
所在地

代表者

設立年

資本金

～20人 20～50人 50人以上

○

平均年齢(※)

　※従業員数及び平均年齢は対馬養殖場のみのデータ

職種

勤務地

給与（額面）

賞与・昇給

諸手当

勤務時間

休日・休暇 資格取得支援制度

保険加入等 研修制度

住居 職場見学

問合せ

ホームページ

平成２０年（2008年）　（創業：1952年）

１,０５０万円

従業員数(※)

４7歳

金子真珠養殖　株式会社

～　美しい真珠により人々の心を豊かにし、社業の発展を通じて地域社会に貢献する　～

会社概要

〒817-1107　対馬市美津島町鴨居瀬10

代表取締役　宮本　重樹

事業内容 代表者からのメッセージ

　弊社は、70年前から真珠養殖を営み、現在では長崎県内に真珠養
殖場３ヶ所と栽培センター１ヶ所を保有しており、真珠養殖業界で
は全国でも有数の規模を誇ります。
　対馬養殖場では、自社栽培センターにて人工ふ化したアコヤ貝の
稚貝を受け入れ、貝を育てながら、数年間かけて美しい真珠を生産
しています。

　仕事は地道な作業がほとんどですが、
　　～美しい海の宝石～　『真珠』　を作る喜びと、
　その真珠を通して人々の幸福に役立つ事はすばらしいと
　思います。

勤務条件・福利厚生 求める人材・アピールポイント

真珠養殖技術者
　近年、人手不足が騒がれている中、真珠養殖においても高
齢化が進み、後継者不足が深刻な問題となっています。
　長崎県の地場産業の一つで、全国トップクラスの生産量を
誇る真珠養殖を盛り上げて継続していくため、地域に密着し
た地元の方達に活躍して欲しいと願っています。

　●仕事に興味を持ち、真剣に取り組むことが出来れば、
　自ずと結果はついてくると思いますので、難しいことは
　ありません。

　・海と生物に興味がある方
　・自分が任された仕事に責任を持ってやれる方
　を求めています。

　※※賞与は夏・冬の2回となりますが、業績に合わせて
　　3月に決算賞与が支給されます。

所在地に同じ

初任給　大卒　190,000円
　　　　高卒　170,000円

☑賞与（年2回）　☑昇給

通勤手当、子女教育手当、船舶免許手当など

８：００～１７：００

年末年始、盆、
２月に10日前後の長期休暇あり

船舶、自動車以外の資格で会社で必要とする
場合は、会社にて負担いたします。

☑雇用　☑労災　☑健康　☑厚生 新入社員研修ほか

社宅、独身寮あり 可

先輩たちからのメッセージ

　真珠養殖は、他の魚類養殖などと違い、真珠を作るために
アコヤ貝を育てるという養殖業の中でも特殊な仕事です。
　毎年、条件の違う自然を相手に、どうすれば美しい真珠が
できるかを日々考えながら仕事を行い、浜揚げで期待通りの
真珠が出てきた時には大きな喜びがあります。

　　　　　　　　　左：技術場で挿核作業
　
　　　　　　　　　右：作業屋台で母貝作業

本社TEL：095-828-8693

http://www.kaneko.gr.jp/sinju-y/



所在地

代表者

設立年

資本金

～20人 20～50人 50人以上

○

平均年齢

職種

勤務地

給与（額面）

賞与・昇給

諸手当

勤務時間

休日・休暇 資格取得支援制度

保険加入等 研修制度

住居 職場見学

問合せ

ホームページ

平成5年6月1日

１,０００万円

従業員数

約５０歳

株式会社　大部水産

～　鮮度抜群！活きの良い対馬の魚を食卓へ　～

会社概要

〒817-0323　対馬市美津島町大船越686

代表取締役　大部　初幸

事業内容 代表者からのメッセージ

　定置網漁業、魚類養殖業、加工業、活業輸送業と幅広く事業を
行っています。定置網漁業は、支柱や碇などを使用して漁場に網を
固定し、回遊する魚を漁獲する方法になります。定置網漁業では、
さまざまな種類の魚が漁獲され、自社トラックで活魚輸送を行って
います。さらに、養殖や加工も行っています。

