
つしまジョブサポート２days
～企業説明会＆面談会～

参加費無料／入退場自由

主催 対馬市
対馬公共職業安定所
長崎県対馬振興局

対馬市内の企業延べ６４社が参加予定！
企業の参加スケジュールは、順次、ハローワークつしま等で掲示するほか、
対馬振興局のホームページにも掲載します。

現在求職中の方、Ｕ・Ｉターン希望者の方、島外在住のご子息等をお持ちの

保護者の方など、どなたでも参加できます。
企業の概要や仕事内容などを聞くだけでも構いません。お気軽にご参加下さい。

お子様連れの方向けに所内にキッズスペースも準備しています。

（職員でお預かりはできませんので付き添いの方が必要です）

◎事前予約、お問合せはこちらまで
担当：長崎県対馬振興局地域づくり推進課 中尾、福島
電話：0920-52-1206 ＦＡＸ：0920-52-5509

対馬市で
働きたい
人の為の

場所：ハローワークつしま（厳原町中村642-2）
時間：10：00～12：00 13：00～15：00

対象者

参加企業

つしまジョブサポート 検索

７月 １１日（水） １２日（木）

９月 １９日（水） ２０日（木）

１１月 ２８日（水） ２９日（木）

１月 ９日（水） １０日（木）

雇用保険受給中の方の参加は、
求職活動の実績になります。※

＜告知＞
２月１４日（木）に上県地区公民館での開催も決定！！

終 了 （ 延 べ ４３ 名 来 場 ）



事業者名（所在地） 職種

（同）未来りん業（厳原町） 林業作業員

対馬木材事業協同組合（豊玉町） 森林整備作業

ヤンマーアグリジャパン㈱対馬支店
（美津島町）

営業職、技術職

㈱対喜建設（上県町） 一般事務、交通誘導警備員、土木施工管理技士

㈱フレッシュ対馬（豊玉町） 活魚取扱スタッフ

「つしまジョブサポート２days～企業説明会＆面談会～」
1月9日（水）、1月10日（木）参加企業（平成30年12月19日現在）

○1/9（水） 午前の部（10:00～12:00）

○1/9（水） 午後の部（13:00～15:00）

（注）面談会までに参加企業は変更になる場合がございます。

○1/10（木） 午前の部（10:00～12:00）

○1/10（木） 午後の部（13:00～15:00）

事業者名（所在地） 職種

（同）未来りん業（厳原町） 林業作業員

㈱中原建設（峰町） 建築・土木技術者、土木作業員、伐木作業員

対馬木材事業協同組合（豊玉町） 森林整備作業

（資）厳原印刷所（厳原町） 印刷オペレーター

厳原税務署（厳原町） 事務補助及び窓口業務

事業者名（所在地） 職種

うえはら㈱（厳原町） 販売員、営業、経理事務員、製造員

㈱佐々木整骨院（五島市） 受付・施術補助、整体師、鍼灸師 他（厳原町勤務）

㈱大創産業ＤＡＩＳＯ（東広島市） 販売（ＤＡＩＳＯ対馬美津島店勤務）

㈱フレッシュ対馬（豊玉町） 活魚取扱スタッフ

対馬流通㈱（福岡市） 鮮魚・活魚等の販売及び買付け等（美津島町勤務）

事業者名（所在地） 職種

対馬住宅設備㈱ﾗｲﾌﾍﾞｰｽ（美津島町） ホームセンター販売員（美津島店、比田勝店）

㈱大創産業ＤＡＩＳＯ（東広島市） 販売（ＤＡＩＳＯ対馬美津島店勤務）

㈱対喜建設（上県町） 一般事務、交通誘導警備員、土木施工管理技士

㈱フレッシュ対馬（豊玉町） 活魚取扱スタッフ

（一財）対馬地域商社（豊玉町） 経理担当、営業・仕入担当、加工作業員



設立年 平成3年

資本金 500万円

従業員数 16人

設立年 昭和57年

資本金 300万円

従業員数 9人

設立年 平成29年

資本金 500万円

従業員数 1人

設立年 平成26年

資本金 9,000万円

従業員数 4,100人

参 加 企 業 情 報

ヤンマーアグリジャパン（株）九州支社
福岡県筑後市大字一条535-2

（就業場所）対馬市美津島町大船越682-17 会社概要
九州一円を管轄するヤンマーの販売会社

事業の特色
１．ヤン坊マー坊でおなじみのヤンマーです。
２．九州の農家の方に良い機械と良いサービスを提供します。

（株）対喜建設
対馬市上県町飼所336

設立年 平成21年

資本金 3,000万円

従業員数 13人

会社概要
土木工事一式、警備業

事業の特色
平成21年6月に設立した新しい会社です。
