
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

　対馬を訪れる観光客の皆様に対馬を理解して頂けるような
接客・サービスを行います。地元の方にも愛されるホテルと
して頑張っています。一緒にお客様の思い出作りのお手伝い
をして頂ける方をお待ちしています。

　対馬が好きで、対馬の魅力を発信して頂ける方を
　対馬グランドホテルは求めています。
　対馬のために一緒に頑張りましょう。

対馬グランドホテル

～　島民に愛されるホテルを目指す　～

会社概要

〒817-0322　対馬市美津島町雞知甲41番地10

代表取締役　佐伯　達也

平成１０年

－

従業員数

４３歳

事業内容 代表者からのメッセージ

勤務条件・福利厚生 求める人材・アピールポイント

フロント、接客係、調理師 ほか

・対馬のことが好きな人
・対馬の歴史が好きな人
・対馬の自然が好きな人
・お客様に喜んでもらうのが好きな人
・お客様の立場になって考えることが出来る人
・仲間と一緒に頑張ることが出来る人

　上記のことが出来そうな人、今後やってみたい人・やる気
のある人は対馬グランドホテルにご連絡をください。

美津島町

150,000円～180,000円（新規採用、職種
により変動あり）

☑賞与（年２回）　☑昇給

通勤・住宅・慶弔

7：００～２２：００の間で7時間30分

７～８日／月
業務に関わる資格については支援いたしま
す。

☑雇用　☑労災　☑健康　☑厚生 OJTを中心に研修を行います。

通勤が不可能な場合及び島外から入社の場合
は、借上げ社宅制度あり

可

先輩たちからのメッセージ

　和気あいあいとした雰囲気で楽しい職場です。
　対馬の観光を若い力で盛り上げて一緒に頑張りましょう。

　　　　　　　　　左：客室の様子
　　　　　　　　　中：大浴場の様子
　　　　　　　　　右：ロビーの様子

TEL：0920-54－9100　担当：原尾

http://tsushima-grandhotel.com/

http://tsushima-grandhotel.com/
http://tsushima-grandhotel.com/


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

　明るく元気のある方お待ちしています。私たちと一緒に
ホテルをピカピカにしましょう！

　　　　　　　　左：従業員の集合写真

　　　　　　　　右：ベッドメイクの様子

TEL：0920-53－6145　担当： 谷口

http://www.toyoko-inn.co.jp/

週休2日制（週3日～応相談） なし

☑雇用　☑労災　□健康　□厚生 あり

なし 可能

メイク

・お客様に気持ちよくお過ごしいただけるよう、
　心を込めて、部屋を清潔にできる人

・お客様と接する機会もあるため、明るい笑顔での
　対応ができる人

厳原町

時給　910円

なし

稼動手当

１０：００～１５：００

事業内容 代表者からのメッセージ

　エコノミーホテルの運営
　『駅前旅館の鉄筋版』をコンセプトに、我が家のような
　寛ぎと「安心・快適・清潔」なお部屋の提供運営を実現
　しています。

勤務条件・福利厚生 求める人材・アピールポイント

平成29年3月30日

－

従業員数

－

東横イン対馬厳原

～　もっと清潔に、安心感と値ごろ感　～

会社概要

〒817-0021　対馬市厳原町今屋敷771番地1

支配人　谷口　典子

https://www.toyoko-inn.co.jp/
https://www.toyoko-inn.co.jp/


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

　地域づくりのコーディネートを行なっています。これから
の時代は自分で新しい仕事を作っていける時代ですし、既存
の企業にとらわれずやりたいことに向かって就職先や進路を
考えてみてください。

　　左：メンバー写真

　　右：主力商品である佐護ツシマヤマネコ米と関連グッズ

TEL：0920-84-2366　担当：吉野 元

http://sustainable.mit.or.jp/

土日・祝 なし

☑雇用　☑労災　☑健康　☑厚生
なし。ただし、業務内容や本人のやる気に応
じて、研修への参加を補助する。

なし 可

コンサルティング・デザイン
物販・コーディネート 【求める人材】

●コミュニケーション能力が高い方（必須）
●対馬の自然や文化等地域資源に魅力を感じる方（必須）
●自発的・能動的に仕事に取り組める方（必須）
●パソコンを普通に使いこなせる方（word excel等）
●普通自動車第一種運転免許取得者（必須）
●社会経験3年以上有する方（望ましい）
●コンサルティングや環境調査の経験がある方（望ましい）
●韓国語または英語が使える方（望ましい）
●その他、仕事で活用できる特技や能力（望ましい）

