
直島カラーズ とは？

空き家バンク

仕事情報

直島の暮らし

イベント

直島町内の空き家と空き地をご紹介。利用者登録をすると、
物件のより詳細な情報を知ることができます。
直島を訪れて見て知ってから、利用者登録をしてください。

直島町の求人情報をご紹介。掲載情報は、随時募集中。
実は無料で掲載できるので、気軽にお問合せを！
今回掲載している会社（団体）からの求人情報も掲載される
ことがあるので、チェックしてみてください。

セキララちゃんが新鮮でセキララな直島のくらしの情報を
「セキララ☆直島！ 暮らしの情報局」でご紹介します！

直島町内のイベント、香川県の移住者交流会などの情報
はこちら。セキララちゃんも参加するかも !?

直島のまちや人の魅力を伝え、暮らしを彩るサイトです。
移住・定住希望者への空き家や空き地の紹介、
島内の仕事の紹介、そのほか直島の新鮮で
キラキラした情報をお伝えします。

https://naoshimacolors.com

https://www.crie.co.jp/
page/sticc/

瀬戸・たかまつ 移住&キャリアサポートセンター
東京および大阪にあるセンターでは、移住・
転就職の相談やセミナーを対面・オンライン
（大阪は事前予約制オンラインのみ）で行って
いるので、ぜひ参加してみてください。

直島町
公式サイト

直島町観光協会公式
「直島観光旅サイト」
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発　行 : 直島町役場 まちづくり観光課
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直島のお仕事について
ハジメマシテ  直島に移住して来まシタ、セキララ と申しマス。

直島町地域おこし協力隊の活動を陰ながら支えておりマス。

ここでは、直島で生活していくには、お家も大切たげど、お仕事も大事  直島のお仕事（会社さ

ん、団体さん）を紹介していくので、ぜひお仕事探しの参考にしてください  島の北部は産業

エリア　 で、三菱マテリアル（株）を中心とする工場がた～くさんありマス   中央部は教育・

文化エリア　 。教育施設や各集落、役場や郵便局、お店など、直島町民の生活の場になっていマ

ス  南部は観光エリア　 。ベネッセアートサイト直島、ふるさと海の家「つつじ荘」、 琴弾地

海水浴場、つり公園といったレジャー施設やアート施設があり、観光客で賑わっています。

直島については、「なおしまエリアマップ」や「なおしま 移住のてびき」も参考にしてくださいネ
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【勤務地】の末尾　　　　のアルファベットはエリアを表しています。 表紙をご覧ください。
❶業種 ❷仕事内容　❸社宅の有無　

誌面に掲載されている情報は、11月 1日現在のものです。

本荘ケミカル株式会社

【勤務地】直島町 4092、4088-2
【ＴＥＬ】087-892-3415･2816

島小屋 | BOOK CAFE & TENT STAY

【勤務地】 直島町 882-1
【ＴＥＬ】 090-4107-8821

【担当者から一言】
築 130 年の古民家をリノ
ベーションしたブックカフェ。
夜は室内テント泊スタイルの
ゲストハウスを行っています。

株式会社ルッソ

【勤務地】直島町 518-2、2249-40
【ＴＥＬ】 087-813-2533

【担当者から一言】
「笑顔」の絶えない、
アットホームな社風
です！

A&C株式会社「直島旅館 ろ霞」

【勤務地】 直島町 1234
【ＴＥＬ】 087-899-2356

【担当者から一言】
若手現代アート作家の作品に
出会える宿がコンセプトです。
ぜひ、一度見にきてください。

直島漁業協同組合

【勤務地】 直島町 834-5
【ＴＥＬ】 087-892-2244

【担当者から一言】
直島町は温暖な気候に
恵まれ、安心して働ける
地域環境です。

木村プロパン株式会社
❶ 建設業
❷ 水道、下水道配管工事
　 衛生器具取付工事　LPガス販売
　 ガス工事　ガソリンスタンド業務
❸ 独身寮（女子）有り
　 家族寮有り

【勤務地】直島町 1665-1
【ＴＥＬ】 087-892-2524

【担当者から一言】
色々な仕事が経験できます。
直島で働いてみませんか。

株式会社 真田トラスト（SANAMANE）
❶ 宿泊業 サービス業
❷フロント業務、接客、施設整備、清掃、
　 キッチン業務等
❸ 単身用あり（宮浦）

【勤務地】 直島町 2182
【ＴＥＬ】 087-813-3177

【担当者から一言】
7:00～21:00位まで、時間帯によっ
て業務内容は異なりますが、直島を
訪れた方にとって、素晴らしい滞在
として記憶に残るようなお手伝いを
させていただいています。お客様との
出会いから、あなたの人生が大きく
変わることもあるかもしれません。

