


田舎暮らしで全国に挑む！ 

 

 

 周防大島は山口県の蜜柑生産量 80％を

占めるみかんの島です。 

 幕末に藤井彦右衛門さんが周防大島にみ

かんを広めたように、私どもちどりグループ

は周防大島という田舎から全国に挑み続け

る会社です。１０年前に生まれた周防大島み

かん鍋は様々なＴＶ番組で取り上げられ、賞

を頂き、ご当地鍋ランキングでは毎回上位入

賞しております。自社商品『瀬戸内花嫁たい

焼き』も、全国うまいもの博、全国おやつラ

ンキングでも上位入賞をしております。 

 当社は、田舎ならではの良さを見つけ自社

店舗で検証を重ね全国に発信できる会社で

す。田舎だからのんびり暮らす、これもあり

だと思いますが、田舎でもここまでやれる！ 

そんな会社造りをしています。 

 都会で生きてこられた皆様のお力をお貸

し頂き、さらなる拡大、地域おこし、より良

い会社造りのお手伝いをしていただければ、

田舎に新たなビジネスモデルが誕生し、全国

に向けて発信できる田舎暮らしのモデル企

業の１つとして存在価値のある会社が出来

上がると思います。 

 

皆様を心よりお待ちしております。 

募集内容 

給  料：パート、アルバイト時給 805 円～ 正社員１６０,０００円～ 

勤務時間 変形 9：00～22：00 の間で実質 8 時間（シフトにより変動） 

休  日：隔週２日制（休日は店舗シフトにより変動） 

福利厚生：社会保険、雇用保険、まかない制度有 

そ の 他：交通費補助有り、社員寮完備 

詳しいお問い合わせ先 

0820-73-0009（担当 山内） 

会社概要 

会社名：有限会社 千鳥 

所在地：山口県大島郡周防大島町大字土居 1094-1 

代表者：山崎 浩一（周防大島観光協会 会長） 

電 話：０８２０－７３－０００９（代表） 

ＵＲＬ：http://www.chidori-group.co.jp/ 

 



こだわりのジャム作りを通してお客様に喜んで頂き、 

地域へ貢献できる仕事を島で一緒にやってみませんか 

   

 

 

移住先として選んだ周防大島での

暮らしを充実させる為には、仕事

の充実も重要だと思います。当社

では地元の農家さんから仕入れた

果実・作物を使って、こだわりジ

ャムを作っています。旬を追いか

けながら作るジャム・マーマレー

ドは年間で約 160 種類。カフェで

は当店自慢のジャム・マーマレー

ドを使用したメニューでお客様に

楽しんで頂いています。 

募集内容・詳細の問い合わせ先 

 ■仕事内容 ①ジャム・菓子製造/②材料となる果実類の下処理 （皮むき・洗浄）その他の 

ジャムの製造に係る作業をしてもらう事があります。③その他工房内清掃等。 

※１．土日のどちらかは出勤可能な方 ※２．就業時間は 5 時間以上 8 時間未満、就業日数は

２～５日/週で相談に応じます。■雇用形態：パート労働者 ６か月更新 

■雇用期間：①雇用期間の定めあり ②６か月 ③契約更新の可能性有り（条件有り） 

■賃金：時給 810 円(パートでも賞与あり)■加入保険：雇用 労災■通勤手当：①８００円/日 ま

で②マイカー 

通勤可 ■休日：水曜定休/週休２日/応相談 ■就業時間：(1)9～18 時(2)10～17 時(３)12～

18 時又は 9～18 時の間の 5 時間以上■試用期間 :１か月(試用期間後も労働条件に変更なし） 

会社概要： ㈱瀬戸内ジャムズガーデン 

所在地 ： 〒742－2804 山口県 大島郡 周防大島町 大字日前 331‐8 

代表者 ： 松嶋 匡史 

連絡先 ：  0820-73-0002 

URL : http://jams-garden.com 

e-mail : setouchi@jams-garden.com 

 



