチとして残り、
ものづくりの醍醐味が存分に感じられます。共に歩んで頂ける方々とこれからも地域に貢献していき
たいと願っています。住みよい環境づくりを“私たちと”
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企業名：ホンダカーズ佐賀株式会社
業 種：小売業
募集職種：営業職、接客事務職、整備職
勤務地：佐賀市・唐津市・伊万里市のいずれか（本人の希望を尊重いたします）
連絡先： 【TEL】 0955-77-2536
企業メッセージ：

【担当者】 深海・和田

多角化経営（自動車・建築・フィットネス・保育など）
地域一番店、100億円企業

企業名：株式会社 平山組
業 種：大工工事業

募集職種：型枠大工

勤務地：佐賀県三養基郡基山町長野864
連絡先： 【TEL】 0942-92-0064

【担当者】 南里

企業メッセージ：

☆手に職を付けて時代を生き抜く力をつけよう☆

創業以来、赤字なしの安定経営を続け、「相手の喜びを自分の喜びへ」という考えのもと、車以外
にも事業を展開し様々なチャレンジを行っています。佐賀県内におけるホンダ販売台数No.1。
他にも車検や保険などのアフターフォローを充実させることにより多くのリピーターから支持を得ていま
す。地域密着を目指し、地域の方に愛されることで、私たちは
百年企業を目指して走り続けています。

福岡県の現場を中心に住宅・施設などの土台となる型枠工事を行っています。
未経験者でも先輩社員が1からサポートします。当社で現在活躍しているメンバーは長く勤めてい
て離職率が低いのが特徴です。

企業名：松栄技建株式会社

企業名：伊藤ハムウエスト株式会社

業 種：土木・建設業
勤務地：佐賀市
連絡先： 【TEL】 0952-71-8202
企業メッセージ：

募集職種：「経営ノウハウも学べる」
土木施工管理技術者
【担当者】 森・東島

『技術者たる前にまず人間たれ』を企業理念に掲げ、土木建設業の技術
を持つ、社会に必要とされる技術者集団を作ることを目指しています。
当社は私達の生活になくてはならない、ライフラインを支える仕事をしています。
主に特殊土木と言われる下水道関連の仕事をしているので普段お目にかかることは少ないですが、
重要な役目を果たす、言わば『縁の下の力持ち』のような仕事です。
入社後に学べば身につきますので経験や専門知識は必要ありません。どんなことにも出来ない理
由を作らない、誠実で前向きな人を募集します。
ぜひ一緒に働き、豊かな人生を築いていきましょう！

企業名：唐津土建工業株式会社
業 種：総合建設業
勤務地：本社（唐津市）
連絡先： 【TEL】 0955-73-3118
企業メッセージ：

募集職種：①施工管理技術職（土木、建築、管工事）
②施工管理補助作業員、③土木作業員
【担当者】 総務部 木村 剛

子育て世代が働きやすい環境を整え、
建設業では珍しい「くるみん」認定企業です！

中小企業であるからこそ様々な工事を経験し、幅広い施工技術を習得することができます。「愛と
信頼で 働き方改革」をスローガンに掲げ、業務効率化や生産性向上を図っています。年次有給
休暇とは別に、子供の看護休暇を有給化（5日/年/人）し、新たに子供の行事休暇（8h/
年）を有給化するなど、働き方改革を進め、仕事と私生活とが良い影響を与えあう「ワーク・ライ
フ・サイクル」の充実を図っています。

業 種：食料品製造業
募集職種：営業職、生産技術職
勤務地：営業職…佐賀県、福岡県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県
生産技術職…佐賀県（本社）