有限会社 町川組
❶ 建設業
❷ 現場職（足場組立が主）
❸ 無し（住居探しの相談可）

【勤務地】 直島町 4092-5
【ＴＥＬ】 087-892-3234

NPO法人直島町観光協会
❶ 小売業
❷ 観光案内業務、特産品販売業務
　 町営バス運行管理業務、アート施設運営業部
❸ なし

【勤務地】 直島町 2249-40
【ＴＥＬ】 087-892-2299

【担当者から一言】
海外からのお客様も多く、
大変な事もありますが、対
応ひとつでお客様の満足
度が変わるので、やりがい
のある職場です。

Comuni（直島カフェコンニチハ）

【勤務地】 直島町 845-7
【ＴＥＬ】 087-892-3308

【担当者から一言】
世界屈指のゆるカフェ
として地元密着、観光
のお客様双方にご利用
頂いています！

（有）建築工房おおやま
❶ 建築工事業
❷ 一般住宅、店舗設計施工、直島町公共工事
❸ あり

【勤務地】 直島町 4777-23
【ＴＥＬ】 087-892-4313

【担当者から一言】
直島の気候、風土に寄り
添い、太陽、風を活かした
暮らしをするために、木、
漆喰、土などの自然素材
を活かした心地よい住空
間を提案したします。

石井建設株式会社
❶土木建設業
❷・直島町内の工事現場での土木作業
　 ・直島町内の工事現場での監督業務
❸あり（家族用、独身の方も相談に応じます）

【勤務地】 直島町 3299-36
【ＴＥＬ】 087-892-2211

【担当者から一言】
幅広い年齢の社員が活躍しており、アット
ホームな雰囲気の職場です。残業時間は、ほ
ぼなし！ 仕事と同じように家庭の時間やプラ
イベートの時間も充実させることができます。
経験は問いません。ものづくりの好きな方、私
たちと一緒に働きませんか？

SPARKY’ｓ Coffee
❶ 飲食業
❷ 接客
　 調理補助
❸ 無し
　 （住居探しの
　  相談可）　

❶ 飲食業
❷ 接客、調理補助
❸ 無し
　 （住居探しの相談可）　

【勤務地】 直島町 2310-40
【ＴＥＬ】 087-897-6606

【勤務地】直島町 1915、1916
【ＴＥＬ】 087-802-4384

SPARKY’ｓ House

【担当者から一言】
健康で直島が好きな方大歓迎。現
従業員もほぼ未経験から勤めて
いますので、お気軽にお問い合わ
せください。SPARKY’ｓでは夏季
休暇中や瀬戸芸期間中に来てい
ただける方をお待ちしてます。

【担当者から一言】
直島の中核施設であるホテル「ベネッセハウス」は、「宿泊
できる美術館」と呼ばれるとおり、ホテルと美術館が融合
した世界でも珍しい施設です。この島の自然とアート、建
築を求めて、国内・海外から数多くのお客様が訪れます。

三菱マテリアル株式会社 直島製錬所
❶ 製造業
❷ 非鉄金属の製造・リサイクル事業
❸ 独身寮あり

【勤務地】直島町 4049-1
【ＴＥＬ】 087-892-2111

【担当者から一言】
「人と社会と地球のために」
の理念のもと、地域との共生
を図りながら、世界一の製錬
所を目指します。

株式会社 直島文化村 (Benesse House)

【勤務地】 直島町 364-1
【ＴＥＬ】 087-892-2070

四国汽船株式会社

【勤務地】 直島町 2249-40
【ＴＥＬ】 087-892-2657

【担当者から一言】
離島の交通を担う、なくて
はならないお仕事です！
経験の有無関係なく、ぜひ
一度お問い合わせください！

株式会社多丸組

【勤務地】直島町 1682-1
【ＴＥＬ】 087-892-3076

株式会社ユーレックス

【勤務地】 直島町 3718
マイロッジ直島および関連店舗

【ＴＥＬ】 087-873-2106

カフェサロン中奥 ゲストハウス路地と灯りヒフミヨ珈琲舎

【勤務地】 直島町 1167
【ＴＥＬ】 087-892-3887

【担当者から一言】
直島本村地区のカフェサロン中奥・ゲス
トハウス路地と灯りでは、私たちと一緒に
働いていただける方を募集しております。
島のアートを目指して日本はもとより、世
界中からゲストが訪れます。
興味のある方は、是非下記メール（担当 小
林）まで履歴書を添えて ご連絡ください。
nakaoku@ksn.biglobe.ne.jp