定置網は毎朝、どんな魚が網の中にいるのか楽しみ。
海を好きな人は大歓迎します。

勤務条件・福利厚生 求める人材・アピールポイント

定置網漁業・魚類養殖業・加工業・
活魚輸送業

健康的で
仕事に興味を持ち
真面目に取り組み
やる気のある人

事業所所在地に同じ

180,000円～250,000円

☑賞与（年２回）　☑昇給

通勤手当

７：００～１６：３０

土曜日他、年末年始、お盆、有給休暇 有：小型船舶免許・フォークリフト免許

☑雇用　☑労災　☑健康　☑厚生 漁業就業実践研修

無し 可

先輩たちからのメッセージ

　対馬で獲れた鮮度抜群のおいしい魚を、共に世界に発信し
ましょう！！

　　　　　左：魚のすくいあげ
　　　　　中：活間に魚を移す作業
　　　　　右：水揚げしたクロマグロ（200kg）

TEL : 0920-54-2689

―



所在地

代表者

設立年

資本金

～20人 20～50人 50人以上

○

平均年齢

職種

勤務地

給与（額面）

賞与・昇給

諸手当

勤務時間

休日・休暇 資格取得支援制度

保険加入等 研修制度

住居 職場見学

問合せ

ホームページ

平成２５年

１５０万円

従業員数

５１歳

日昇漁業　株式会社

～　自然の恵みに感謝し、地域社会の発展に貢献します　～

会社概要

〒817-1703　対馬市上対馬町西泊206-2

代表取締役社長　久保　幹太

事業内容 代表者からのメッセージ

　上対馬町で大型定置網を営んでいます。定置網漁業は、ワ
イヤーの枠や碇等を使用して漁場に網を固定し、回遊する魚
を漁獲します。対馬の漁場は豊かであり、春にはヒラマサ、
サワラ、夏にはケンサキイカ、秋にはマサバ、冬にはスルメ
イカ、ブリ、マグロなど数多くの魚が獲れます。

　　ともにいい汗をかいてバリバリ働き、バリバリ稼いで、
　楽しく明るい未来を築きましょう！
　　将来に希望をもって、皆が生き生きとやりがいの持てる
　会社を目指して奮闘中です。
　　ぜひ、力を貸してください！！

勤務条件・福利厚生 求める人材・アピールポイント

定置網漁業

　１．全体のチームワークや能率アップを意識し、
　　　積極的かつ主体的に行動できる人

　２．絶えず向上心をもって自己の成長を続けながら、
　　　プロの仕事をコツコツとこなし、
　　　日々の業務改善に努められる人

　３．社会人として責任感をもって、
　　　会社や地域の発展と持続性のため力を尽くせる人

　４．健康で品行方正な人

上対馬町西泊

初任給　210,000円
定置網経験者は能力に相応して厚遇します。

☑賞与（臨時）　☑昇給

通勤手当、住宅手当

６：００～１５：００（実働８時間、季節に
より始業・就業時刻の変動あり）

土曜日、年末年始、お盆

　小型船舶免許、移動式小型クレーン、揚貨装置操縦士、潜水
士など、業務に必要、または有用な資格取得には全額を会社が
補助します。ただし、取得後3年間は半額分を本人負担（給与
天引き）した後に、本人に返金します。