連絡先： 【TEL】 0942-92-3112
企業メッセージ：

【担当者】 人事総務課 松本

伊藤ハムグループは国内食品メーカーの売上ベスト10かつ、
ハム・ウインナーの売上業界ナンバー１です！
弊社は伊藤ハムグループの九州地区を担当する会社です。ハム・ソーセージだけでなく、ハンバーグ
やミートボール、サラダチキンといった調理加工食品も数多く取り扱っており、変化の早い市場環境
に対応しています。伊藤ハムウエストではチャレンジ精神のある人を求めていますので、やる気のある
人は若いうちから活躍の場を存分に広げることが出来ます。
九州で活躍したいという方にはピッタリの会社です！

企業名：ダイレックス株式会社
業 種：小売業

募集職種：店舗運営職

勤務地：初任地は原則としてご自宅の近隣店舗への配属となります。
連絡先： 【TEL】 070-7430-3306

【担当者】 採用担当 礎（いしずえ）

企業メッセージ：

業界未経験の方も大歓迎！
未経験から当社で活躍している方も多く在籍しています！

九州を中心に中四国、近畿、関東、甲信越に316店舗(2021年8月現在)を展開する国内トッ
プクラスのディスカウントストアチェーンとして急成長を続けるダイレックス。東証一部上場企業のサン
ドラッググループ企業であり安定した基盤と年間20～30店舗の新規出店を行う大きな成長性が
持ち味の企業です！
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企業名：医療法人大和正信会 介護老人保健施設しょうぶ苑
業 種：介護・福祉
募集職種：介護士・介護職・看護師・PT・
OT・ST・調理員
勤務地：佐賀県佐賀市大和町大字尼寺3227－1
連絡先：【TEL】 0952-62-6511 【担当者】桑原 利治
企業メッセージ：

利用者の意思を尊重し、望ましい住宅または施設生活が
過ごされるようにチームで支援します。

家族や地域と交流し、情報提供を行い、様々なケアの相談に対応いたします。
介護老人保健施設しょうぶ苑は、地域包括ケアシステムの構築に向けて、地域に必要なサービス
を提供するために運営しております。住み慣れた町で安心して生活が出来るように、施設入所や
在宅サービス（短期入所・通所リハビリテーション、訪問介護、居宅介護支援事業所、グループ
ホーム）を提供し、母体であるふじおか病院と協力して地域の
生活を支えています。

企業名：Citynow Asia株式会社
募集職種： ①営業職（IT/人材）
②総務職
勤務地：佐賀市本庄町 1番地 佐賀大学理工学部 6号館1階
③ITエンジニア
連絡先：【TEL】 03-4405-3731 【担当者】 山本 麻央
業 種：情報サービス業

企業メッセージ：

テレワーク推進
一部フレックス制採用 ワークライフバランス重視

2019年に佐賀市及び佐賀大学と進出協定を締結し、佐賀市の人材育成・雇用推進及び佐賀
大学とのグローバル人材育成・共同研究等を行っている会社です。その他にも海外の有名大学と
の協定も締結し、最先端技術の研究や並行してシステム受託開発も行っております。ベトナム資
本企業の為、海外との距離が近く、国内外で活躍できるチャンスがあります。また、新しい働き方を
したい従業員に対しテレワークの取得を推進しており ます。

企業名：有限会社実松製作所

募集職種： ①営業職 ②技術職
③製造事務 ④総務・経理
業 種：製造業
⑤工員
勤務地：佐賀県神埼市千代田町姉391番地1 （希望者は、ベトナム子会社への派遣も可能）
連絡先：【TEL】 0952-34-6311
【担当者】実松 孝一郎
企業メッセージ：

氷河期世代？いやいや、今まさに、
あなたの個性を当社の幅広い分野で必要としています！

創業65年、養鶏ケージ・自動化鶏舎システム、溶接金網、住宅基礎鉄筋、タンク・台車等の製缶品などの製造
を展開しています。個性を活かすことのできる様々なフィールドがあります。未経験者歓迎。可能性は無限大。ベト
ナムに進出しており、希望者は海外赴任のチャンスもあります。事業承継の時期につき、今まさに後継者と同世代
の、氷河期世代と言われる皆様からの登用を強く希望しています。
あなたと一緒に仕事をして、私は幸せになります！ あなたも幸せにします！