田舎で勝負をかけたい、挑戦者求む！ 
 

 
 

 

当店は、目の前に海が広がる“瀬戸内のハ

ワイ”周防大島のレストランです！ 

周防大島出身の若いオーナーがハワイや

食肉業界での経験を生かして、「島といえ

ば、魚」という常識にとらわれず挑戦して

きた結果、現在、名物ギャングステーキ丼

をはじめとしたこだわりの料理を求めて

全国からお客様がお越しになります。 

 

現在、2 店舗目を島外に出店しています

が、今後も「田舎じゃ儲からない」という

常識を壊すべく、挑戦を続けていきます。 

当店では、若者達が出身地を問わず、強み

を生かして活躍しています。スタッフや関

連業者など、関わり方はそれぞれですが、

当店で収入を得ながら起業したり、その準

備を進めています。 

 

当店、「田舎でのんびり癒されたい」とい

う方には向いていません。（休日は除く）

しかし、自分の夢に向かって必死に頑張れ

る方は、何か強みがあれば経験は問いませ

ん。昇給・正社員昇格・ボーナス等、評価

に応じてできる限りのサポートもしま

す！田舎で勝負をかけたい、あなたの挑戦

を待っています！ 

募集内容 

条件：明るくて接客が好きな方、調理の経験などは問いません！ 

給料：時給 850 円～（試用期間 1 ヶ月時給同じ／昇給・正社員昇格・ボーナス有） 

交通費：支給有、自家用車通勤可 

勤務日：定休日（木）以外、その他シフト制 

勤務時間：①10:00～15:00 ②10:00～19:00（休憩 1H） 

休日：定休日（木）、その他シフト制 

福利厚生：社会保障なし 

詳しい問い合わせ先：0820-72-2860 

会社概要 

名称：アロハオレンジ 

所在地：山口県大島郡周防大島町大字久賀 7270 

代表：野口 友希 

電話：0820-72-2860 

E-MAIL：info@alohaorange.com 

URL：http://alohaorange.com/ 

 



移住者歓迎！里山から輝ける地域へ！ 
 

 
 

 
 

 

KASAHARA HONEYは、瀬戸内海に浮

かぶ周防大島の豊かな自然の恵みをお届

けしています。 

2011 年、周防大島に移住・起業し、お

客様や島の皆さんに支えられ、2016 年

には念願のカフェもオープンしました。 

 

しかし、近年は養蜂家の減少や、森林の減

少によるミツバチの生育環境の悪化など

により、国産蜂蜜は全体のわずか数％と非

常に希少価値が高いものとなっています。 

当社では、こういった状況を改善するべ

く、蜂蜜生産量の増加と品質の向上に日々

取り組んでいます。 

養蜂は自然の恵みをいただく反面、ときに

は自然の厳しさにも向かい合わなければ

ならず、決して楽な仕事ではありません。

しかし、だからこそお客様の笑顔に大きな

やり甲斐を感じることができます。 

 

当社は、次世代につながる養蜂を目指し

て、共に努力し合える若者を求めていま

す。もちろん、経験の有無は問いません。 

 

募集内容 

条件：明るくて自然が好きな方、経験は問いません。 

仕事内容：養蜂業全般（ミツバチの管理・環境整備等） 

給料：150,000～（昇給・賞与あり）※試用期間 3ヶ月・給料同じ 

交通費：支給有、自家用車通勤可 

勤務時間：8時間程度（休憩 1時間）※季節・業務内容により変動あり・時間外手当あり 

休日：週休 2日（応相談） 

福利厚生：雇用・労災保険・社宅あり 

備考：ご家族のカフェ等でのパート勤務も可能です。ご相談ください。 

詳しい問い合わせ先：0820-74-5283 

会社概要 

名称：（株）KASAHARA HONEY 

所在地：山口県大島郡周防大島町東三蒲 473-1 

代表取締役：笠原 隆史 

電話：0820-74-5283 

E-MAIL：info@kasahara-honey.net 

URL：http://kasahara-honey.net/ 

 