❶ 化学メーカー
❷ 無機化学と有機化学の両方を扱う化学の
　 素材メーカー
　・総合職（生産管理、品質管理）
　・工場製造スタッフ（機械設備などを
　　用いた加工、包装作業など）
❸ 直島島内、岡山県玉野市に独身寮あり

【担当者から一言】
所定労働時間の短縮や、有給休暇取得率100%な
ど、働きやすい環境を作るための改革を推進中です。
暮らしを豊かにする先進マテリアルを提供する私た
ちとともに働いてくださる方、お待ちしております！

【担当者から一言】
屋外作業ですので夏は暑く、冬は寒いですが自然災
害の復旧工事など意義のある仕事や、形となり残る
仕事です。社員の方々が気持ち良く仕事をして頂け
るよう代表者、事務等で気を配っています。当社に関
心が少しでもあれば遠慮なくお電話ください。お待ち
しております。よろしくお願い致します。

❶ カフェ・ゲストハウス
❷ カフェ・ゲストハウスでの接客・
　 調理・運営・清掃・企画・デザイン・
 　DIY・SNS情報発信
❸ 女性専用社宅有り

❶ 飲食業
❷ 接客、調理、清掃、経理事務、店舗作り
　 （系列店の宿業務ヘルプ）
❸ 独身（家族）寮、シェアハウス（1部屋1名）
　※空きがあれば

❶ サービス業 
❷ ホテル、レンタサイクル、カフェ、
　 レストランのスタッフ
❸ 独身寮あり（もしくは、住宅手当あり）

❶ 旅館業 
❷ サービス・調理・
　 施設管理（清掃、庭園整備）
❸ 独身寮有り、家庭用寮応相談

❶ 水産業協同組合 
❷ 組合員のみなさんが、漁業を営む
　 ために必要な業務を行っています。
❸ なし

ふるさと海の家 つつじ荘（株式会社直島アートユニット）

【勤務地】 直島町 352-1
【ＴＥＬ】 087-892-2838

【担当者から一言】
瀬戸内の美しい海が見える、直島町営の宿泊施設
です。美術館近くの自然豊かなエリアで、海外各国
から来るお客様を“おもてなし”するお仕事です。

【担当者から一言】
世界中から直島を訪れるお客様に快適な宿泊、おいしい食
事、わくわくのツアーを提供し、忘れられない思い出となる
旅行を創出する仕事です。都会の慌ただしさから離れ、アー
トの島で充実したスローライフを満喫するのも人生の選択
の一つ、そのような生き方を応援します。

❶宿泊業・飲食業 
❷１．直島町ふるさと海の家 つつじ荘の
　　  宿泊・フロント業務
　 ２．UMI NO STANDの店舗運営 ·販売業務
　 ３．直島町ふるさと海の家 つつじ荘の施設清掃業務
　 ４．キッチンスタッフ
❸有（シェアハウス等）

❶ 運輸業 
❷ 船員、切符販売、貨物集荷・配達、綱取り
❸ 社員寮内に男性用独身者用の部屋あり
　※風呂・トイレ・食堂などは共用

❶宿泊業・飲食業・旅行業・レンタル業
❷・宿泊業…フロント・ルームクリーニング・
　　　　　　メンテナンス・マーケティング
　 ・飲食業…サービス・調理・メンテナンス
　 ・旅行業…旅行企画・手配・ガイド・添乗・
　　　　　　マーケティング
　 ・レンタル業…レンタカー・レンタサイクル
❸単身者用の寮、家族用の契約住宅あり

❶飲食業及び宿泊サービス
❷ホール接客、調理補助、受付・清掃等
❸寮あり（独身者用）

❶宿泊業、サービス業
❷ホテル【ベネッセハウス（Benesse House）】の
　 フロント業務。4棟65室のホテルで、チェック
　 イン・チェックアウトから客室案内、コンシェル
　 ジュ、客室管理など、幅広い内容のお仕事です
❸ 社員寮・社宅あり
　 （本人負担額：単身入居の場合、平均1万円/月）

❶ 土木業 
❷ 道路工事、建屋基礎工事
❸ 社宅有 独身寮（通勤不可でご家族がある
　 方は、社宅をご用意させていただきます。）
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