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知られざる地元企業の技術力

佐世保工業会

ー佐世保工業会49社の魅力ー
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1　㈱相浦機械
2　エコー電子工業㈱ 
3　大阪鋼管㈱ 
4　㈱大野社 九州工場 
5　㈱沖新船舶工業 
6　㈱亀山電機 
7　㈱九州テン 
8　協和機工㈱ 
9　グローバル建機㈱ 
10 ㈱坂元木工工芸 
11 ㈱佐世保航海測器社 
12 ㈱三恵工業 
13 ㈱ジェッター 
14 ㈱ジャパンアクアテック
15 ㈱湘南サンライズ工業
16 振興産業㈱ 
17 ㈱角商店
18 ㈱セイエイ
19 西部環境調査㈱ 
20 総和工業㈱長崎工場 
21 ㈱大興
22 大成工業㈱ 
23 ㈱武田商事
24 つむぎラボ 
25 東部重工業㈱佐世保工場
26 ㈱東洋トラスト特機 
27 中島ノズル㈱ 
28 長崎ニューテック㈱ 
29 西九工機(有) 
30 ㈱西日本工業
31 ㈱西日本流体技研 

32 ㈱日本エコネット 
33 ㈱日本ビジネスソフト 
34 ㈱日本理工医学研究所
35 ㈱深町組 
36 ㈱藤沢精工 
37 ㈱富士商工 
38 ㈱古川電機製作所
39 ㈱ホーセイ
40 前畑造船㈱ 
41 ㈱松永鋳造所 
42 ㈲三駒鉄工所 
43 宮本電機㈱ 
44 ㈱山口マシナリー
45 湯川王冠㈱ 
46 吉田重機工業㈱
47 流体テクノ㈱
48 ㈱渡邊商店
49 ㈱親和銀行

佐世保工業会
会員企業位置図
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西部環境調査㈱ 

総和工業㈱長崎工場 

㈱大興

大成工業㈱ 

㈱武田商事

つむぎラボ 

東部重工業㈱佐世保工場

会 長 挨 拶

　私ども佐世保工業会は平成27年２月に発足し、５年が経過し

会員企業数も49社となりました。

その間、会員企業においては、技術力の向上、競争力の強化に取り

組み、新しい販路の開拓・人材の採用等　経営基盤の拡充を目指

して参りました。

　現在においても、他の地域の工業会との交流事業、会員の社員

を対象とした人材育成事業、学生向けの企業説明会・見学会等人

材確保に関する取り組みを積極的に行っています。

　この名簿は、高い技術力や魅力を持った地場企業である会員企

業をご紹介することで、会員企業相互のビジネスマッチングに役立

てると同時に、県内外の高校・大学等の生徒・学生や教職員・保護

者の皆様、関連機関の職員、ＵＩターン希望の皆様への就職活動

などの参考としていただきたく作成したものです。

　県外の人口流出が顕著な中、特に若年者の県外流出に歯止め

をかける活動の一助として、ご利用いただけましたら幸いです。

　今後とも、当工業会に対しまして、一層のご支援ご鞭撻を賜りま

すよう、お願いいたします。
佐世保工業会
会長　中島　洋一
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ページ企　　業　　名

1.　機械（機械加工・製缶・溶接・板金等）造船含む
業　　　　　　　　種
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ページ企　　業　　名
2.　電気（電気・電子機器・基板等）

3.　その他（メンテナンス・研究開発・商社・金融機関等）

業　　　　　　　　種

ページ企　　業　　名 業　　　　　　　　種

業 種 別 目 次

舶用機械製造（ハッチカバー、デッキクレーン、ガントリークレー
ン）、船体ブロック。

ソフトウェア及びコンピューターシステムの開発。電子・情報通
信機器の販売。関連工事・保守・メンテ。
自動化に関する各種制御装置、電気機器の設計製作。受注ソ
フトウェアの開発。
各種無線方式の調査、設計コンサルタント。各種通信機器の設
計及び製造。システム機器の開発。
航海・光学・自動遠隔制御装置の保守・整備。海洋気象観測機
器、操舵装置等の保守・修理、装備。
アミューズメント業界向けの各種省力機器（メダル自動補給回
収装置、吸殻自動回収装置、空気清浄機）。

金融・医療・流通系システム開発。ネットワークインフラ設計、
構築。システム運用保守サービス。
家庭用電気治療器、業務用美顔器、動物用機器の開発・製造・
販売。

FA・プラントシステム制御設計・盤製作。システム電気工事。
一般電気工事。

スポーツ健康機器（流水プール、バス）、リハビリ機器、魚類
飼育設備の製造・販売。

航空機搭載液晶駆動基板、列車空調装置基板 製作。

自動車電装業、建設業、携帯電話販売業。

建設機械の販売・レンタル・整備。

木製建具製作ならびに木工事一式、建築工事業。

金融サービス業。

環境アセスメント（調査・測定・分析）。作業環境測定等。

艦船・陸上施設電気機械器具設置工事、点検設備修理工事。

ブランドコンサルタント

各種ガバナー修理販売。燃料噴射ポンプ修理販売。

太陽光発電。蓄電池。燃料電池に係る製品の販売・施工。

米軍艦艇、海上自衛隊艦船などの修理、メンテナンス。

産業ガス（各種高圧ガス）、LPガス、溶接機器、工作機械・工
具の販売。住宅設備機器等の販売。水宅配。
各種高圧ガス、溶接機器、工作機械・工具の販売。設備環境
機器、試験検査機器、バルブの販売。

流体に関するコンサルタント業・製造業。流体実験装置の開
発・製作・その他。

大型産業機械の据え付け、改修工事、総合建設工事業、貸物
運送業、クレーン事業。

船舶機械修理、据付。産業機械修理、据付。クレーン修理、据
付。プラント工事。
船舶船型設計。船舶用省エネ装置製作販売。船舶性能計算
プログラムの開発・販売。
下着全般の企画製造卸販売
［自社ブランド製造・OEM/ODM生産］

炭素鋼鋼管、合金鋼鋼管の製作。各種鋼管の二次加工。

機械及び制御設計から大型機械や鋼構造物の最終完成まで
を担う。

産業機械加工、溶接、組立・製缶加工・船舶艤装品
金物製作・建設工事。

スロットルマシン周辺機器。園芸用小型暖房機、温室機器、
農業用機械の製造販売。酸素カプセルの製造販売。

クラブバケット、コイルリフター、ホッパー等荷役運搬機械の製
造販売。

製缶から機械加工完成品までの一貫体制で量産及び他品種
少量の両構えで対応。

客船、フェリー、タンカー、作業船、自衛艦船、浮桟橋等の建造
及び修理。

鋳物部品の製作（モーター用部品、ポンプケーシング、すべり軸
受け、プラント部品）。

船舶機器及び部品製作・加工。一般産業機器及び部品製作・
加工。

半導体、液晶製造装置部品。ロボット、モーター関連部品。
造船艤装品。産業機械部品。

船舶住居区のブロック製作。クランク軸部品機械加工。大型鉄
構品。

大型・中型部品の機械加工および製缶業務。機械装置、メンテ
ナンスに伴う部品修正加工。

アルミ船舶製造。製缶、溶接、組立。

船舶艤装品（パイプサポート他）。橋梁付属品。その他製缶品。

精密金型部品製造。

鉄屑回収・加工・販売。船舶艤装品金物製作。

鋼構造物、ボイラ鉄骨及び付帯物、風車部品の製作

レジャー産業向け省力機器開発及び製造

船舶艤装品金物の製作。陸上機器設備。現地工事。海外調達他。

設計・製作から据付まで実施。薄板加工から大型製品製作。

金属加工（板金・製缶）・工業用パッキン・ガスケットの製作。



スマホでチェック！
右のQRコードから
社内の風景等の動画を
ご覧になれます。

佐世保市光町 177-2　　TEL 0956-47-3112
URL http://www.iknow-m.jp/

基本情報

業務内容

わたしの会社自慢

1 株式会社 相浦機械
スマホでチェック！
右のQRコードから
当社の情報を
ご覧になれます。

エコー電子工業株式会社
佐世保市万徳町 4-18　　TEL 0956-23-6221
URL https://www.g-hopper.ne.jp

基本情報

業務内容

わたしの会社自慢

2

事業概要事業概要

日本の最先端、地方でも世界の第一線に関わる
こと。目の前にある仕事が世界の物流を支えてい
るという、実感と誇りを持てることは、私たちの仕
事の大きな魅力です。海外の取引先が多いため
外国人講師による英会話レッスンをサポートして
います。会社で働きながら勉強できる環境も当社
の魅力の1つです。

チップアンローダー製造で、世界シェア100%。
オンリーワンのものづくり

大型貨物船に装備される荷役クレーンやアン

ローダー、荒波から貨物を守るハッチカバーなど

の設計・製造・販売・修理を一貫して行う舶用機

器メーカーです。世界中の海運会社や造船会社

から仕事を受注しています。それらの船は世界の

海を航行し、塩や紙、燃料など大量の物資を運ん

で社会に貢献しています。紙の原料となる木材

チップ船に装備されるクレーンやコンベアなどの

チップアンローダー装置は、現在世界シェア

100％を誇ります。

会 社 名

所 在 地

代表者名

資 本 金

従業員数

設 立 年

福利厚生

株式会社 相浦機械

佐世保市光町177-2

代表取締役会長兼社長 野中 眞治

3億円

620名（協力会社含む）

2009（平成21）年

雇用、労災、健康、厚生保険、単身寮、社員食堂、昼

食補助、作業服補助、社員駐車場など

ココがすごい！
●チップアンローダー製造で、世界
シェア100%を誇る

●地方にいながら、世界の船舶・海
運に貢献することができる

総務部 次長

横石  保浩さん

舶用機器製造業［デッキクレーン、ハッチカバー、ガントリークレーン、
アンローダー装置などの舶用機器の設計・製造・販売・修理］

ITサービス［電子・情報通信機器の販売、ソフトウエア及びコン
ピュータシステムの開発、これらに関する工事・保守・リサイクル］

コンピュータのソフトやネット
ワークエンジニアとしての
無限の活躍の場を提供し、
入社６カ月間の新人教育か
ら２年生までのカンガルー教
育などで若手の育成を支援
しています。８割が長期休暇
をとり育児休暇も整備され
ています。

富士通の九州での代表的なパートナー企業
ＩＴの販売、ソフト開発、保守、破棄までの環境循環

現代の暮らしに欠かせないネットワークインフラ

の整備、効率や売上アップのための業務システム

の提案・開発、自動車の組み込み開発、スマホ・タ

ブレットアプリ開発、Pepperをはじめとしたロボ

アプリ開発にも力を入れる会社です。お客さまは

九州を中心に2500社。流通、製造、金融、自治体

など多種多様です。人材育成、福利厚生が充実し

ており、ON-OFFを切り替えながら着実にステッ

プアップすることができます。

会 社 名

所 在 地

代表者名

資 本 金

従業員数

設 立 年

福利厚生

エコー電子工業株式会社

佐世保市万徳町4-18

代表取締役社長 柗本 淸人

1億円

２７２名（２０２０年４月１日現在：連結）

1963（昭和38）年

育児支援制度、社宅制度、健康促進支援、部活動支

援、フィットネスジム支援、資格取得支援、ヨーロッ

パ単独研修、ボランティア活動支援、社内英会話

レッスン、社員持株会、社内融資制度、など

ココがすごい！
●AI、IoT、RPA、BIなど最先端の
ICTで、DXを推進できる

●防災無線、ダムや河川の水量管理、
小中学のネットワーク構築など

渡辺  哲之さん
ソリューション営業部 部長

1 2



スマホでチェック！
右のQRコードから
社内の風景等の動画を
ご覧になれます。

佐世保市針尾北町 813-1　　TEL 0956-58-5611
URL http://www.osaka-kokan.co.jp

基本情報

業務内容

わたしの会社自慢

3 大阪鋼管株式会社 株式会社 大野社 九州工場
佐世保市三川内新町 26-2　　TEL 0956-30-7331
URL http://www.ohnosha.co.jp

