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まずはハローワーク八重山へ問い合わせ！
ダイレクトな求人情報ももちろんですが、石垣島ではどんな職種の求人が多いのか、相場
の給与・処遇条件などの情報も得ることができます。希望職種などを絞り込んでいる方は、
求人が出ていなくても気になる企業があれば直接連絡を入れてみるのもいいでしょう。

Step1

面接は効率良くスケジュールを組もう！
面接のために渡航する負担を少しでも軽くするため、一度の渡航で
複数社面接を受けるなど効率良くスケジュールを組みましょう。

Step2

面接日時には余裕を持って！
石垣島は離島ですので、アクセスに関しては天候の影響を大きく受けま
す。飛行機の発着の遅れなども考えて面接日時を決めるようにしましょう。
島内の道が混み合うことはほとんどありませんので、その点は安心です。

Step3

移住の予定時期などもしっかり交渉！
面接の際には、いつから働けるのかなども大切な採用ポイントです。今の
職場との調整、希望する移住時期などをきちんと伝えて交渉しましょう。

Step4

採用が決まったら、移住の準備を！
採用が決まったら、早速移住のための準備を進めましょう。住
まいの確保や引越し準備など大忙しになると思いますが、石
垣島での楽しい生活が待っています！お～りと～り、石垣島！

Step5
移住後に仕事探しを

される方も多いですが、その
場合もどのような求人が多いかな
どの情報収集は移住前にされること
をオススメします。また、石垣島では空
室のある賃貸物件が少ないという現
状があります。面接で来島された
際には、ぜひ住まいの情報も
集めてみてください！

ワンポイントアドバイス！

石垣市　企画部企画政策課
沖縄県石垣市美崎町14
TEL／0980-82-1350  FAX／0980-83-1427
http://www.city.ishigaki.okinawa.jp

おきなわ移住の輪
https://okinawa-iju.jp/

石垣市移住ポータルサイト
https://ishigaki-ijyu.com/

お 仕事サポート 移 住サポート
八重山公共職業安定所（ハローワーク）
沖縄県石垣市登野城55-4　石垣地方合同庁舎
TEL／0980-82-2327

さぁ、早速石垣島で仕事を探してみよう！
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ギモンを解決！
石垣島のおシゴト事情
ギモンを解決！

石垣島のおシゴト事情
生活の基盤となる「仕事」は、石垣島で生きていくにあたって欠かせない大変重要な要素です。

石垣島ではどんな仕事ができるだろう？島の人たちと一緒に上手く働けるかな？
そもそも本当に仕事が見つかるのだろうか？

石垣市の移住・定住支援サポーターがそんな疑問や不安にお答えします！

石垣島では
多くの移住・Uターン成功者が働いています。
センパイ移住者たちに、
転職成功のヒケツを聞いてみました！

伊盛 洋子さん

INTERVIEW01

20年以上前ですが、前職の関係で観葉植物の
生産や卸しをして独立しようと私が石垣島に移住
した頃、市商工会の島の特産品を作る活動が本
格的に始動しました。その考えに共感した私は積
極的に活動に参加し、石垣市特産品販売セン
ターの初代店長に。後にオンリーワン商品を作り
たいという強い想いから、島民に愛されている島
酒のゼリーを作ろうと考え今に至ります。大事な
のは、どんな仕事でもまずは本気で働き色々と経
験することです。それによりアイディアが生まれ、
愛される商品、仕事に繋がるのだと思います。

何でもいい！まずは働く
そこから自分にしかできないことを
見つける

島の人との繋がりが一番大事！
夢を現実にできる島で叶えた幸せ

INTERVIEW02

岡田 誠さん 59 歳／鹿児島県出身

34歳 /東京都出身

移住歴／ 25年
前職／グリーンコーディネーター（大阪
にて）※現在も植物生産・卸しは継続中
起業準備期間／１年
コレが大事！／目標を持って人に左右
されず、自分を信じて頑張ること。

人口約49,000人が住む石垣市は沖縄県内屈指の観光都市であり、地元企
業をはじめ沖縄本島や日本全国から多くの企業が進出してきています。そのた

め、離島でありながらも数多くの業種で求人があり、積極的に移住・Uターン希望者
を受け入れています。

Q1
石垣島にはどんな仕事が
ありますか？

A1

石垣島への観光客は年々増加を続けており、ホテ
ルや飲食店、お土産店など観光に関わる仕事では

通年求人が多いです。また、保育士や介護士、看護師な
ど島民の生活に密着した職種も需要があります。

Q2
探しやすい職種は
ありますか？

A2

石垣島へ
転職成功のヒケツ！
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どんな
仕事？ 給与は？面接は？
どうやって