明るく家庭的な雰囲気の中、社員一丸となって頑張っています。

会社概要

事業の特色
設立年 平成22年

資本金 100万円

従業員数 55人

（株）佐々木整骨院
五島市吉久木町877-5

（就業場所）対馬市厳原町小浦95-1

整骨、鍼灸治療を中心に、スポーツマッサージ、整体を
施します。

柔整、鍼灸で幅広い治療を行い「離島でも最良の医療
サービスを提供し続ける」をモットーに取り組んでいます。
特にスポーツ外傷には力を入れています。

厳原税務署
対馬市厳原町桟原38

設立年

資本金

従業員数 13人

会社概要

国家行政事務

事業の特色

（株）フレッシュ対馬
対馬市豊玉町仁位2090

会社概要

あなごの活魚の仕入、仲買、配送、選別、飲食店

事業の特色

対馬流通（株）
福岡県福岡市城南区別府団地10-1-607

（就業場所）対馬市美津島町大船越

国家行政機関（対馬市を管轄する）

活魚販売からアナゴの加工に至るまでインターネット等で
も販売を行っている。創業以来、売上も順調に伸びており、
島内だけでなく関西方面を中心に販売をおこなっている。
平成２５年法人化しました。

会社概要

事業の特色

産地と消費者の架け橋となり、日々鮮度一番の魚介類を
お手元にお届けしています。

鮮魚・活魚・農産品の販売及び輸出入

（一財）対馬地域商社
対馬市豊玉町貝鮒4-12

会社概要

農水産物加工、流通、販売

農水産物加工により、おもに生協・飲食店・物産店に販売
平成２９年９月より対馬市が進める対馬地域商社となり、
島内外への流通と販売を拡大、地域に貢献し発展する会
社です。

事業の特色



設立年 昭和45年

資本金 1,000万円

従業員数 44人

設立年 大正8年

資本金 100万円

従業員数 12人

設立年 昭和52年

資本金 27億円

従業員数 16,000人

設立年 昭和56年

資本金 5,200万円

従業員数 17人

設立年 平成28年

資本金 2,500万円

従業員数 10人

（同）未来りん業
対馬市厳原町天道茂519-2

会社概要

参 加 企 業 情 報

うえはら（株）
対馬市厳原町久田491-1

（就業場所）対馬市厳原町久田49-1

事業の特色

設立年 昭和52年

資本金 4,000万円

従業員数 45人

会社概要

事業の特色

会社概要

事業の特色

（株）中原建設

対馬市峰町吉田186-1

会社概要

事業の特色
設立年 平成22年

資本金 80万円

従業員数 9人

対馬木材事業協同組合

対馬市豊玉町仁位2089-18

林業全般（作業道作設・間伐作業他）

高性能林業機械を導入した低コストの林業・儲かる林業を
目指している。

土木業・建築業・林業

昭和51年10月に中原工務店を創立し、歴史と技術を持って
地域の皆様方に必要とされる会社であるよう一生懸命努力
しています。
福岡（博多区豊2丁目6-1）に支社有り。

椎茸・うに・海草・スルメ等の製造販売業。輸出パン・惣菜等
製造及び販売

昭和56年創業以来、順調に業績を伸ばし、対馬特産品の
開発により、通販、全国デパート、量販店向けを中心に、今
後一層の発展が期待できる。株式会社ウエハラグループと
して業務拡大。

木質チップ製造業

対馬の豊かな森林資源を活用し、製紙原料やバイオマス
発電用原料を製造する会社です。

対馬住宅設備（株）ライフベース上対馬店、美津島店
対馬市美津島町鶏知乙520-15

会社概要

事業の特色

（資）厳原印刷所
対馬市厳原町日吉301

会社概要

事業の特色

（株）大創産業（ダイソー）
広島県東広島市西条吉行東1-4-14

（就業場所）対馬市美津島町鶏知乙387-11

会社概要
雑貨・食料品小売業・卸売業

事業の特色
「ダイソー」のチェーン展開。７万を超える圧倒的なアイテム
数と商品開発力で国内外５２７０店舗を展開しております。

ホームセンター

上対馬町、美津島町の2店舗でホームセンターを経営して
います。地域の皆様の生活に密着した、やりがいのある仕
事です。

印刷・製本業

名刺、封筒、伝票、ハガキ等をはじめ、商店のチラシや対馬
市の広報(広報つしま）等、あらゆる印刷物の仕事をさせて頂
いております。
対馬の活性化のお手伝いができる様従業員一同頑張ってい
ます。