スマホでチェック！
右のQRコードから
社内の風景等の動画を
ご覧になれます。

基本情報

業務内容

わたしの会社自慢

4

事業概要 事業概要製造業［冷間引抜鋼管の製造および販売］ 製造業［工業用パッキン・ガスケット、フッ素樹脂を中心とした
エンジニアリングプラスチック、金属加工品の製造・販売］

大正10年に大阪で創業。戦
後引揚者の働き口になれば
と佐世保にその本拠を移し
ました。ここで製造した鋼管
は、船舶や石油コンビナート
にも使用されており、社会へ
の貢献が実感できる仕事で
す。完全週休2日の働きやす
い職場も自慢です。

大正10年創業。全国の建物や船舶、橋梁などに
使用される業界信頼の老舗企業

冷間引抜鋼管と呼ばれる特殊な工法を用いて、さ

まざまな形、大きさの管を製造・販売する会社で

す。鋼管は中を通るものの形状や圧力、温度や使

途によって、求められる性質や材料、耐久性が大

きく異なります。創業以来、あらゆる鋼管の専門業

者として、その技術とノウハウで、全国各地の石

油精製、船舶、自動車などの産業を支えています。

また時代に合わせ不動産賃貸事業（イオン大塔

SCなど）や太陽光売電事業も展開しています。

会 社 名

所 在 地

代表者名

資 本 金

従業員数

設 立 年

福利厚生

大阪鋼管株式会社

佐世保市針尾北町813-1

代表取締役社長 坂根 毅

1億円

119名

1933(昭和8)年

社保完備、退職金制度、完全週休２日制、各種慶弔

制度

ココがすごい！
●エネルギー、船舶ほか、インフラに
不可欠な鋼管の専門集団

●佐世保に本社を持つ、創業およそ
100年の安定経営の企業

管理本部 総務課

滝川  翔さん

創業から110年を超える老
舗企業です。休暇や手当な
ど福利厚生を充実させ、若
者や女性にも働きやすい環
境を整えています。人材育成
はOJT中心。職員は佐世保
を中心に地元の人が多く、長
く安心して働いていただけ
る職場です。

プラント部品から船舶まで、パッキン、ガスケット、
精密製缶、樹脂加工品であらゆる産業を支える会社

配管やポンプ・バルブなどのつなぎ目を密封す

る、工業用パッキンやガスケット、精密製缶、樹脂

加工品などを製造する会社です。製造拠点は佐

世保市と神戸市の2カ所。取引先は北海道から九

州まで全国約250社に及びます。九州工場では

主に三菱日立パワーシステムズ（株）の協力工場

として、金属加工製品を製造。発電所やプラントな

どのエネルギー環境分野から船舶・化学・半導

体・食品・車両・防衛・医療まで、幅広い分野で社

会に貢献しています。

会 社 名

所 在 地

代表者名

資 本 金

従業員数

設 立 年

福利厚生

株式会社 大野社 九州工場

佐世保市三川内新町26-2

（本社：兵庫県神戸市）

代表取締役 大野 光夫

3,000万円

30名（全社100名）

1943（昭和18）年（創業1907年）

年間休日115日、夏季・冬季休暇、通勤手当実費支

給（上限あり）、家族手当、各種保険制度

ココがすごい！
●平成30年に三期目の増築を実施。
これからも事業を拡大する予定

●樹脂と金属など、多様な素材を組
み合わせた加工が得意である

森山  秀樹さん
製造部長 九州工場長
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株式会社 沖新船舶工業
佐世保市針尾北町 356-3　　TEL 0956-58-4952
URL http://www.okishinsenpaku.co.jp/

スマホでチェック！
右のQRコードから
当社の情報を
ご覧になれます。

基本情報

業務内容

5
スマホでチェック！
右のQRコードから
社内の風景等の動画を
ご覧になれます。

佐世保市崎岡町2720-8（本社：長崎市弁天町3-16）　TEL0956-59-8305（本社：TEL095-864-7000）
URL http://www.kameyama-grp.co.jp

基本情報

業務内容

わたしの会社自慢

6 株式会社 亀山電機

事業概要事業概要 製造業［軽合金製各種船舶建造及び修理・軽合金、ステンレス、
鉄工及び木工製品の製造・電動式船体転倒防止装置「ボートワ
インダー」の開発・製造（特許第3355307号）］

ソフトウエア業［自動化に関する各種制御装置、ソフトウエアの
設計、製作及び販売］

材料・工法・技術に革新を。
漁船、旅客船など、暮らしに身近な船を建造

時代と共に船造りも変わり、木造船からＦＲＰ、

オールアルミ製となり、機器もアナログからデジタ

ルと目まぐるしく変化しています。さらにこれから

ますますその速度は早まり、さらに新しい工法・技

術が生まれています。しかし基本は人間の知恵と

熟練。 機械化と人力をいかに融合して船造りを

進めていくかにかかっています。当社は新しい時

代に向かって進化していきます。 

 

 

会 社 名

所 在 地

代表者名

資 本 金

従業員数

設 立 年

福利厚生

株式会社 沖新船舶工業

佐世保市針尾北町356-3

代表取締役 遠藤 勝秀

2,000万円

26名

1967（昭和42）年

ソフトボール、ソフトバレー、ボウリング大会を年1回開催しており盛んである。
会社社員研修旅行、忘年会、納涼会もあり全員参加で楽しんでいる。
健康診断も年１回実施している。
各種資格取得制度があり自分の努力次第では国家免許資格取得が可能である。

若い社員でも働き方改革の
社内提案がしやすい雰囲
気。勤務の効率化を図り、残
業ゼロを目指しています。週
休二日制、30分ごとの有給
休暇取得、メンタルヘルスカ
ウンセリングの実施など、福
利厚生も充実しています。

IA(制御設計)、OA(office automation)、
保守まで手がけるソフトウエアのプロ

国内外の工場などで使用される各種制御装置の

設計・製作を行うIA(制御設計)、オフィス内での

業務効率アップを目的としたシステムのプログラ

ミング、ホームページ作成や集客アップのための

SEO対策を行うOA(office automation)、加え

て保守まで手がける、県内でも数少ない会社で

す。ドイツの総合メーカー、シーメンス社のソ

リューションパートナーとして、東南アジアでの事

業の拡大も行っております。

会 社 名
所 在 地

代表者名

資 本 金
従業員数
設 立 年
福利厚生

株式会社 亀山電機
佐世保市崎岡町2720-8
（本社：長崎市弁天町3-16）
代表取締役会長 北口 功幸
取締役社長 平山 栄治
2,080万円
94名
1996（平成8）年
各種保険への加入、住宅手当、通勤費などの支給、
メンタルヘルスカウンセリングの実施、30分ごとの
有給休暇取得、社内レクリエーションの実施

ココがすごい！
●世界的企業・ドイツのシーメンス
社のソリューションパートナー

●IA（制御設計）、OA（office automation)、
保守の県内屈指の企業

総務部

吉野谷 奈都さん
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スマホでチェック！
右のQRコードから
社内の風景等の動画を
ご覧になれます。

株式会社 九州テン
佐世保市小佐々町葛籠 278-18　　TEL 0956-80-2000
URL https://www.qten.co.jp

基本情報

業務内容

わたしの会社自慢

7
スマホでチェック！
右のQRコードから
社内の風景等の動画を
ご覧になれます。

協和機工株式会社
佐世保市沖新町 2-7　　TEL 0956-34-1311
URL http://www.kyowakikoh.co.jp

基本情報

業務内容

わたしの会社自慢

8

事業概要事業概要 製造業［無線機器設計、ソフトウエア・ハードウエア開発、ICT業
務、情報通信機器等の開発・設計・製造］

製造業［一般産業機械の設計・製作・据付、建設機械］

業務内容そのものもですが、
福利厚生や休暇制度の充実
も自慢の一つです。余暇時
間を楽しんで、仕事の充実に
つなげて欲しいと、誕生日休
暇制度では最大9日の連休
を確保でき、100％の職員
が取得しています。社内サー
クル活動も盛んです。

創業以来培ってきた無線・通信機器技術で
人々の安全・安心な暮らしを守る会社

佐世保本店・工場では、情報通信機器等の開発・

設計・製造、ハードウエア開発、学校や会社のOA

機器メンテナンス、電子通信工事を行っていま

す。身近なところではドライブレコーダーの開発・

設計・製造や、防災無線機器の回路設計・電波伝

搬調査から通信工事、医療機器管理システムなど

多様なサービスを提供。社会の安心・安全を支え

る仕事です。富士通のパートナー企業として、九

州最大規模の事業領域を誇ります。

会 社 名

所 在 地

代表者名

資 本 金

従業員数

設 立 年

福利厚生

株式会社 九州テン

佐世保市小佐々町葛籠278-18

代表取締役社長 間嶋 力彦

1億円

612名（全社）

1967（昭和42）年

各種社会保険、社内表彰制度、教育・社員研修制

度、海外研修制度、独身寮完備、社内サークル、年

次有給休暇、年末年始休暇、誕生日休暇制度、夏季

休暇、慶弔特別休暇など

ココがすごい！
●富士通のパートナー企業として、
九州最大規模の事業領域

●創業以来、一度も赤字決算がない
安定の企業

守山  勇太さん
人事・総務部 マネージャー

「人づくりとモノづくり」を
テーマに、人材育成に力を
入れています。さまざまな分
野の取引先があり、いつも
新しい分野に挑戦すること
ができます。ベトナムに子会
社があり、グローバルな仕
事にも携わることができま
す。

産業機械から災害復旧まで、機械製造を通じて
社会に貢献。充実の新人研修も自慢

主に国内大手プラントメーカーから機械設備の受

注をしており、設計・製造・据付まで社内で一貫し

て行っています。その分野はプラントに限らず建

設土木、インフラ整備、港湾整備など多岐にわた

ります。地中で横穴を掘るシールド掘削機は、

2014年に豪雨被害を受けた広島市内で災害復

旧に貢献しました。1年間の新人研修では実際に

モノづくりを体験しながら、複数部署を経験。希望

を聞き、それぞれの適性に応じた部署への配属を

決定します。

会 社 名

所 在 地

代表者名

資 本 金

従業員数

設 立 年

福利厚生

協和機工株式会社

佐世保市沖新町2-7

代表取締役 山口 哲生

1億5,000万円

350名（グループ全体）

1979(昭和54)年

各種社会保険完備、各種慶弔制度、永年勤続表彰

制度、資格取得支援、家族親睦会など

ココがすごい！
●佐世保で唯一、県に認定されてい
るクオリティの高い新人研修

●社内で受注から据付までを経験で
き、マルチな技術が習得できる

高次  博敏さん
管理部 総務課 主任

※「長崎県認定職業訓練」2019年3月時点

7 8



スマホでチェック！
右のQRコードから
社内の風景等の動画を
ご覧になれます。

佐世保市広田四丁目 2-3（本社：諫早市早見町 1080-1）　　TEL 0956-26-5620
URL http://global-kk.jp

基本情報

業務内容

わたしの会社自慢

9 グローバル建機株式会社
スマホでチェック！
右のQRコードから
社内の風景等の動画を
ご覧になれます。

株式会社 坂元木工工芸
佐世保市白岳町 1260-1　　TEL 0956-31-7007
URL http://www.sakamoto-mk.co.jp

基本情報

業務内容

わたしの会社自慢

10

事業概要 事業概要 製造業［木製建具家具製作ならびに木工事一式、建築工事業］建設機械の卸売業［建設機械の販売、レンタル、整備］

メーカーの研修で、常に最新
情報を得ています。全建設
機械メーカーの整備に対応
できるのが自慢です。定時退
社を推進。賞与など待遇面
でも従業員重視の方針を貫
いています。中古機械を買
取・整備して国内外に販売
する事業も展開しています。