【アピールポイント】
●持続可能なしまづくりに向けた様々な事業を企画、運営し
ています。これまでにない仕事を作り出したり、皆さんの
「自分たちの社会をこうしたい！」という思いを実現するた
めの事業をみなさんと一緒に取り組んでいきたいと思いま
す。

上県町佐須奈

基本給：１6万円程度
※前職での給与やこれまでのキャリア、資格
等をふまえて検討

□賞与（年　回）　☑昇給

通勤手当

８：３０～１７：４５

事業内容 代表者からのメッセージ

　みつける部門（コンサルティング・環境保全調査など）、
いかす部門（各種デザイン・広報・広告ツール作成、オリジ
ナル商品開発など）、つなぐ部門（商品の直販・卸売、コー
ディネート事業など）

　自然共生型の持続可能な社会づくりを目指して事業展開し
ています。新しいことにチャレンジし、新しい価値を生み出
していく仕事です。地域の資源をビジネスへ！

勤務条件・福利厚生 求める人材・アピールポイント

平成２５年

―

従業員数

３８.１歳

一般社団法人　ＭＩＴ

～地域資源をみつけ・いかし・つなぐコンサル・デザイン会社です～

会社概要

〒817-1602　対馬市上県町佐須奈甲562-24

代表理事　吉野　元



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

　対馬の特産品づくりや島外へPRする、やりがいのある
　仕事です。

　　　　　　　　左：直営店（とよたま物産店）
　　　　　　　　中：島外での催事
　　　　　　　　右：作業風景

TEL：0920-59-0339　担当：堀

http://all-tsushima.jp/

週休二日制（年末年始の休暇有り） なし

☑雇用　☑労災　☑健康　☑厚生 なし

なし 可

水産加工品の製造、営業・販売

　本商社は、素晴らしい対馬の資源を島内外に発信し、対馬
市の経営基盤並びに生活基盤の振興に寄与することを目的と
しています。その目的達成に熱意、情熱のある人材を待って
ます。

所在地に同じ

160,400円～

□賞与（年　回）　☑昇給

通勤手当、住宅手当、扶養手当

８：００～１７：００

事業内容 代表者からのメッセージ

　・水産加工品の製造・販売
　・対馬特産品のPR／販売
　・鮮魚の出荷・販売

　水産加工、営業・販売の経験者はもちろん、未経験者でも
大歓迎です。みんなで連携しながら、対馬を売り込んでいく
仕事を一緒に頑張りましょう。

勤務条件・福利厚生 求める人材・アピールポイント

平成３年

５００万円

従業員数

５５歳

一般財団法人　対馬地域商社

～　「新鮮がどっさり」食する幸せをお届けします　～

会社概要

〒817-1233　対馬市豊玉町貝鮒4番地1１

代表理事　國分　利雄



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

　　対馬には豊富な観光・物産資源がたくさんありますが、
　それを活かすのは人です。
　　観光物産事業者と連携し、一緒に対馬の魅力を発信
　しませんか？

左：島外でのイベントの様子

右：島内でのイベントの様子

ＴＥＬ：０９２０－５２－１５６６

https://www.tsushima-net.org/

年末年始（12/29～1/3）、4週8休のシフト制
あり（旅行業等資格取得に必要な交通費を支
給。各資格につき1回）

☑雇用　☑労災　☑健康　☑厚生 実践研究

なし 気軽にお問い合わせください

事務・飲食・販売

　・発想力・創造力があり、みずから企画し、
　　行動できる人。
　
　・真面目に仕事に取組み、丁寧に業務を行える人。
　
　・他者への思いやりがあり、相手の立場に立てる人。

厳原町・上対馬町

月額　140,100円～161,600円

☑賞与（年２回）　☑昇給

通勤手当・扶養手当・住宅手当

８：４５～１８：００のうち7時間45分

事業内容 代表者からのメッセージ

　①国内外観光客の誘致促進のための情報発信
　②特産品の紹介・販売ならびに品質向上に関する事業
　③観光物産振興に資するイベントの実施
　④観光物産情報の収集・分析・提供
　⑤観光案内所・特産品販売所などの管理運営
　⑥観光物産事業者ならびに諸機関との連絡調整

　雄大な自然と悠久の歴史、そして豊かな食資源に恵まれた
対馬は、奥深い魅力にあふれた国境の島です。
　対馬の観光物産振興のために、観光物産事業者と連携し、
情熱をもって動くことができる人材を求めています。