探す？

まずは八重山公共職業安定所（ハローワーク）へ問い合わせるなど情報収集から始
めましょう。現在お住いになられている近隣のハローワークから問い合わせること

も可能です。また、働きたい業種や職種が決まっている場合は、それらをピンポイントでイン
ターネット検索して企業に直接コンタクトをとる方法もあります。積極的な姿勢が大切です。

Q3
仕事探しはどうやって
始めればいいのでしょうか？

A3

多くの企業では移住・Uターン希望者の場合、その点を考慮して面接を行
なっています。それでも面接の度に何度も足を運ぶのは大変です。移住前

に面接を受ける場合は一回の渡航で複数社とアポイントを取るなど、効率よく就
職活動ができるように工夫しましょう。

Q4
面接のために何度も島に
行く必要はありますか？

A4

一概に高い、安いとは言えませんが、全国的にみ
て平均賃金は決して高くはありません。ご自身の

島での生活を現実的に考え、想定した生活水準を満たせ
るよう面接時に交渉することが大切です。

Q5
お給料は
安いのでしょうか？

A5

少し警戒心が強いと言われる島人ですが、その分
一度内側に入った人にはトコトン優しいのも特徴で

す。積極的に交流しようとする姿勢が伝われば、すぐに
打ち解けて皆さんも石垣島人になれるでしょう。

Q6
石垣島の人と上手く付き
合っていけるか不安です。

A6

移住歴／14年
前職／牧場、遊園地、飲食店（いずれ
も店長を経験）
就職活動期間／1日（移住後に開始）
コレが役に立った！／前職での店長経
験。これまで培ってきたスキルは重要！

石垣島では飲食店の求人が多く、私は前職の経
験を活かして最初は飲食店に転職しました。その
後縁あって石垣島出身の主人と結婚し、主人の
家業を手伝うことに。それが現在の職場『ミルミル
本舗』です。お手伝い開始当初から店長となり、
現在は統括として働いています。大切にしている
ことは、島の人との繋がりです。何事にも一生懸
命に取り組めば、島の人たちは皆見てくれていま
す！今は夢だった「自分のお店」から見える青い海
と綺麗な夕日を満喫しながら、仕事に子育てに奮
闘する充実した毎日を送っています。

職場／石垣島泡盛ゼリー本舗

職場／石垣島ミルミル本舗本店

しまんちゅ
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ホテル名／石垣島ホテルククル

〈会社概要〉
所在地／907-0012
　　　　沖縄県石垣市美崎町8-1
TEL／0980-82-3380
FAX／0980-87-4578
URL／http://www.cucule.jp
設立年月日／2008年3月28日
年商（2016年度）／1億6,000万円
従業員数／25名
事業内容／ホテル業、不動産業、保育事業

〈勤務条件・処遇〉
勤務時間／実働８時間
諸手当、休日・休暇、福利厚生、採用職種
／要問い合わせ

経験者優遇あり、未経験者歓迎

ホテル名／石垣シーサイドホテル

〈会社概要〉
所在地／907-0453
　　　　沖縄県石垣市川平154-12
TEL／0980-88-2094
FAX／0980-88-2425
URL／http://www.ishigaki-seasidehotel.com/
設立年月日／1972年
年商（2016年度）／－
従業員数／60名
事業内容／ホテルの経営及び運営

〈勤務条件・処遇〉
諸手当／残業手当、通勤手当
勤務時間／5:30～22:00（シフト制/実働8時間）
休日・休暇／月８日
福利厚生／健康保険、雇用保険、労災保険、
厚生年金
採用職種／飲料サービス、調理、洗い場、フロ
ント、客室清掃、施設管理
経験者優遇あり、未経験者歓迎

ホテル名／南の美ら花ホテルミヤヒラ

〈会社概要〉
所在地／907-0012
　　　　沖縄県石垣市美崎町4-9
TEL／0980-82-6111
FAX／0980-83-3236
URL／https://www.miyahira.co.jp
設立年月日／1953年8月１日
年商（2016年度）／11億8,465万円
従業員数／108名
事業内容／ホテル業
〈勤務条件・処遇〉
諸手当／通勤手当、住宅手当
勤務時間／シフト制
休日・休暇／月7日
福利厚生／健康保険、雇用保険、労災保険、
厚生年金、資格支援、ユニホーム貸与、育
児介護休業制度、退職金制度
採用職種／フロント、レストラン、客室、設備、
調理
経験者優遇あり、未経験者歓迎