建設機械のレンタル・販売・整備に特化。
全メーカー対応可能な県内唯一の企業

採石場やビルの基礎工事、道路工事の現場など

で使用される、油圧ショベル、クレーンなどの建設

機械を専門に、レンタル・販売・整備を行う会社で

す。法令点検も実施しています。自動車同様、建設

機械もコンピューター化、ハイブリッド化など日々

進化しており、電気・機械・油圧・コンピューターな

ど幅広い分野の最新知識・技術が求められます。

1人1人の技術力を磨き、適材適所の建設機械を

提案し、安全で効率の良い作業を支援していま

す。

会 社 名

所 在 地

代表者名

資 本 金

従業員数

設 立 年

福利厚生

グローバル建機株式会社

佐世保市広田四丁目2-3

（本社：諫早市早見町1080-1）

代表取締役 関 恵喜

3,000万円

32名

2000(平成12)年

雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険

ココがすごい！
●全メーカーの建設機械に対応でき
る、県内で唯一の企業

●建設機械を通して、社会のインフ
ラ事業の安全に貢献

取締役 佐世保営業所長

浦　裕次さん

ミリ単位の正確さが求めら
れる木工作業。品質管理を
徹底し、より良いものづくり
に勤めています。20～30代
の若い技術職人が多く、活
気あふれる職場です。必要
な資格取得は会社が費用を
負担し、ステップアップを応
援しています。

建具から木工事、建築まで。
「木」の良さをカタチにする創業80年超の老舗

地元の公共施設や商業施設から病院、一般家庭

まで、木製建具家具製作、木工事が主な業務。建

築工事業と一級建築士事務所の登録もしており、

幅広い技術と技能で設計から製作施工まで、一貫

した受注に対応する会社です。常に品質向上に努

め、ISO9001を認証取得。「無形の資産」である

技術が身につき、その技術と木製品の持つ「あた

たかさ・やさしさ」をカタチにして提供することで、

お客さまに喜んでもらえる、やりがいのある仕事

です。

会 社 名

所 在 地

代表者名

資 本 金

従業員数

設 立 年

福利厚生

株式会社 坂元木工工芸

佐世保市白岳町1260-1

代表取締役 坂元 崇

2,000万円

18名

1952(昭和27)年

社会保険、退職金制度、資格取得支援

ココがすごい！
●創業80年超。公共施設、病院等の
建具・家具・木工事も受注

●製作図の作成、自社工場での製
作、現場での施工まで一貫で

坂元  崇さん
代表取締役
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スマホでチェック！
右のQRコードから
社内の風景等の動画を
ご覧になれます。

株式会社 佐世保航海測器社
佐世保市三川内新町 27-3　　TEL 0956-30-8391

基本情報

業務内容

わたしの会社自慢

11 株式会社 三恵工業
佐世保市棚方町 268-1　　TEL 0956-48-5110
URL https://www.sankei-kougyou.co.jp

スマホでチェック！
右のQRコードから
社内の風景等の動画を
ご覧になれます。

基本情報

業務内容

わたしの会社自慢

12

事業概要事業概要 製造業［艦船・一般船舶における航海機器の保守整備及び販売、
航海・光学・自動遠隔制御装置の保守・整備］

金属製品製造業［パイプサポート他船舶艤装品金物、陸上機械
部品］

専門知識がなくても、先輩の
丁寧な指導で学ぶことがで
きます。利益が出たら社員に
ボーナスとして還元。努力が
報われる職場です。ワークラ
イフバランスの確保に努め
ており、定年まで勤め上げる
社員が多く、離職率が低いの
も自慢です。

日本の海の安全を護る。国内に4社しかない、
航海機器の保守・点検・整備の会社

「車検」のように船舶にも検査が義務付けられて

おり、不良があれば出港できません。海上自衛隊

の護衛艦などの艦船をはじめ、船舶における航海

機器の保守整備を、予算内、期限内に行います。

自社工場内や全国の造船所、自衛隊の基地など

で、保守整備を行うのはジャイロコンパスや信号

探照灯など、航海に欠かせないさまざまな機器。

これまでのノウハウを生かし、AIを活用した“より

効率の良い漁業”のためのシステムも開発してい

ます。

会 社 名

所 在 地

代表者名

資 本 金

従業員数

設 立 年

福利厚生

株式会社 佐世保航海測器社

佐世保市三川内新町27-3

代表取締役 水上 哲郎

2,000万円

41名

1950(昭和25)年

各種社会保険、育児・介護休業制度、各種慶弔制

度、永年勤続表彰制度など

ココがすごい！
●国内に4社だけ。高度な知識と技
術で信頼される会社

●水産資源と文化を守る、新たなAI
サービスにも事業を展開

原　吉史さん
取締役 営業部長

例えば社内での飲み会は
「社員の労をねぎらいたい」
と、いつも全額社長の“おご
り”です。福利厚生は人材育
成の柱。若い世代も納得の、
時代の感覚に即した福利厚
生で、人を第一に考えた職
場づくりをしています。

パイプの支持台を中心に、船舶が機能するために
欠かせない金物を製造する専門集団

大小さまざまなパイプを通して各機関に水・油・ガ

スを送ることによって船は航行できます。また、乗

組員の船内での暮らしを支えるパイプも数多く必

要です。そのパイプを適切な位置に固定するため

の支持台をはじめ、船に欠かせない金物を製造す

る会社です。造船所からの依頼に応え、より高品

質でコストパフォーマンスの高い製品を提案して

います。また最近では半導体製造機械の新規事

業に参入。新たな技術にも挑戦できる機会を設

け、社員も会社も共に成長し続けています。

会 社 名
所 在 地
代表者名
資 本 金
従業員数
設 立 年
福利厚生

株式会社 三恵工業
佐世保市棚方町268-1
代表取締役 中野 純一
1,000万円
23名
1969（昭和44）年
各種社会保険、育児・介護休業制度、永年勤続表彰
制度、資格取得支援、退職金制度

ココがすごい！
●タンカーや貨物船の配管用支持
台を、1隻分丸ごと受注

●将来性ある半導体製造分野への
新規事業参入している

中野  大地さん
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スマホでチェック！
右のQRコードから
社内の風景等の動画を
ご覧になれます。

株式会社 ジェッター
佐世保市江迎町田ノ元 265-40　　TEL 0956-66-8226
URL http://n-jetter.jp

基本情報

業務内容

わたしの会社自慢

13 株式会社 ジャパンアクアテック
佐世保市小佐々町黒石 339-41　　TEL 0956-68-3267
URL http://www.felco.ne.jp/felco/jat/

スマホでチェック！
右のQRコードから
社内の風景等の動画を
ご覧になれます。

基本情報

業務内容

わたしの会社自慢

14

事業概要事業概要 電気機械器具製造業［各種省力化機器システム商品の開発・
製造・販売・メンテナンス］

製造業［流水プール、流水浴槽、福祉関連機器、水産試験機器、
環境関連機器等の企画、設計、製造、工事、メンテナンス］

企画から現地取付、アフター
まで。一貫したサービスでこ
れまでの30年間、全国およ
そ3000件のホールにわが
社の機器、システムを納品し
ました。失敗を恐れず、むし
ろ糧にして次へとチャレンジ
できる人材育成を大切にし
ています。

自社商品は全国トップシェアを誇り、
特許取得は89件にものぼる機械メーカー

アミューズメント施設向けの省力化機器システム

（メダル自動補給回収装置、紙幣搬送ラインなど）

を開発、製造、販売、メンテナンスまで行い、全国

に事業展開。業界では知らない人がいないほどの

信頼と実績を誇る会社です。開発チームでは新製

品の企画・開発・既存商品の改善改良を、技術

チームでは現場ホールでの機械設置取付工事や

指導を行います。能力主義の人事制度で、年齢に

関係なくレベルの高い仕事に挑戦できます。

会 社 名

所 在 地

代表者名

資 本 金

従業員数

設 立 年

福利厚生

株式会社 ジェッター

佐世保市江迎町田ノ元265-40

代表取締役 藤原 国明

6,000万円

95名

1985(昭和60)年

各種社会保険、育児・介護休業制度、慶弔休暇、学

費負担助成金制度、年次有給休暇積立制度、福利

厚生倶楽部制度

ココがすごい！
●アミューズメント施設向け省力化
機器システムでトップシェア

●職員1人1人の思いを大切に。ア
イデアを形にできる会社

立石  竜一さん
総務チーム チームリーダー

水をテーマに大きなプロ
ジェクトに関わることがで
き、やりがいがあります。はじ
めは各部署を１週間ずつ体
験。会社の全体の業務を把
握し、適性を見ながら配属先
を決定します。業務に必要な
知識・技術は先輩がていね
いに教育していますよ。

競泳選手のトレーニングにも活躍。
流水プール、バスの国内製造NO.1

流水を用いたプールやバス、リハビリ装置は、

人々の健康や競泳選手のパフォーマンス向上に。

水産試験機器は持続可能な漁業の研究に。陸上

養殖設備は日本の食糧問題に。「水と生物」を

テーマに、研究・開発・製造・コンサルタント業務

を行い、健康科学、スポーツ科学、医療・リハビリ、

水浄化、水産バイオテクノロジーなど幅広い分野

に貢献しています。国内・海外のお客さまを相手

に、時代のニーズに応じた製品を提案していま

す。

会 社 名

所 在 地

代表者名

資 本 金

従業員数

設 立 年

福利厚生

株式会社 ジャパンアクアテック

佐世保市小佐々町黒石339-41

代表取締役 松尾 重巳

1,100万円

23名

1985(昭和60)年

夏季休暇、年末年始休暇、借上住宅（一部）、勤続表

彰・休暇、社員旅行（不定期）

ココがすごい！
●企画から工事、メンテナンスまで。
まるごと関わることができる

●日本競泳界のパフォーマンス向上
に貢献できる

松尾  重巳さん
代表取締役
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スマホでチェック！
右のQRコードから
社内の風景等の動画を
ご覧になれます。

株式会社 湘南サンライズ工業
西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷 1726-2　　TEL 0959-22-0755
URL http://shonansunrise.com

基本情報

業務内容

わたしの会社自慢

15 振興産業株式会社
佐世保市白岳町 667　　TEL 0956-31-3720
URL http://shinko-sangyo.jp

スマホでチェック！
右のQRコードから
当社の情報を
ご覧になれます。

16

基本情報

業務内容

わたしの会社自慢

事業概要事業概要 製造業［金型部品製造］ 製造業［産業機械加工・製缶加工・船舶艤装品金物製作、管、
鋼構造物、機械器具装置工事］

身近な電子機器の製造を支
える仕事。とてもやりがいを
感じます。集中力が求められ
るため、休憩や気分転換も
重要。基本的に週休2日で、
会社裏にはゴルフ練習場を
設けるなど、社員の心身の健
康維持に努めています。

最新のスマートフォン、ゲーム機などの部品製造に携わる。
精密微細加工の世界

スマートフォンやゲーム機などの通信機器、自動

車、家電、医療機器等に使用される精密コネク

ター用の金型部品を製造する会社です。金属を最

新の加工機で研磨、切削、放電加工してミクロン

の世界で精密な部品を作り、各メーカーに納品し

ます。新製品に関しては「どの製品の何の部品か」

自体トップシークレット。セキュリティにも力を入れ

ています。自動車の電子化やAI、ロボットなどの

最先端の技術に貢献できる仕事です。

会 社 名
所 在 地
代表者名
資 本 金
従業員数
設 立 年
福利厚生

株式会社 湘南サンライズ工業
西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷1726-2
代表取締役社長　嶋田 大輔
2,000万円
27名
1984(昭和59)年
各種社会保険、退職金制度、永年勤続表彰制度