勤務条件・福利厚生 求める人材・アピールポイント

平成9年（平成25年法人化）

―

従業員数

４４歳

一般社団法人　対馬観光物産協会

～　雄大な自然と悠久の歴史にふれる　国境の島・対馬へ　～

会社概要

〒817-0021 対馬市厳原町今屋敷672番地1

会長　佐伯　達也



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

　一緒に対馬から、地域での新しい働き方を見つけ、
　地域の元気を発信しましょう。

写真：デジタルハリウッドSTUDIO対馬の様子
TEL：095-829-5525（長崎本部）

http://www.communitymedia.co.jp/

週休2日制、年間休日：約125日（会社カレ
ンダーによる）

有り

☑雇用　☑労災　☑健康　☑厚生 有り

無し 可

IT技術者、映像ディレクター・カメラマン、
Webクリエーター、営業、経理など

　業務内容は、映像やWebコンテンツ制作、システム構築、
放送・通信事業に関わる全ての仕事です。
　常に新しい技術やサービスが出現し、それをいち早く地域
社会で活かすためにチャレンジする気持ちが大切だと考えま
す。
　そして、コミュニティメディアのスタッフには”地域への
熱い想い”が必要です。次世代へ引き継ぐ活気ある豊かな
地域を創造し、人と人を繋ぐやりがいのある仕事です。

　・目標や希望がしっかりある人
　・チームで仕事ができる人
　・チャレンジ精神旺盛は人

対馬市CATV（対馬市美津島町）
デジタルハリウッドSTUDIO対馬（対馬市厳原
町）

150,000円～350,000円

☑賞与（年２回）　☑昇給

通勤手当（上限20,000円）

対馬市CATV：8:45～17:45
STUDIO対馬：9:00～20:00
　※８時間勤務、休憩1時間

事業内容 代表者からのメッセージ

　ケーブルテレビ事業、情報システム開発、Webコンテンツ
制作、映像コンテンツ制作、IP電話サービス、プロバイダ
サービス、人材育成事業　等

　弊社は「地域の新しい情報コンテンツを創造し、豊かで
活気あるコミュニティをつくる」ことを目指しています。

勤務条件・福利厚生 求める人材・アピールポイント

平成１９年１０月

１,０００万円

従業員数

３８歳

株式会社　コミュニティメディア

～　地域の新しい情報コンテンツを創造し、豊かで活気あるコミュニティをつくる　～

会社概要

〒817-0322　対馬市美津島町鶏知甲527番地2

代表取締役　米田　利己



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

一般社団法人　対馬CAPPA

先輩たちからのメッセージ

 
設立して数年の若い会社ですが、徐々に「対馬の海のことな
らCAPPAに」と認知されるようになりました。国内はもとよ
り海外の取材も受けています。注目されている会社だと思い
ます。

写真左：活動に参加した長崎大学のサークルであるながさき
海援隊と海岸清掃ボランティア参加者にあいさつをしている
写真。写真右：十八親和銀行と行なった海岸清掃後の集合写
真。

070-4281-6588（担当：末永）

https://www.tsushima-cappa.com/

土　日　祝日（基本的にはお休みですが、イ
ベント運営等で出勤していただくことがござ
います。）

なし

☑雇用　☑労災　☑健康　☑厚生 なし

可

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

事業内容 代表者からのメッセージ

民間と行政の間に立ち、海岸漂着ごみの削減に取り組む中間
支援組織。海岸清掃、海岸調査、環境教育を行う団体。

　弊社はこの島に生きる私たち一人ひとりの熱い思いを集
め、対馬の美しい海・海岸を将来世代に引き継ぐことを目指
しています。

シーカヤックインストラクター・海岸調査・
海岸清掃・海岸漂着物対策協議会運営・環境
教育

・明るく元気な方
・対馬の自然が大好きな方
14 海の豊かさを守ろうについて取り組んでいます。
子ども達に対馬の海ごみについての環境教育を積極的に行
なっています。

美津島町

140,000円～168,000円

□賞与（年　回）　☑昇給（年1回）

通勤手当

９：００～１７：００

～豊かな海を子どもたちに残すために　～

会社概要

⑲施設の外観写真

〒817-0345

代表理事　上野　芳喜

平成29年

ー

従業員数

40歳

https://www.tsushima-cappa.com/
https://www.tsushima-cappa.com/