☑雇用　☑労災　☑健康　☑厚生
　入社後、本人の希望により、長崎県水産部主催
の経営塾や、長崎県定置漁業協会の先進地視察研
修会などに参加できます。

独身社員寮（食堂あり賄付き、個室、共同風
呂・共同トイレ・共同洗濯機）

　独身社員寮の空き部屋に宿泊できるので、1週間
から10日間程度の体験漁業を受け入れています。

先輩たちからのメッセージ

資格取得など会社がしっかりサポートしてくれます。
知識や経験が無くても優しい先輩たちが技術指導してくれま
す。

　　　　　　左：人員配置（朝の漁開始前）
　　　　　　中：出荷作業（箱立て）
　　　　　　右：沖の設備メンテナンス（網入れ替え）

ＴＥＬ：０９２０－８６－３００７

https://www.facebook.com/nisshogyogyou/



所在地

代表者

設立年

資本金

～20人 20～50人 50人以上

○

平均年齢

職種

勤務地

給与（額面）

賞与・昇給

諸手当

勤務時間

休日・休暇 資格取得支援制度

保険加入等 研修制度

住居 職場見学

問合せ

ホームページ

先輩たちからのメッセージ

　この職場に入ったときは魚の名前もわからず、漁師さんに
色々と教わったが、今では漁師さんとともにいろいろな研
究、相談をしながら未来ある海作りを目指している。若いあ
なたの力と想像力をもって未来ある対馬の海にするために共
に頑張ろう！

　　　　　　　　左：ひとつばたご祭り
　　　　　　　　中・右：上対馬おっどん祭り
　　　　　　　（漁協青壮年部が両祭りに協賛）

TEL：0920-86-2021

―

土日祝祭日、年末年始、お盆
※土日祝祭日、日直出勤有り

フォークリフト、移動クレーン車、
危険物免許、船舶免許

☑雇用　☑労災　☑健康　☑厚生 共済新人研修

無し 可

勤務条件・福利厚生 求める人材・アピールポイント

事務職/総務・共済・会計・電算
現業職/西泊本所・泉支所・豊支所・鰐浦支所

　漁業者人口が減少する中、新規漁業者の育成、所得向上に
向けた指導等を行い漁業者、職員がともに安定した生活を過
ごせるよう取り組む為、以下の人材を求めます。

１．海、魚を大切に出来る人材

２．素直で向上心があり、人の嫌がる仕事を率先できる人材

３．上下、横の関係を理解できて行動に移せる人材

４．挨拶を率先して出来る人材

西泊本所及び各支所

１５０，０００円～

☑賞与（年２回）　☑昇給

通勤手当、扶養手当

８：３０～１７：００

　漁業者の主に購買（燃油、漁業資材の取扱）・共済（各種
保険の取扱）・現業（鮮魚の荷捌き）・一般事務（総務、電
算等）を展開する総合事業体。

　漁師の仕事は自然を相手とする仕事。又、対馬の産業を支
える仕事でもあります。大変な面もありますが、その分やり
がいのある仕事です。漁師さんの働きやすい環境作りに、若
くて熱意を持った職員を待ってます。

上対馬町漁業協同組合

～　海の資源を次世代へ　～

会社概要

〒817-1703　対馬市上対馬町西泊２０６

代表理事組合長　八島　康平

平成元年

１億５５２万円

従業員数

４１歳

事業内容 代表者からのメッセージ



所在地

代表者

設立年

資本金

～20人 20～50人 50人以上

○

平均年齢

職種

勤務地

給与（額面）

賞与・昇給

諸手当

勤務時間

休日・休暇 資格取得支援制度

保険加入等 研修制度

住居 職場見学

問合せ

ホームページ

製造業
　アジ・サバの業務用生食に特化したパイオニア企業として２０１
３年より水産物の細胞破壊を抑える最先端のＣＡＳ凍結機（セル・
アライブ・システム）を導入。その実績を基に海外へも販路拡大中
です。業務用以外でも（ＢｔｏＣ）一般消費者向けコンシューマー
商品の市場開拓に全力を注いでいます。
　また、独自に高出力紫外線ＬＥＤを開発して、高度な「アニサキ
ス対策」を実現可能にした後、２０２１年には、瞬間巨大電力を用
い魚身の品質を損なわずにアニサキスを殺虫処理する装置を熊本大
学産業ナノマテリアル研究所と共同開発しました。この技術は世界
初とネットでも拡散され、新聞やテレビにも取り上げられ高い評価
を頂いています。