ココがすごい！
●最新機器の製造に携わり、成長し
続けることができる

●長崎県内唯一の、精密加工を得意
とする金型部品製造メーカー

嶋田  大輔さん
代表取締役社長

製缶だけでなく、機械加工・
修繕工事まで幅広い業種で
あるため、社員共々、日々研
鑽しています。社員の意見も
取り入れつつ継続的な改善
に取り組んでいます。

製缶加工と機械加工ができる会社。
500TONプレスも完備

昭和１１年創業以来、船舶艤装品から始まり、プラ

ント製造・土木・電気・水道工事など幅広い業種を

取り扱っております。工場では、鉄・ステンレス・ア

ルミ製品などの製缶加工だけでなく機械加工も。

また工場製作だけでなく設計・製作加工・据付工

事まで一貫した工事体制も整え、修繕業務にも対

応しており、顧客のニーズに応えております。

会 社 名

所 在 地

代表者名

資 本 金

従業員数

設 立 年

福利厚生

振興産業株式会社

佐世保市白岳町667

代表取締役 藤井 喜久夫

1,000万円

20名

1937（昭和12）年

雇用保険・労災保険・健康保険・厚生年金保険・傷

害保険・中小企業退職金掛金・表彰制度・健康診断

ココがすごい！
●製缶の依頼があれば、ほぼ断りま
せん

●製缶加工と機械加工もできる

常務取締役

藤井  寿人さん
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スマホでチェック！
右のQRコードから
社内の風景等の動画を
ご覧になれます。

佐世保市干尽町 3-11　　TEL 0956-34-1111
URL http://www.sumishouten.com

基本情報

業務内容

わたしの会社自慢

17 株式会社 角商店

事業概要
スマホでチェック！
右のQRコードから
当社の情報を
ご覧になれます。

株式会社 セイエイ
佐世保市小佐々町黒石 339-63　　TEL 0956-68-2211（代表）
URL http://www.k-seiei.co.jp

基本情報

業務内容

わたしの会社自慢

18

事業概要産業廃棄物収集運搬業及び中間処理業、鉄鋼業［金属、非鉄金
属のリサイクル、船舶の艤装品制作］

20～60代まで、幅広い世代
が働く職場です。福利厚生を
充実させ、障害者雇用や、支
援学校の実習、子どもたちの
社会学習受け入れにも力を
入れています。若い社員も自
由に発言できる社風と、社員
との距離の近さが自慢です。

資源の乏しい日本だからこそ、リサイクルに価値。
環境負荷軽減に関わる仕事

角商店は、高度経済成長期からバブル崩壊後の
長期低迷期を経て今日に至るまで、一貫して金属
回収業を主たる業務とし、金属のリサイクルに尽
力してきました。
長年、金属資源のリサイクルに尽力してきた企業
として、資源の有効活用による環境保全の重要性
を認識し、私たちの事業活動が環境に与える影響
を把握し、環境への負荷を低減させるべく努力し、
地域環境と地域住民に配慮した事業活動を行っ
ております。また、船舶に欠かせない艤装品、パイ
プサポートの製作を中心に鉄鋼業も営んでおり若
い社員を中心に日々研鑽しております。

会 社 名

所 在 地

代表者名

資 本 金

従業員数

設 立 年

福利厚生

株式会社 角商店

佐世保市干尽町3-11

代表取締役 角 孟

1,000万円

34名

1950(昭和25)年

各種社会保険、育児産後休業制度、資格取得支援、

プレミアムフライデー導入

ココがすごい！
●資源を有効活用するために欠か
せないリサイクルに特化

●社長との距離が近い。コミュニ
ケーションの取りやすい職場

代表取締役

角　孟さん 永谷  光太さん
設計部

レジャー産業向け省力機器開発及び製造

レジャー産業のニーズに合わせたカスタムメイドの商品造りができ、
省力・省人・省スペース化で無駄を省き省エネ対策にも貢献

昭和59年の創業以来、「お客様の立場で」を企業

理念に掲げ、地元企業様と共にレジャー産業向け

省力機器の開発設計及び製造組み立てを行って

います。

メダル自動補給装置（ジェッターライン）や、各種

省力機器などレジャー産業分野の多様化･高度化

するニーズに総合力でお応えします。

また、開発部の取組として3Ｄキャド・3Ｄプリンター

をベースに短期間での開発体制を整えています。

 

会 社 名

所 在 地

代表者名

資 本 金

従業員数

設 立 年

福利厚生

採用の流れ

株式会社 セイエイ

佐世保市小佐々町黒石339-63

代表取締役　嶋田　勉

1,000万円

44名

1984年（昭和59年）4月

各種社会保険、育児・介護休業制度、慶弔休暇、

永年勤続表彰制度、退職金制度

求人情報にたいして応募の連絡をいただき、まず

書類選考をさせて頂いております。

ココがすごい！

●自分が設計した物が実際に商品に
なる喜びを実感できる

●お客様の要望に合わせた装置の設計、
製作を短納期で納品できる一貫体制

近年の働き方改革に基づ
き、有給の取得や残業時間
の調整、産休・育休を取りや
すくするなど社員が働きや
すい環境づくりに取り組ん
でいます。
私生活の充実も含めて「永
く！ 安心して働ける会社」だ
と思います。
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スマホでチェック！
右のQRコードから
社内の風景等の動画を
ご覧になれます。

佐世保市三川内新町 26-1　　TEL 0956-20-3232
URL http://www.serc.jp

基本情報

業務内容

わたしの会社自慢

19 西部環境調査株式会社
スマホでチェック！
右のQRコードから
社内の風景等の動画を
ご覧になれます。

総和工業株式会社 長崎工場
佐世保市小佐々町黒石 339-59　　TEL 0956-41-3055
URL http://www.sowa-ind.co.jp/index.html

基本情報

業務内容

わたしの会社自慢

20

事業概要 事業概要学術研究、専門・技術サービス［環境計量証明事業、建設コンサ
ルタント、作業環境測定機関］

製造業［暖房機、農業機械、酸素カプセル、メダル洗浄機の製造］

陸域、海域、分析分野の専門
スタッフ、最新の環境測定機
器がそろう、九州トップクラ
スの会社。目立つ仕事では
ありませんが、社会に必要不
可欠な仕事です。職員の健
康作りに積極的に取り組み、
県の健康経営推進企業にも
認定されています。

九州で有数の環境測定や動植物、海洋生物まで網羅する
調査専門の会社

生活環境、労働環境、自然環境を保全するため、

水、大気、土壌、騒音振動、生物、などあらゆる環

境分野の調査・測定・分析を行っています。西九

州道や新幹線長崎ルート、福岡空港の滑走路など

の環境調査、佐々川のアユ放流適正値の分析、

PM2.5調査機器の保守管理など、身近なところ

で地域に貢献している会社です。また小学校の自

然環境教育や、高専・長崎大では非常勤講師とし

て、環境保全と調査の重要性を伝えています。

会 社 名

所 在 地

代表者名

資 本 金

従業員数

設 立 年

福利厚生

西部環境調査株式会社

佐世保市三川内新町26-1

代表取締役社長 山本 利典

9,800万円

66名

1980（昭和55）年

各種社会保険、退職金制度、育児・介護休業制度

ココがすごい！
●生活環境、労働環境、自然環境と
あらゆる分野に対応できる

●環境面から、社会のインフラ整備
に貢献することができる

代表取締役社長

山本  利典さん

一から作り関わった商品が
全国で販売・使用されるの
で、ものづくりの醍醐味と大
きなやりがいを感じることが
できる仕事です。地元の人
が長く安心して働いている
職場で、1食150円の食堂も
完備。社員の元気を支えて
います。

オリジナル商品の開発多数。
多品種小ロットの製品・部品加工でノウハウ蓄積

オリジナル商品である家庭用暖房機や、園芸ハウ

ス用温度管理機器、健康増進につながる酸素カ

プセルなどを企画から製造、販売、メンテナンスま

で一貫して行う会社です。また、アミューズメント

施設向け機器の製作請負も行っています。埼玉県

の本社と密に連携をとりながら日々技術を磨き、

時代に応じたものづくりをしています。県北地区

では数社しか導入していない最新鋭加工機も導

入、お客さまからの要望に柔軟に対応できる体制

づくりにも力を入れています。

会 社 名

所 在 地

代表者名

資 本 金

従業員数

設 立 年

福利厚生

総和工業株式会社 長崎工場

佐世保市小佐々町黒石339-59

代表取締役 古市 恒裕

5,000万円

55名

1977(昭和52)年

厚生年金、健康保険、雇用保険、災害補償など

ココがすごい！
●県北地区で他にはない最新鋭加
工機を導入。多品種に対応可能

●開発から設計、試作まで自社内。オ
リジナル商品に携われる

新立　等さん
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スマホでチェック！
右のQRコードから
社内の風景等の動画を
ご覧になれます。

佐世保市卸本町 28-2　　TEL 0956-33-1111
URL http://www.taiko-g.co.jp

基本情報

業務内容

わたしの会社自慢

22 株式会社 大興

事業概要
スマホでチェック！
右のQRコードから
当社の情報を
ご覧になれます。

大成工業株式会社
佐世保市小佐々町黒石 339-35　　TEL 0956-68-3666
URL https://taisei-ironworks.co.jp

基本情報

業務内容

わたしの会社自慢

21

事業概要 卸売業［酸素及び各種高圧ガス、溶接材料、機械工具販売］、
水宅配

メーカーの研修会に積極的
に参加可能。資格や免許取
得の支援も行っています。福
利厚生も充実。自主性を重
んじる社風で、上から押し付
けることのない指導を重視。
若いスタッフも萎縮せず、の
びのびと自分らしく働くこと
のできる職場です。

産業ガス、産業用機材の提供を通じて、
地域の暮らしと発展を支える会社

鉄鋼、造船、製造、医療など、事業所向けに産業ガ

ス・機材、工業機器、LPガスや住宅用設備などを

提供する総合商社です。幅広い産業の「かゆいと

ころに手が届く」サービスを提供。時代を先読み

し、あらゆる角度から最新の情報と機器・資材で

お客さまの事業を支えています。自社主催の展示

会では、お客さまだけでなくその家族や新たなお

客さまと出会い、つながりを広げています。

会 社 名

所 在 地

代表者名

資 本 金

従業員数

設 立 年

福利厚生

株式会社 大興

佐世保市卸本町28-2

代表取締役 井上 真一

2,000万円

32名

1952(昭和27)年

健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険、企業年金

ココがすごい！
●30代前後の職員が多く、社員に
行動力と活気がある

●ガスや工業機器を通じて、地域の
ものづくりに貢献できる

総務部 部長

江口  利幸さん中島  高根さん
取締役

鋼構造物、ボイラ鉄骨及び付帯物、風車部品の製作

発電設備の製造を続けておよそ半世紀
国内外へと製品を供給し、世界の電力不足解消にも貢献

火力発電部品（ボイラフレーム）、風力発電部品（ナ

セル）及び階段や手すり、大きなものでは煙突筒身

まで幅広く製造しているモノづくりの会社です。

部品として出来上がった品物は、小部品から重量

物まで種類も多く、製造の各工程及び中間の寸法

精度検査・非破壊検査、最終の外観検査などの厳

しい検査を経て製品が出来上がります。

会 社 名

所 在 地

代表者名

資 本 金

従業員数

設 立 年

福利厚生

採用の流れ

大成工業株式会社

佐世保市小佐々町黒石339-35　小佐々工業団地内

代表取締役　中島 省三

2,500万円

20名

1972年（昭和47年）7月

各種社会保険、資格取得支援、退職金制度、育児・

介護休業制度

書類選考→面接（会社案内）→採用

ココがすごい！

●長尺物（20mまで）の製作実績が
多数あり

●一次加工から塗装まで自社一貫
製作

従業員の平均年齢が36.7
歳と同業他社に比べて若
く、コミュニケーションがと
りやすい職場です。
また、仕事に取り組む「やる
気」「元気」を重視し、好決算
年度には特別ボーナスも支
給するなど活気あふれる明
るい職場です。
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スマホでチェック！
右のQRコードから
社内の風景等の動画を
ご覧になれます。