企業名：佐賀県農業協同組合
募集職種： ①総合職 ②畜産指導員
③農機専門職（整備士）
勤務地：佐賀県内（JAさが管内）※詳しくはHPを確認下さい
④渉外（営業）
連絡先：【TEL】 0952-25-5190 【担当者】藤家

業 種：複合サービス業

企業メッセージ：

佐賀県の農業を支え、地域の未来をつくる

県下最大の総合JAです。「さがびより」「佐賀牛」「いちごさん」といった県産ブランドをはじめ、佐賀
県全体の農畜産物の生産から販売まで担っています。生命をつなぐ大切な食を生み出す農家を
支え、安全安心な食を届けるだけでなく、金融や共済で地域の皆様のくらしをトータルにサポートし
ています。農業を軸とした多角的な事業を通じて佐賀県の未来をつくります。

企業名：株式会社ほけんの未来・佐賀
業 種：保険代理店
勤務地：佐賀市神園３－１４－５谷口ビル２階

募集職種：生損保営業

（入社後2年間は東京海上日動佐賀支店に出向し資格と営業のスキルを学んでもらいます）

連絡先：【TEL】 0952-37-0880
企業メッセージ：

【担当者】石丸 雅之

東京海上日動専属の代理店の中でも８％しか認定されていないトップクオ
リティー代理店に認定されており地元に愛される代理店を目指しています。
2019年に5つの代理店で集まってできた若い代理店ですが、佐賀県の中でも上位の成績を出し続けコンベン
ション入賞を２年連続で果たし成長をし続ける代理店です。保険の知識のない方でも２年間の東京海上日
動佐賀支店での研修のなかで資格と営業スキルを獲得でき、その後当社のお客様のフォローをしていく中で
徐々に自分のお客様を増やしていくことが出来ます。決して目先だけの成績を考えるのではなく真面目にコツコ
ツと頑張り一生の仕事と考えていただける方を募集しています。

企業名：株式会社サロンモード
業 種：小売業
勤務地：佐賀県内
連絡先：【TEL】 0954-63-2848
企業メッセージ：

募集職種：販売
【担当者】 山口 賢人

佐賀県トップクラスのレディースファッションを
取り扱うサロンモードです！

創業以来、常に「人の心の美しさ」を商いの道に生かしてをモットーに、お客様・お取引様の「信
用」・「信頼」・「安心」を得る努力を続けています。これからの時代は「BIGよりGOOD」を追求し、
他社にはない「モードイズム」をファッションを通じて活動します。サロンモードは佐賀県内を拠点に事
業を行っています。サロンモードを愛しくださるお客様に対して、【商品・売り場・人材・】の三位一体
の総合力を追及しています！
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企業名：株式会社 エスアイ教育綜合センター（法）SI進学ゼミナール

企業名：

業 種：学習支援業・学習塾（民間教育機関） 募集職種：①講師（文系・理系）
②教務職 ③事務職
勤務地：武雄、佐賀
連絡先： 【TEL】 0954-22-2460 【担当者】 学研CAIスクール武雄校 南條 憲一郎
企業メッセージ：

未来を担う子供たちの学力向上と人財教育を図り、
社会の発展に貢献する。
最新学習情報の提供、最新学習法の研究と実践を行い、子供達が大きい夢に向かって努力する、「努力の天
才」を応援する。信頼、感謝、安心、飛躍をモットーに民間教育事業の範をなし、社会の発展に貢献する。小・
中・高生の実力養成。定期テスト対策。理解を深め学力の定着を図る。中学、高校、大学入試対策指導。学
習環境の充実を図り、大学合格率を高める為、「東進衛星予備校」と「学研 CAI スクール」を武雄市、佐賀市に
開設。公益社団法人全国学習塾協会の「AAA認定校」を取得。
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企業名：

企業名：

企業名：