　良い商品を作るためには、製造部門の対馬ブランドを全世界に広
めていこうという情熱が必要です。
　対馬工場から「宝の島」の夢を発信できる人材を求めます。

SDGｓの取組みとして、アジ・サバ等の未利用資源を使って、「贅
沢海鮮茶漬け」を開発。

年間休日105日（シフト制工場カレンダーによる） 資格取得支援制度有り

☑雇用　☑労災　☑健康　☑厚生 新入社員研修・ＯＪＴ研修他

なし 可能

先輩たちからのメッセージ

㉕イベント、職場、職員などの写真
　資格取得など積極的に会社がサポートしてくれるため、ス
キルアップできる良い環境で勤務できる会社です。知識、経
験が無くても技術のある優しい先輩たちがしっかりサポート
してくれるので、安心でやりがいのある職場です。

左：鯖の加工の様子
右：コンシューマーパック商品一覧

TEL：0920-86-3701

http://www.jp-seafoods.jp

所在地に同じ

新卒高校生　/基本給165,000円
新卒大学生　/基本給210,000円
新卒大学院生/基本給215,000円

☑賞与（年２回/業績に応ず）

☑昇給（年１回）

通勤手当・家族手当・職能手当
皆勤手当（１万円）

８：００～１７：００

勤務条件・福利厚生 求める人材・アピールポイント・SDGsに関する取組み

株式会社ジャパンシーフーズ　対馬工場

会社概要

⑲施設の外観写真

〒817-1725　長崎県対馬市上対馬町泉４６４

代表取締役社長　井上　陽一

昭和６２年

１億円

従業員数

４５歳

事業内容 代表者からのメッセージ

　生食用水産加工メーカーとして、新鮮で美味しい魚を毎日
１０t以上加工、全国のスーパーに卸しています。業務用とし
て、高度な技術・他にない新商品の開発力が弊社の強みで
す。また、品質向上・衛生管理を徹底し「安心・安全な商
品」作りのため、より高度な技術を追求します。

　近年の日本食ブームもあり、刺身は世界に市場開拓の余地
が見込まれます。対馬工場を世界に進出する前線基地としＩ
ＳＯ２２０００を取得。人口の減りゆく対馬を宝の島に変え
て地域活性化に貢献できればと考えております。

～　小さな魚　大きな夢　～



所在地

代表者

設立年

資本金

～20人 20～50人 50人以上

　　　〇

平均年齢

職種

勤務地

給与（額面）

賞与・昇給

諸手当

勤務時間

休日・休暇 資格取得支援制度

保険加入等 研修制度

住居 職場見学

問合せ

ホームページ

先輩たちからのメッセージ

　豊洲までの活魚運搬を1泊2日～2泊3日の日程で、月に4回
～6回行います。帰ってきたら翌日は休みで、用事があるとき
に休みがとりやすいです。

左：会社前にて荷揚げ作業
右：25ｔトラックに活魚積み込み

TEL0920-54-3858 担当：山田、長

https://tsushima-daikei.co.jp/about/

月4～8回、年末年始 なし

☑雇用　☑労災　☑健康　☑厚生 研修期間あり

なし 可

　当社は活穴子の取扱量日本一です。当社の存在意義は対馬
産の水産物を消費地に提供し生産者、消費者の役に立つこと
です。社会貢献した結果が給与に反映されます。

運送

規則を守る。
みんなと仲良くする。
日常の挨拶や安全への配慮など基本的なことができる人を募
集しています。

SDGSに関する取り組みとして

（飲食業）地産地消

（養殖業）過密養殖の防止による漁場環境の保全

（水産卸売業）資源保護のための小型魚の再放流

対馬市

基本給18万～20万+運行手当18万位
（関東2泊3日運行手当1回約6万×3回＝約
18万）

☑賞与（年　2回）　□昇給

通勤手当、家族手当、住宅手当、運行手当

基本　　7時～16時
運行時　2泊3日、関東往復

勤務条件・福利厚生 求める人材・アピールポイント・SDGsに関する取組み

株式会社　ダイケー

～　相手よし、自分よし、世間よしの三方よしとする　～

会社概要

⑲施設の外観写真

〒817-0324　対馬市美津島町久須保668-1

代表取締役社長　山田　泰三

1993年

1,000万円

従業員数

47歳

事業内容 代表者からのメッセージ

水産卸売業、飲食業、養殖業