佐世保市沖新町 7-2　　TEL 0956-31-6285
URL http://takedashoji.co.jp

基本情報

業務内容

わたしの会社自慢

23 株式会社 武田商事

事業概要
スマホでチェック！
右のQRコードから
当社の情報を
ご覧になれます。

つむぎラボ
佐世保市松浦町 5-1 佐世保市産業支援センター 205　　TEL 0956-56-7270
URL https://tsumugi-lab.com

基本情報

業務内容

わたしの会社自慢

24

事業概要産業機器具 卸売業［高圧ガス及び関連機器販売］

事業に欠かせないガスや消
耗品を通して、幅広く地元に
貢献することができる仕事
です。地元出身者が多く在
籍し、福利厚生も充実。明る
く元気な雰囲気の職場です。
育児との両立も全社員が応
援しており、女性の管理職も
活躍しています。

製造業から医療、食品、農漁業まで。
ガスや消耗品で地域の事業を支える会社

造船鉄鋼などの製造業を中心に、電力、病院、建

設、食品、農業、漁業などの事業者向けに、高圧ガ

スや溶材、機械工具、刃物、工場消耗品、医療ガス

などを販売しています。“考える力”を大切に、各

分野の業務を把握し、的確な提案を行い社会に貢

献しています。長崎県全域と佐賀県西部が主な商

圏。創業105年。幅広い分野で人々の生活に貢献

し続け、2017年12月には経済産業省より「地域

未来牽引企業」に選定されました。

会 社 名

所 在 地

代表者名

資 本 金

従業員数

設 立 年

福利厚生

株式会社 武田商事

佐世保市沖新町7-2

代表取締役社長 山﨑 俊隆

5,000万円

96名

1914（大正3）年

雇用、労災、健康、厚生保険、退職金制度

ココがすごい！
●地域の中核企業として「地域未来
牽引企業」に選定されている

●あらゆる事業に欠かせない高圧
ガスを取扱う、創業105年の老舗

代表取締役社長

山﨑  俊隆さん

ブランドコンサルタント

市場での認知拡大戦略を多角的に立案、実行
ブランディングのスペシャリスト

①ブランド戦略の立案および実行
　・企業または製品・サービスのブランディング
　・インナー（組織内）ブランディング
②マーケティングおよびコミュニケーション戦略の
立案および実行

あらゆるモノやサービスがコモディティ化する現
在、価格（コストカット）や品質だけでは競争に勝つ
ことは難しくなっています。それどころかはてなき
消耗戦に突入するだけです。
私たちは企業や製品・サービスのブランドづくり
（ブランディング）により、企業らしさと強みを明ら
かにしていきます。そして他社との差別化を行い、
顧客およびステークホルダーとの良好な関係を末
永く築くサポートを行います。

会 社 名

所 在 地

代表者名

従業員数

設 立 年

ミッション

つむぎラボ

佐世保市松浦町5-1 佐世保市産業支援センター205

イチロー（矢ヶ部 一郎）

1名

2019（令和1）年

両思いの仕組みづくりで共尊共栄する社会へ。

ココがすごい！

●ブランディング戦略、コミュニケー
ション戦略などを企画、実施まで包
括的にサポート

●ものづくりとは別の視点だからでき
る、さまざまな施策づくりと実行力

企業の経営者や幹部、ときに
は社員の皆さんと一緒に
なって議論を深めながら施
策づくりをしています。
地元に眠る優れた企業が広
く市場に認知され、選ばれ続
ける存在となって頂くこと
で、地域の経済、雇用に貢献
します。

イチローさん
代表
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スマホでチェック！
右のQRコードから
社内の風景等の動画を
ご覧になれます。

佐世保市干尽町 8-1　　TEL 0956-34-8210
URL http://www.tobugrab.com

基本情報

業務内容

わたしの会社自慢

25 東部重工業株式会社 佐世保工場 株式会社 東洋トラスト特機
佐世保市小佐々町黒石 339-55　　TEL 0956-68-3604
URL https://toyo-trust.co.jp

スマホでチェック！
右のQRコードから
社内の風景等の動画を
ご覧になれます。

基本情報

業務内容

わたしの会社自慢

26

事業概要 事業概要製造業［グラブバケット、コイルリフター、ホッパー、吊具等、荷
役運搬機械の製造販売、据付］

サービス業［電気及び機械器具設置工事・点検整備修理工事］

私たちが製造した荷役機械
は世界中で活躍する石炭や
穀物、鉄鉱石などを運ぶ貨
物船に装備され世界中の
人々の暮らしに貢献してい
ます。給与・待遇面は関東と
同レベル。完全週休2日制
で、10日以上の連休も取得
しやすくなっています。

世界の船舶の上で活躍。
グローバルに発展を続ける荷役機械の専業メーカー

世界中を往来する船舶や産地、港湾荷受地など

で活躍する、グラブバケットやコイルリフター、

ホッパーなど荷役機械の製造を行う会社です。営

業販売、開発設計から製造、据付、アフターサービ

スまで、世界の企業と協力して行っています。本

社は千葉県浦安市。東アジアとの中間に位置し、

優秀な技術者の多い佐世保に工場を構えていま

す。国内外で唯一の貨物専業メーカーで、これか

らも発展を続けるグローバルな企業です。

会 社 名

所 在 地

代表者名

資 本 金

従業員数

設 立 年

福利厚生

東部重工業株式会社 佐世保工場

佐世保市干尽町8-1

代表取締役 豊永　健

5,000万円

74名（全社）

1965（昭和40）年

各種社会保険、通勤手当、育児休暇、完全週休2日制

など

ココがすごい！
●共存、共栄の精神を大切に。地元
に貢献できる会社

●50数年のノウハウで、どこにも負
けない専業メーカー

佐世保支社 支社長

岩坪  寅次さん

従業員の30％を20～30代
の若者が占める、活気ある
職場。ベテラン社員のあたた
かい指導で、互いに成長し
ています。ストレスチェック
や相談室の設置など、社員
の健康づくりに積極的に取
り組み、県の「健康経営宣
言」にも認証されました。

日本の防衛や地域社会の安心、環境問題に至るまで
大切な人たちを守るヒーローのような仕事

自衛隊・米海軍の艦船及び陸上施設の諸装置・設
備機器の修理やメンテナンスにより、日本の防衛
基盤に寄与するとともに、官公庁・一般企業を対
象とした土木、建築、水道等、都市整備に係わる電
気・機械器具設置工事業を通じて、地域社会の安
心安全に尽力しています。
また、常日頃から、マルチスキルを目指し、技術者
の技能向上と資格取得に努めており、人材育成に
ついても、社員一人一人のキャリア形成に重点を
おいた教育を実施するなど、初心者でも安心して
知識技能を習得していくことができます。

会 社 名

所 在 地

代表者名

資 本 金

従業員数

設 立 年

福利厚生

株式会社 東洋トラスト特機

佐世保市小佐々町黒石339-55

代表取締役 髙倉 雅宏

2,700万円

50名

1946（昭和21）年

ストレスチェック、歯科検診、相談室設置、ウェルズ

佐世保（福利厚生サービス）加入、体育館利用助成、

がん検診助成、積立NISA、IDECOプラス助成制度

ココがすごい！
●大規模なプラントから小さな電動機ま
で、幅広い分野の修理とメンテナンスが
できる佐世保有数の信頼ある会社

●人間力の形成、リーダーシップの養成及
びマルチスキルの修得など社員の人材
育成を重視している会社

髙倉  雅宏さん
代表取締役
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基本情報

中島ノズル株式会社
佐世保市卸本町 250 番地１　　TEL 0956-31-2246
URL http://www.nanoco.co.jp

スマホでチェック！
右のQRコードから
当社の情報を
ご覧になれます。

業務内容

27
スマホでチェック！
右のQRコードから
社内の風景等の動画を
ご覧になれます。

長崎ニューテック株式会社
佐世保市吉井町踊瀬 15-8　　TEL 0956-41-2233
URL http://www.wadatechno.co.jp/nagasaki.htm

基本情報

業務内容

わたしの会社自慢

28
（和田テクノグループ）

事業概要事業概要 電子回路、電気製品の製造［航空機搭載液晶駆動基板、LED
導光板関連商品製造、自社商品の企画開発など］

卸売業［ディーゼルエンジン用燃料噴射装置 整備・修理・販売・
蒸気タービン・ディーゼルエンジン用ガバナ（調速機）整備・修理・
販売及び上記に付随する部品販売］

技術を通して社会貢献をしています。

ディーゼルエンジンにおいては環境に与える影

響が大きく、従来のシステムでは解決が困難にな

りつつあります。そこで、各メーカーはコモンレー

ルシステムをはじめとする電子制御により環境問

題を克服しようとしています。弊社としても、燃料

噴射システムの整備・修理において最新の設備

をもって解決の一翼を担う次第です。

エンジン周りのプロ。国内外との技術提携で
優秀なエンジニアの育成に努める

会 社 名

所 在 地

代表者名

資 本 金

従業員数

設 立 年

福利厚生

中島ノズル株式会社

佐世保市卸本町２５０番地１

代表取締役社長 中島　顕

1,000万円

12名

1970（昭和45）年

佐世保卸団地協同組合に属し、ボウリング大会・ソフトボール大会・ゴルフコンペ・夏祭りなどに参加

　

全体を均一に照らすことの
できる導光板は、案内表示
や水耕栽培など、幅広い分
野に活躍する技術です。新
入社員は、先輩とともに実際
の作業を行いながら、基礎知
識から学んでいきますので
安心して業務になれること
ができます。

特徴ある製品づくり。
基板・配電盤など精密作業で世界の「陸海空」に貢献

航空機に搭載される液晶駆動基板、列車の空調

装置基板、船舶用配電盤のハーネス加工・ユニッ

ト組配など、製造した部品は取引会社に納入し製

品化された後、世界の陸・海・空で貢献していま

す。また、導光板の開発では社内一貫化体制を構

築しており、屋内外の表示板や野菜洗浄ラインの

検査用照明など、人や食の安全にも役立っていま

す。今までになかった「新しい製品を作るための

機械をまず作る」ところから関われるのも魅力の

一つです。

会 社 名

所 在 地

代表者名

資 本 金

従業員数

設 立 年

福利厚生

長崎ニューテック株式会社

佐世保市吉井町踊瀬15-8

代表取締役社長 永田 四郎

500万円

18名

2003(平成15)年

変形労働（平均就労週40時間以内）、各種社会保

険、有給休暇、慶弔特別休暇、夏季休暇、年末年始

休暇、定期健康診断

ココがすごい！
●製造した部品は、国内外の陸・海・
空で、人と物資の輸送に貢献

●今までなかった新しいものを作り
出す、社内一貫化体制

町谷  健一さん
取締役 工場長
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スマホでチェック！
右のQRコードから
社内の風景等の動画を
ご覧になれます。