移住にはまず、安定した収入確保です！ 

（寮も準備します） 

 

 

  

              

 

当社は給食受託会社です。現在、町内 5

施設で、子供たち～お年寄りまで、幅広い

方に食事を通じて、『愛情』を運んでいま

す。 

 

 周防大島町は、ご存知の方も多いでしょ

うが、非常にロケーションが良く、気候も

雨が少なく温暖です。柑橘類栽培や漁業が

盛んな町であり、エメラルドグリーンの海

で囲まれて、テレビでも何度も瀬戸内海の

ハワイと紹介されています。釣り人にも大

人気のスポットです。 

 

 当社の仕事は、365 日朝昼晩と３食、

毎日欠かさず、安全・安心、美味しく、利

用者に食事提供を続けることです。たと

え、台風が来て、停電でも…よって、命を

お預かりしていると言っても過言ではな

く、やりがいのある職種と考えます。 

 

 当社から、皆様にお約束できることは、

安定した収入確保です。定住先が決まるま

で寮も準備します。現在、Ｉターン者も働

いています。ぜひ、一緒に働きませんか？

（新卒もＯＫです！） 

募集内容 

給料：栄養士 月 170,000 円～ 常勤者 月 165,000 円～ パート時給 810 円～ 

勤務場所：周防大島町内（小松・久賀・橘） 

勤務時間：施設により変動します。（5：00～19：30 までの間 常勤 7.75Ｈ、パート相談可 

休日：常勤（月 8 日程度）シフト制、希望休み取得可能です。 

福利厚生：保険各種（社会保険・厚生年金・雇用保険等）、交通費、食事付、寮手配可能、有給 

詳しい問い合わせ先：株式会社日米クック山口営業所 0834-33-3888（中尾） 

会社概要 

会社名：株式会社 日米クック 山口営業所 

所在地：山口県周南市五月町 9-28 ビジネスコート五月町Ｂ 

代表者：代表取締役社長 米谷 伸行 

電話：0834-33-3888 ＦＡＸ：0834-32-3111 

ＵＲＬ：http://www.nichibei.jp 

 



〝移住先で「手に職をつける」″ 
 

 

 

 

 

株式会社くろき建築工房は周防大島の

地域密着工務店です。 

私たちは、昔ながらの木組みの技術で古

民家のリフォーム工事を行っています。 

自社大工による責任施工の継続を目指

して、大工職人の育成に注力していま

す。 

移住してからでも、一生ものの技術を身

に付けることができるチャンスです。 

ぜひ手づくりの素晴らしさを実感して

ください。素朴で豊かに暮らしてみませ

んか？ 

大工職人を優先します。 

未経験の場合は、本気で大工職人を目指

す若者を募集します。 

もちろん、空き家探しなどの移住支援致

します。 

私も I ターン 5 年生のシンマイです。 

まずは何でもお気軽にご相談ください。 

募集内容 

条件：大工職人を優先します。未経験の場合は、本気で大工職人を目指す若者を募集します。 

仕事内容：新築・リフォームの現場で大工作業に従事していただきます。 

給料：150,500 円～387,000 円 ※試用期間 1 か月 給料同じ 

通勤：マイカー通勤可 

就業時間：８：00～17：00 

休日：日曜日 ※弊社カレンダーによる 

福利厚生：雇用・労災・健康・厚生 

必要な資格：普通自動車免許（マニュアル） 入社後取得可 

会社概要 

名称：株式会社くろき建築工房 

所在地：山口県大島郡周防大島町西屋代 1293 

代表取締役：黒木 淳史 

電話：0820-74-1610 

E-mail：mail@tashin-reform.com 

URL：http://www.taishin-reform.com 

 