佐世保市白岳町 50-50　　TEL 0956-31-9197
URL http://www.nishikyu-kouki.co.jp

基本情報

業務内容

わたしの会社自慢

29 西九工機有限会社
スマホでチェック！
右のQRコードから
社内の風景等の動画を
ご覧になれます。

佐世保市広田四丁目 2-1　　TEL 0956-38-4305
URL https://nishinihonkogyo.co.jp

基本情報

業務内容

わたしの会社自慢

30 株式会社 西日本工業
事業概要 事業概要機械加工業［陸用タービン・石炭ミルなどの火力プラント関連機

器、一般産業機械、舶用発電機、タービン、鋼板矯正装置、各種
強度試験装置等の大型中型部品の機械加工及び製缶］

製造業、金属加工業［マストやタンクなどの船舶艤装品、一般製缶品、
製作・据付、焼却場等の保守メンテナンス工事、海外調達］

必要な資格や免許の取得
は、全額会社が負担。技術・
技能もていねいに指導して
います。小規模ながら、老練
な技術者と若い技術者が、
高度な技術を切磋琢磨さ
せ、社会に貢献しています。
有休消化と合わせ、連休取
得も奨励しています。

高度な技術を習得できる。
エネルギーや海運を支える大型部品の精密機械加工

三菱系大手重電機メーカーを主な取引先として、

発電機、発動機、船舶等の産業用運搬機械・製鉄

機械の加工と製造のほか、一般産業機械の溶接、

組み立てなどを行っています。発電や船舶などを

通し、社会のインフラ整備に貢献することを目標

にしています。大型の部品ですが、正確な噛み合

わせが求められる100分の1ミリの世界。これま

でにロケットの発射台を加工した経験もありま

す。幅広い分野を経験し、多能工として活躍でき

ます。

会 社 名

所 在 地

代表者名

資 本 金

従業員数

設 立 年

福利厚生

西九工機有限会社

佐世保市白岳町50-50

代表取締役 松永 祐三

300万円

21名

2002（平成14）年

社会保険、労働保険、退職金制度、資格取得全額補

助、健康診断

ココがすごい！
●市内に数少ない、大型部品の精密
機械加工の専門

●製缶から機械加工まで、一貫した
作業が請け負える

工場長

松田  芳浩さん

10代～80代までの幅広い
年齢層の中でお互いに刺激
を受け、技術力や生産性な
ど様々な面において前進し
続けている会社です。新しい
こと・難しいことにもチャレ
ンジして、「ひとりひとりの能
力を伸ばす」ことに力を入れ
ています。

常に成長を続け、佐世保から世界へ。
若手リーダーと創るものづくりの会社

船舶の顔とも言える重要なマストやタンクなど、

大型製品の製作をメインに、お客さまからの「こん

なものがほしい」という要望に応え、設計から製作

までを一貫して行っています。九十九島遊覧船

「パールクイーン」や「みらい」のマストやポストも

手がけました。またアジア各国の工場へ製作を依

頼し、その製品を日本へ輸入したのち、検品・仕分

けしお客様へ高品質の製品をお届けする仕事も

行っています。国内だけでなく海外でも活躍でき

る人材の育成に力を入れています。

会 社 名

所 在 地

代表者名

資 本 金

従業員数

設 立 年

福利厚生

株式会社 西日本工業

佐世保市広田四丁目2-1

代表取締役社長 中野 達也

2,000万円

56名（グループ会社含む）

1953（昭和28）年

社会保険、雇用保険、資格取得支援、社員旅行、ス

ポーツ大会など

ココがすごい！
●若いリーダーのもと、意欲を持っ
て働くことができる会社

●難しいことに挑戦し続ける姿勢
で、同業者からも信頼される

常務取締役

中野  陽子さん

29 30



スマホでチェック！
右のQRコードから
社内の風景等の動画を
ご覧になれます。

株式会社 西日本流体技研
佐世保市小佐々町黒石 339-30　　TEL 0956-68-3500
URL http://fel.ne.jp

基本情報

業務内容

わたしの会社自慢

31
スマホでチェック！
右のQRコードから
当社の情報を
ご覧になれます。

佐世保市卸本町 6-2　　TEL 0956-76-8156
URL http://www.jp-econet.com

基本情報

業務内容

わたしの会社自慢

32 株式会社 日本エコネット

事業概要事業概要 流体に関するコンサルタント、製造業［水・空気などの流れに関する
研究開発の支援及び実験・研究開発用装置、計測計器の設計製作］

卸売小売業［太陽光発電・蓄電池の販売・施工・保守、リノベー
ション・リフォームの設計・施工］

未だ解明されていないこと
が多い“水や空気の流れ”。
好奇心を持って、その謎を解
明する為日々実験を行って
います。他方各自のスキル
アップの意欲を大切に社内
外の研修への参加や資格取
得、博士号取得等を奨励、サ
ポートを行っています。

船舶用省エネ装置（PBCF）は世界の3500隻に装備、
回流水槽の設計・製作は国内シェア90％超

水や空気の“流れ”に関する研究開発の支援、実

験用装置や計測器の設計・製作を行う「ユーザー

でありメーカー」の会社です。その分野は船舶、海

上保安、自然エネルギー、航空機、自動車、スポー

ツなど多岐にわたります。一番のヒット商品は船

舶用省エネ装置。大手海運会社と提携し、世界の

3500隻以上の船舶に装備されています。国内で

の設計・製作シェア90%を超える回流水槽は、造

船や水産だけでなく、実海域を模した室内訓練、

競泳のフォーム研究などにも貢献しています。

会 社 名

所 在 地

代表者名

資 本 金

従業員数

設 立 年

福利厚生

休 日

株式会社 西日本流体技研

佐世保市小佐々町黒石339-30

代表取締役社長 石井 正剛

2,000万円

35名

1979（昭和54）年

雇用、労災、厚生、健康、傷害補償

毎週土・日曜日及び祝日

ココがすごい！
●ワクワクと“実験”を楽しむことで、
社会に貢献できる仕事

●“流れ”を科学する回流水槽などを
製作する全国でも数少ない会社

石井  正剛さん
代表取締役社長

　

住まいは一生の買い物。そこに立ち会える喜び
多き職業です。社内奨学金制度があり、宅建や建
築士など資格取得希望者を資金面でサポート。
完全週休２日制で福利厚生も充実の会社です。

「自然エネルギーと暮らす」を考える。
国内のエネルギー自給率向上に貢献する仕事

太陽光発電、蓄電池など再生可能エネルギー関

連商品の販売、システム設計、施工、保守業務を

行い、数kWの家庭用から数百kWの産業用、メガ

ソーラーまで幅広く対応しています。また、住まい

のリノベーション・リフォームのデザイン、設計施

工業務も行っており、省エネの視点を踏まえた総

合的な提案ができるのが強みです。大きな課題で

ある地球環境の維持、日本のエネルギー自給率向

上に貢献できる、やりがいある仕事です。 

 

会 社 名

所 在 地

代表者名

資 本 金

従業員数

設 立 年

福利厚生

株式会社 日本エコネット

佐世保市卸本町6-2

代表取締役 三谷 秀和

2,500万円

45名

2007(平成19)年

法定福利の他、資格取得補助（社内奨学金制度）、

健康診断、GW・夏季・年末年始休暇、有給休暇取

得奨励日（７日/年）

ココがすごい！
●太陽光発電をはじめ、省エネを通
じて地球環境に貢献できる
●省エネを踏まえた、リノベーション
の総合的な提案ができる

営業支援部 部長

田添  孝佳さん
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スマホでチェック！
右のQRコードから
社内の風景等の動画を
ご覧になれます。

佐世保市三川内新町 27-1　　TEL 0956-30-7200
URL https://www.kknbs.co.jp

基本情報

業務内容

わたしの会社自慢

33 株式会社 日本ビジネスソフト

事業概要
スマホでチェック！
右のQRコードから
社内の風景等の動画を
ご覧になれます。

株式会社 日本理工医学研究所
佐世保市新行江町 800　　TEL 0956-30-8121
URL http://www.nihonriko.co.jp/

基本情報

業務内容

わたしの会社自慢

34

事業概要情報通信業［システム開発事業、インフラ構築事業、システム運
用保守事業、パッケージ開発事業］

当社の新人研修では未経験
の方でもプログラマーになれ
ます。また、福利厚生面でも
女性にやさしい環境を整備。
短時間勤務や在宅勤務、フ
レックスタイム制度など、そ
れぞれの状況に合った勤務
で仕事が続けられ、産休育休
後も復帰しやすい職場です。

ITインフラ構築、システムの企画・開発から導入、運用まで。
お客様の課題を解決するITソリューション企業

金融・医療・行政・教育など幅広い業種に関する

システムの開発を行っています。またロボット事

業やFinTech(ファイナンステクノロジー)など新

規事業にも参入。AIや仮想化システムなど先端技

術へのチャレンジも行い、常に最新のICT技術に

関わることができます。

会 社 名

所 在 地

代表者名

資 本 金

従業員数

設 立 年

福利厚生

株式会社 日本ビジネスソフト

佐世保市三川内新町27-1

代表取締役 小原 丈治

5,000万円

137名

1987（昭和62）年

各種社会保険、企業年金制度、フレックスタイム制

度、育児介護休暇制度、短縮勤務制度、在宅勤務制

度、財形貯蓄制度、資格取得奨励金制度、新人研修

制度、スキルアップ研修制度

ココがすごい！
●文系の方でも大丈夫。入社後6ヶ
月の充実した技術基礎研修

●11期連続増収を続ける安定した業
績。若手社員の有給消化率90％以上

総合管理部

山口  到成さん

医療機器製造業［家庭用電気治療器、業務用美容機器、動物用
機器の製造］

30代以下の職員が半数を
占めるフレッシュで自由な雰
囲気の会社です。年間休日
は130日。昼食以外に午前
と午後に休憩時間を設け、リ
フレッシュしながら楽しく仕
事に励んでいます。女性が
産休・育休後も活躍できる職
場です。

人もペットも。機器の設計開発、製造で
「いつまでも健康で美しく」をかなえる会社

家庭用の電気治療器、業務用の美容機器など「健

康と美容」をテーマに、企画から設計開発、製造、

販売からメンテナンスまでを行い、お客さまの要

望を機器という形で具現化している会社です。

ペットも大切な家族の一員とし、ペットの口臭ケア

用飲水生成器「アニマルウォーター」、脱臭器「ニ

オイヤー」などの商品を開発。一般家庭はもちろ

ん動物病院や動物園でも使用されています。職員

の男女比は1:1。多くの女性が活躍している職場

です。

会 社 名

所 在 地

代表者名

資 本 金

従業員数

設 立 年

福利厚生

株式会社 日本理工医学研究所

佐世保市新行江町800

代表取締役 阿比留 宏

5,200万円

71名

1966（昭和41）年

社保完備、企業年金基金、退職金制度、完全週休2
日、リフレッシュ有給休暇制度、プレミアムフライ
デー（15時退社）、プレミアムフライデー支援金あ
り（一律2,000円支給）、年間休日カレンダー

ココがすごい！
●数少ない医療機器製造の会社。
ユーザーは全国各地に

●女性管理職も。子育てしながら働
き続けられる職場

野口  里香さん
経営管理部 経営管理課
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スマホでチェック！
右のQRコードから
社内の風景等の動画を
ご覧になれます。

佐世保市東浜町 991-1　　TEL 0956-31-8138
URL http://www.fukamachigumi.co.jp/

基本情報

業務内容

わたしの会社自慢

35 株式会社 深町組 株式会社 藤沢精工
佐世保市白岳町 934　　TEL 0956-31-7293

スマホでチェック！
右のQRコードから
当社の情報を
ご覧になれます。

基本情報

業務内容

36

事業概要 事業概要 製造業［海上陸上の各種産業機械の製作］一般貨物運送業、クレーンリース業、総合建設業

大型の産業機械も、現地プ
ラントや工場に据え付けて
初めてその機能を発揮しま
す。その配送を請け負い、機
械の据え付け、改修工事ま
でを行って、納品を見届ける
やりがいのある仕事です。資
格や免許の取得は会社で支
援。長く働ける職場です。

大型工業製品を全国に運び、
据付をして最後まで見届ける大切な仕事

各種製造業、エネルギー、工場など幅広い分野の

製品・機械を、トラックに載せて陸路で運搬。重量

機械をクレーンで吊り上げて設置し、据付までを

行う会社です。小型車から大型トレーラーまで、各

種車両に対応しています。また、総合建設業では

橋梁工事や、学校・ビルの耐震工事など、土木建

築工事も幅広く請け負っています。クレーン事業

では、第二西海橋の建設にも関わりました。各種

免許取得のための資金は、全額会社で負担して

います。

会 社 名

所 在 地

代表者名

資 本 金

従業員数

設 立 年

福利厚生

株式会社 深町組

佐世保市東浜町991-1

代表取締役社長 菅 博子

3,000万円

83名

1902(明治35)年

社会保険、雇用保険、退職金制度、65歳定年

ココがすごい！
●トラックもクレーンも工事も。全国
に配送し据付まで

●明治35年創業。安定した経営を
続ける老舗企業

代表取締役社長

菅　博子さん

製缶から機械加工の完成品まで、
一貫体制で多種多様な製品を生み出す技術力

一人一人の社員が、技術習得、向上を目指し、

チームワークを図りながら、多種多様な製品作り

に遇進している、希望みなぎる会社です。

特に新卒者、中途採用で、全くの未経験者でも数

か月すると機械を使いこなせる様にマンツーマン

で指導に当たり、各種技能検定にも挑戦出来るよ

う、会社で支援しております。

現場実習以外に専門的な基礎知識が習得出来る

学習会も開いております。

会 社 名

所 在 地

代表者名

資 本 金

従業員数

設 立 年

福利厚生

株式会社 藤沢精工

佐世保市白岳町934

代表取締役 藤澤 康生

300万円

35名

1977（昭和52）年

社員研修旅行、釣り大会、新年会、忘年会、花見、納涼会など

ココがすごい！
ものづくり、職人達の集団で、他に
は無い特技を発揮して、地域の重
要な設備は、わが社の製品が多く使
われております
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株式会社 富士商工
佐世保市広田四丁目 5-27　　TEL 0956-38-2141
URL https://www.fujisyoko.co.jp

スマホでチェック！
右のQRコードから
当社の情報を
ご覧になれます。

基本情報

業務内容

わたしの会社自慢

37
スマホでチェック！
右のQRコードから
社内の風景等の動画を
ご覧になれます。

佐世保市大和町 342-1　　TEL 0956-31-3123
URL https://www.furukawa-denki.jp

基本情報

業務内容

わたしの会社自慢

38 株式会社 古川電機製作所

事業概要事業概要 一般機械器具製造業［設計、製作（機械・鉄工・組立・塗装）、据付、
メンテナンス］

自動車電装品、通信機器の販売修理、設備工事業

年5日の有休取得に取り組み、ほぼ達成してい
ます。退社時間の繰り上げも行い、以前より早く
帰れるようになりました。様々な改善を行い良く
なっている実感があります。工場内にWi-Fi環境
も整備し、タブレットで情報を参照できる仕組み
も構築しています。まだまだ良くなると思います
し､アイデアを出して､良くして行こうと思ってい
ます。

オーダーメイドの機械装置づくりで、
製造現場の省力・省人・省スペース化に貢献

コンベアやホッパーなど大型産業機械装置の企

画からメンテナンスを一貫して行う会社です。製

造する機械や装置は、オーダーメイド。設計・板金

加工・溶接・機械加工・塗装・組立までの工程を社

内で有することで、お客さまの要望に応じて全国

のあらゆる業種の工場や施設工場・施設の省力・

省人・省スペース化に貢献しています。ゼロの状

態から機械装置として動くまでを見ることができ

るのも、モノづくりの醍醐味。大きなやりがいにつ

ながります。

会 社 名

所 在 地

代表者名

資 本 金

従業員数

設 立 年

福利厚生

株式会社 富士商工

佐世保市広田四丁目5-27

代表取締役社長 中島 洋一

8,118万4,500円

85名

1951（昭和26）年

雇用・労災・健康・厚生・財形・退職金制度（勤続10

年以上）、家族手当・通勤手当・職務手当、育児休業、

永年勤続表彰、広田工業団地主催のイベント参加

ココがすごい！
●開発型製品への生産対応力。設計
から据付まで一貫した工程

●大規模な工場を有し、大きな機械・
装置も製造可能

岡部  浩士さん

　

お客さまは、個人だけでなく
カーディーラー、整備工場な
ど、地元への貢献が感じられ
る会社です。社内OJT制度
で、新入社員も安心して業務
になれることができます。産
休育休後の復帰も支援。勤
続年数の長い人が多く在籍
しています。

自動車電装業で年間施工額、県北NO.1。
ドコモ事業部では県北に３店舗を展開

電装機器事業部、特機事業部、ドコモ事業部の3

本柱で、地域に貢献する会社です。ハイテク化す

る自動車の電気回りから、防犯カメラなどの機械

器具設置、電気通信工事まで、弱電系の工事全般

を得意としています。ドコモ事業部で通信機器端

末の販売も行い、生活に必要な電気設備を網羅。

地域をリードすることができる、将来性のある会

社です。2019年5月には新工場に移転。これま

でに増して、新しく働きやすい環境が整います。

会 社 名

所 在 地

代表者名

資 本 金

従業員数

設 立 年

福利厚生

株式会社 古川電機製作所

佐世保市大和町342-1

代表取締役 古川 健

2,000万円

71名

1948(昭和23)年

各種法定福利厚生、慶弔見舞金制度、家族手当制

度他

ココがすごい！
●通信、IT、IoT。これからますます
可能性が広がる分野が専門

●12Vから200V。自動車の電気ま
わりからビルの電気まで

代表取締役

古川　健さん
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スマホでチェック！
右のQRコードから
社内の風景等の動画を
ご覧になれます。

株式会社 ホーセイ
佐世保市立神町 23-17　　TEL 0956-25-2311
URL http://www.hosei-group.com

基本情報

業務内容

わたしの会社自慢

39
スマホでチェック！
右のQRコードから
社内の風景等の動画を
ご覧になれます。

前畑造船株式会社
佐世保市干尽町 6-3　　TEL 0956-31-5126
URL http://maehata-zousen.co.jp

基本情報

業務内容

わたしの会社自慢
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事業概要事業概要 船舶修理業［米海軍、海上自衛隊艦船修理他］ 製造業［船舶建造・修理、鋼構造物製作］

動かない機械が正常に作動
して出港を見送る時、大きな
やりがいを感じます。新入社
員教育では技術指導のほ
か、簡単な英会話も丁寧に
指導。職員同士のコミュニ
ケーションを大事にしていま
す。会社負担で1年おきに海
外旅行へも行けますよ。

米海軍や海上自衛隊の艦船の維持修理で、
国防を後方支援。経験豊富な技術者集団

米海軍や海上自衛隊の艦船の維持整備・修理を

行い、安全で確実、快適な航海を支援していま

す。工事部では船のエンジン、原動機や高圧バル

ブの整備、甲板や壁など幅広い修理に対応してい

ます。会社は米軍基地とSSKに隣接。出港までの

限られた時間までに、高品質の仕事を提供するス

ペシャリスト集団がそろっています。他にもジェッ

トフォイル高速船のエンジン取替工事など、民間

船や陸上機械のメンテナンスにも事業展開して

います。

会 社 名
所 在 地
代表者名
資 本 金
従業員数
設 立 年
福利厚生

株式会社 ホーセイ
佐世保市立神町23-17
代表取締役 池田 真秀
2,800万円
79名
1974（昭和49）年
交通費、家族手当、社内旅行、ウェルズさせぼ加入、
退職金制度（中退共、401K）

ココがすごい！
●品質管理を重視した艦艇修理で、
ISO9001を国内で初めて取得

●機械加工も自社で。スピーディー
かつ柔軟な対応ができる会社

松山  正光さん
総務部 課長

多種多様な内航船建造の
実績としては日本一と思い
ます。先人が培った技術を
継承し､「オンリーワン」を目
指しています。若い人たち
が船づくりに興味を持ち、明
るくて元気いっぱい、魅力
のある社風が自慢です。

省エネ電気推進船の製造隻数、日本一。
国内でも珍しいオーダーメイドの造船所

当時世界最大で最先端の技術を駆使したという

“戦艦大和”。その建造作業主任が仲間と創立し

た会社です。「新しいことに挑戦し続ける」という

マインドは今に受け継がれ、オーダーメイド的な特

殊な要望に応えながら、フェリーや客船、タン

カー、自衛隊艦船などの新造船と修理を行ってい

ます。最近では省エネ電気推進船を数多く製造

し、地球環境にも貢献。佐世保市民になじみ深い、

九十九島遊覧船パールクイーン、みらいも前畑造

船で完成しました。

会 社 名

所 在 地

代表者名

資 本 金

従業員数

設 立 年

福利厚生

前畑造船株式会社

佐世保市干尽町6-3

代表取締役 北村 與志郞

2,100万円

67名

1948（昭和23）年

雇用保険、労災保険、健康保険、退職金制度他

ココがすごい！
●船の設計から建造まで、ものづく
りの醍醐味が味わえる

●常に新しいことに挑戦できる、クリ
エイティブな仕事

北村 與志郞さん
代表取締役
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基本情報

株式会社 松永鋳造所
佐世保市白岳町 50-4　　TEL 0956-31-8321

スマホでチェック！
右のQRコードから
当社の情報を
ご覧になれます。

業務内容

41
事業概要 スマホでチェック！

右のQRコードから
社内の風景等の動画を
ご覧になれます。

有限会社 三駒鉄工所
佐世保市広田四丁目 5-3　　TEL 0956-39-1110
URL http://mikoma.co.jp

基本情報

業務内容

わたしの会社自慢
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事業概要

会 社 名

所 在 地

代表者名

資 本 金

従業員数

設 立 年

福利厚生

株式会社 松永鋳造所

佐世保市白岳町50-4

代表取締役 松永 祐三

1,000万円

93名

1957（昭和32）年

雇用保険、労災保険、健康保険、退職金制度あり、夜勤や交替勤務はありません。人事考課制度があり、勤務実
績・意欲・技能等の評価を給与・賞与に反映します。人事考課フォローアップ面接や毎月の課内ミーティング等を
実施し、コミュニケーションを図っています。

鋳物部品の製造で、電気・水道・鉄道など
インフラを支え続ける、精密加工の会社

社是「ものづくりを通して社会に奉仕する」を目標

として、電気・水道・鉄道といったインフラ(社会基

盤整備）分野で使用される様々な鋳物部品を作り

続けて平成２８年に70周年を迎えました。厳しい

ものづくり現場ですが「手作りのあたたかみある

鋳物」にこだわり、技術研究を続けています。この

素材を精密加工で仕上げて完成部品として納め

ています。 

 

 

製造業［すべり軸受／ホワイトメタルライニング含む（タービン用、ター
ビン発電機用、モーター用）、モーター用部品（フレーム、ブラケット
他）、ポンプケーシング（FC、FCD、CAC）、プラント部品、鉄道用部品
（特殊鋳鉄）、ロボット部品（FCD）、上下水道管用鋳鉄管、付属部品類］

金属加工業［造船部品、陸上機械部品、発電所関連部品製作］

新人さんには先輩によるマ
ンツーマン指導や、研修・安
全教育などを用意し、クレー
ンやリフトなど資格取得の奨
励制度も設けています。業
務の基礎からしっかり学ぶこ
とができ、普通高校から入社
した社員も、今ではプロとし
て活躍していますよ。

「鉄を形にする 夢を形にする」が合言葉。
高度な技術で大小さまざまな部品を精密加工

全国各地の造船所や発電所関連の会社から支給

される図面をもとに、部品製作・修繕・改造を行い

ます。プロペラの軸、クレーンのワイヤー巻取りド

ラム、多条ねじの軸、他にも機械のモーターや

プーリーなど、駆動部分や軸まわりの精密加工が

得意です。大小さまざまですが、どれも他部品と

の精密な噛み合わせが必要不可欠。高度な技術

が求められます。常にプロとして、先方の希望に

合う「より良いもの」を提案することを大切にして

います。

会 社 名

所 在 地

代表者名

資 本 金

従業員数

設 立 年

福利厚生

有限会社 三駒鉄工所

佐世保市広田四丁目5-3

代表取締役 本城 正之

600万円

18名

1968(昭和43)年

各種保険（雇用、労災、健康、厚生）、退職金制度（勤

続3年以上）

ココがすごい！
●高度な技術と多彩な工作機械・設
備で、あらゆる注文に対応

●常により良いものを提案すること
で、確実な信頼を得ている

本城  正之さん
代表取締役
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スマホでチェック！
右のQRコードから
社内の風景等の動画を
ご覧になれます。

宮本電機株式会社
佐世保市三川内新町 8-9　　TEL 0956-20-3103
URL http://www.miyamoto-dennki.co.jp

基本情報

業務内容

わたしの会社自慢

43
スマホでチェック！
右のQRコードから
社内の風景等の動画を
ご覧になれます。

株式会社 山口マシナリー
佐世保市沖新町 28-8　　TEL 0956-20-1203
URL https://www.y-machinery.co.jp

基本情報

業務内容

わたしの会社自慢
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事業概要 事業概要 機械器具設置工事業［産業機械の修理、据付、メンテナンス］電気機械器具製造業、電気工事業［制御設計、盤製作、電気工事
など生産設備等の電気関係］

新人社員研修を実施し、先
輩と共に実際の業務を行う
OJT制度を導入していま
す。安心して働けるよう、産
業医の協力を得ながら労働
時間の管理や各種福利厚生
も充実させています。社内で
ソフトボールチームも結成し
ているんですよ。

制御システムの設計から製造、電気配線工事、
試運転調整まで。時代のニーズと共に

工場・プラント等の生産設備の自動化に関する電

気制御システムの設計、製造、施工、学校や病院・

上下水道やクリーンセンター等の公共設備、太陽

光発電等のエネルギー関係の電気工事など生産

や生活を支える大切な仕事です。

例えば、テレビや冷蔵庫などの家電、スープや清涼

飲料などの食品、自動車関連部品など、私たちの暮

らしになくてはならないものが生産されています。

中国の上海にもグループ会社を持ち、国内だけで

なく海外からの依頼にも幅広く対応しています。

会 社 名

所 在 地

代表者名

資 本 金

従業員数

設 立 年

福利厚生

宮本電機株式会社

佐世保市三川内新町8-9

代表取締役 宮本 憲

2,000万円

63名

1979（昭和54）年

各種社会保険、退職金制度、完全週休2日、祝祭日

休日

ココがすごい！
●工場の自動化から農水産分野へ。
新技術・新分野へ挑戦し続ける

●国内外からの依頼に幅広く応え
る、総合制御システムメーカー

松永  一孝さん
総務部 総務課 主任

上司部下の垣根なく、自由で
リラックスした雰囲気の中で
仕事に集中できます。まずは
先輩とともに現場を経験しな
がら英語のコミュニケーショ
ンにも慣れてもらっています
よ。理系・文系問わずポジティ
ブで向上心のある方と働ける
日を楽しみにしています。

いざという時に頼りにされる機械修理のプロ。
迅速・信頼・情熱を大切に成長を続ける

米海軍艦船や工業施設、造船所や発電所などで

産業機械（エンジン、タービン、発電機、ボイラー

など）の据付、修理、メンテナンスを行います。船

は出航までの限られた時間で、確実な対応が求め

られます。経験と技術を結集して問題を解決し、ス

ピードはもちろん先を見越した愛のある最善の提

案を行い、信頼を得て成長を続けています。さま

ざまな機械の修理を経験するので、1つの問題に

対してあらゆる角度からアプローチできるのが私

たちの強みです。

会 社 名

所 在 地

代表者名

資 本 金

従業員数

設 立 年

福利厚生

株式会社 山口マシナリー

佐世保市沖新町28-8

代表取締役 山口 陽一郎

500万円

38名

1989（平成元）年

各種社会保険、各種手当（通勤、扶養、役職、奨励、
遠隔地通勤、出張）、慶弔見舞金制度、育児・介護
休業制度、業務関連各種資格・免許取得可能、扶
養家族を含めた社員旅行、事務所・工場内USEN
放送

ココがすごい！
●安全な船の航行・船員の生活を支
える「機械のドクター」的存在

●資格・免許取得の費用は会社が全
額負担し、技術者育成を支援

南　聖吾さん
総務経理部 部長
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湯川王冠株式会社
佐世保市広田四丁目 2-9　　TEL 0956-38-4325
URL http://www.yukawaoukan.co.jp

スマホでチェック！
右のQRコードから
社内の風景等の動画を
ご覧になれます。

基本情報

業務内容

わたしの会社自慢

45
スマホでチェック！
右のQRコードから
当社の情報を
ご覧になれます。

吉田重機工業株式会社
佐世保市三浦町 1-32　　TEL 0956-34-8580
URL http://www.yoshida-kaiun.co.jp/yoshida-juuki

基本情報

業務内容

わたしの会社自慢
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事業概要事業概要 汎用機械器具製造業［総合的な金属加工全般］ 製造業［船舶造修業、重機機械作業、タンク等の鉄鋼構造物の
設計、製作、据付、修理］

自由な社風で風通しが良く、
笑顔あふれる職場です。営
業職や管理者は、現場を経
験した者ばかり。モノづくり
の現場を大切にしています。
やったことのないことにも挑
戦し続け「困ったら湯川に頼
んでみるか」という立ち位置
を確立しています。

総合金属加工会社としてあらゆる金属加工に精通
さまざまな業界のお客様と取引を行っている

大型から小物までさまざまな金属の加工を行う会

社です。製造社員は、材料の発注から製品の発送

まで全ての工程を担当する「一人一品」のモノづ

くりで、あらゆる技術とノウハウを身につけ、マル

チな「多能工」として成長を続けています。小ロッ

ト多品種の受注で、モノづくりの楽しさを感じられ

る仕事です。製品は関東から九州まで多くのお客

さまの元で、ロボットや船舶、鉄道、浮き桟橋、自動

車などの産業機械に使用され、活躍しています。

会 社 名

所 在 地

代表者名

資 本 金

従業員数

設 立 年

福利厚生

湯川王冠株式会社

佐世保市広田四丁目2-9

代表取締役社長 湯川 紘充

3,000万円

62名

1961（昭和36）年

各種社会保険、育児休業制度、各種慶弔制度、資格

取得支援制度、社員旅行

ココがすごい！
●複合加工や難加工も対応できる、
高度な技術力

●創業以来成長を続ける、無借金経
営で健全な企業

吉田  浩二さん
総務

経験者や有資格者ではない初心者の方にも、安
心して働いてもらえるよう、教育制度や資格支援
制度を設けています。また他業種からの転職など
中途採用も多数受入れ、お客様満足と従業員満
足を両立できるよう事業活動を続けています。

巨大な物体を作り上げる喜びを実感。
船舶の居住ブロックをまるごと建造

船舶の居住ブロックを一括して請負い（鋼材の搬

入・取付・溶接・艤装など）、その他造船所での船

づくりをさまざまな場面でサポートしています。と

ても大きなものを作り上げることを通して、やりが

いと達成感が得られる仕事です。

会 社 名

所 在 地

代表者名

資 本 金

従業員数

設 立 年

福利厚生

吉田重機工業株式会社

佐世保市三浦町1-32

代表取締役社長 吉田 康剛

1,000万円

260名

1986(昭和61)年

各種社会保険、育児・介護休業制度、各種慶弔制

度、永年勤続表彰制度、資格取得支援制度

ココがすごい！

●長期受注で安定した経営

●巨大なものづくりができる。平面か
ら立体へと完成する過程に感動

前畑工場
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スマホでチェック！
右のQRコードから
社内の風景等の動画を
ご覧になれます。

流体テクノ株式会社
佐世保市常盤町 1-7 ジブラルタ生命ビル 6階　　TEL 0956-42-1685

基本情報

業務内容

わたしの会社自慢
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事業概要
スマホでチェック！
右のQRコードから
当社の情報を
ご覧になれます。

株式会社 渡辺商店
佐世保市柚木元町 2391　　TEL 0956-46-0030
URL http://www.subrosa.co.jp

基本情報

業務内容

わたしの会社自慢
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事業概要船舶船型設計、船舶用省エネ装置製作販売、船舶性能計算プロ
グラムの開発・販売［船舶の船型設計コンサルタント、線図作
成、CFD計算他］

世界中で必要とされ、これか
らの時代に欠かせない仕事。
専門的な分野ですが、知識
は入社してからでOK。どれ
だけ船・海・流れに興味があ
るかが大切です。意欲があ
れば働きながら博士号を取
るための支援も受けられ、現
在2人が挑戦中です。

世界中の「船舶の省エネ」を支える船型設計や、
省エネ装置の製作販売が専門

環境と省エネに配慮した、船舶船型設計、線図作

成、CFD(流体)計算、省エネ装置の製作販売、試

運転計測と解析、船舶の就航実績の評価を行う

会社です。省エネ装置は国内外およそ360隻に

装備され、依頼主は国内外の船主や造船所など。

超大型タンカーからフェリー、漁船までその規模

はさまざまです。主に海面から下、見えない部分

の流れを計測することで、エコな航行を支援しま

す。船舶の試運転では計測や解析のため、世界中

へ出向いています。

会 社 名

所 在 地

代表者名

資 本 金

従業員数

設 立 年

福利厚生

流体テクノ株式会社

佐世保市常盤町1-7 ジブラルタ生命ビル6階

代表取締役 玉島 正裕

400万円

14名

2001(平成13)年

健康診断費用、慶弔見舞金、通勤費、社内レクリ

エーション費、作業服の支給など

ココがすごい！
●国内外の造船所、船主と協力。あ
らゆる船の省エネに貢献できる

●ニッチだけどユニーク。業界をリー
ドする船型・省エネ装置を開発

玉田  丈朗さん
技術統括マネージャー 取締役

海外産が97％を占める婦人用下着市場で
守り続けるメイド・イン・ジャパンの矜持

加藤 由香里さん
総務

下着全般の企画製造卸販売
［自社ブランド製造・OEM/ODM生産］

下着の企画、製造卸販売。

インナー類全般（補正下着、ランジェリー、肌着）を

幅広く製造しています。

工場には、生地を効率よく裁断する裁断部。着心地

の良さを大切に、高品質を目指す縫製部。縫製作

業をスムーズに滞りなく進めていくために、必要不

可欠な黒子的存在のミシン、機械メンテナンス。出

来上がった製品に不備がないか、縫製、安心、安全

をチェックする検品部の３部門があります。 

 

会 社 名

所 在 地

代表者名

資 本 金

従業員数

設 立 年

福利厚生

株式会社渡辺商店

佐世保市柚木元町2391

（本社：名古屋市中区丸の内2丁目19番29号）

代表取締役社長　渡邊　敬一

2,000万円

120名

1932（昭和７）年

各種社会保険、産前産後育児休業制度、資格取得

支援、作業服補助、お誕生会等

ココがすごい！
９７％が輸入品という現状の中、残
り３％の誇りを持ってMade in 
Japanの製品を製造。海外のお客
様からも厚い信頼をいただいてい
ます。

日本で一番歴史のあるラン
ジェリーの会社です。お客様
の笑顔が私たちのやりがい
と喜びです。自然の環境の
中で地元の人たちとのつな
がりを大切にしている会社
です。残資材の活用も活発
で、除草係のヤギさんに癒さ
れています♪
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