ホテル名／アートホテル石垣島

〈会社概要〉
所在地／907-0022 沖縄県石垣市大川559
TEL／0980-83-3311
FAX／0980-83-0177
URL／https://www.art-ishigakijima.com/
設立年月日／1984年2月1日
年商（2016年度）／19億円
従業員数／180名
事業内容／宿泊業

〈勤務条件・処遇〉
諸手当／残業手当、その他手当
勤務時間／（シフト制）、月平均所定労働時間
161時間
休日・休暇／年間105日、特別休暇
福利厚生／グループホテル割引制度、社内割
引制度、社内表彰制度、社員食堂
採用職種／宿泊サービススタッフ、料飲サービ
ススタッフ、調理スタッフ
経験者優遇あり、未経験者歓迎

タイム・アロー八重山株式会社

宮平観光株式会社中村企業株式会社 有限会社ブルーマリン石垣

株式会社琉球ホテルリゾート八重山

ホテル名／ THE Seven Stars Resort ISHIGAKI

〈会社概要〉
所在地／907-0332
　　　　沖縄県石垣市伊原間2-278
TEL／0980-89-2567
E-mail／mail@ssr.okinawa
URL／http://ssr.okinawa/
設立年月日／2004年4月14日
年商（2016年度）／3,350万円
従業員数／3名
事業内容／ホテルの経営及び運営

〈勤務条件・処遇〉
諸手当／－
勤務時間／8:00～22:00（シフト制）
休日・休暇／月6～8日（繁忙期除く）、年104日
（年間変形労働を採用）
福利厚生／雇用保険、労災保険
採用職種／ホテル全般スタッフ（フロント、清掃、
オペレーション、調理補助、夕食ホール業務）
経験者優遇あり、未経験者歓迎

株式会社ローズウッド
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石垣島には
こんなにチャンスがある
現在、積極的に移住・Uターン希望者を
受け入れている企業の一部をご紹介します。

掲載企業のポイント
下記の①～③のいずれかの条件を満たしている企業を掲載しています。
①これまでに移住・Uターン希望者の受け入れ実績がある
②現在、求人中である
③これまでに受け入れ実績はないが、
　今後積極的に受け入れる予定がある
※各企業の掲載内容は平成 29年 9月現在の情報です
※給与条件につきましては、直接各企業へお問い合わせください

〈会社概要〉
所在地／907-0013
　　　　沖縄県石垣市浜崎町2-4-10
TEL／0980-82-4115
FAX／0980-82-4591
URL／ー
設立年月日／ー
年商（2016年度）／ー
従業員数／7名
事業内容／船舶販売、修理、旅館業、不動産

〈勤務条件・処遇〉
諸手当／残業手当、住宅手当、家族手当
勤務時間／8:30～18:00
休日・休暇／週2日、年末年始
福利厚生／健康保険、雇用保険
採用職種／整備士（船舶）

経験者優遇あり、未経験者歓迎

今回の

店舗名／郷土料理舟蔵の里

〈会社概要〉
所在地／907-0024 沖縄県石垣市新川2468-1
TEL／0980-82-8108
FAX／0980-83-3538
E-mail／info@funakuranosato
URL／http://www.funakuranosato.com/
設立年月日／－
年商（2016年度）／2億5,000万円
従業員数／36名
事業内容／飲食業、観光サービス業
〈勤務条件・処遇〉
諸手当／残業手当、通勤手当又は住宅手当
勤務時間／10:00～22:00、又は3交代制（応相談）
休日・休暇／月6日（シフト制/応相談）
福利厚生／健康保険、雇用保険、労災保険、
厚生年金
採用職種／調理、調理補助スタッフ、接客ス
タッフ（英会話、中国語会話できる方優遇）、事
務経理スタッフ
経験者優遇あり、未経験者歓迎

有限会社舟蔵の里

〈会社概要〉
所在地／907-0022
　　　　沖縄県石垣市大川288-5
TEL／0980-88-7030
FAX／0980-87-7322
URL／http://penshoku.com/
設立年月日／2005年8月1日
年商（2016年度）／－
従業員数／37名
事業内容／飲食業（調理、補助、接客）、調味
料製造、卸し、販売
〈勤務条件・処遇〉
諸手当／残業手当、通勤手当、職務手当、食
事手当、その他手当
勤務時間／勤務場所による
休日・休暇／日曜定休
福利厚生／健康保険、労災保険、厚生年金、
エコ通勤、海外研修（参加条件あり）　等
採用職種／調理、調理補助、接客、製造、事務 等

経験者優遇あり、未経験者歓迎

有限会社ペンギン食堂

店舗名／やいま家庭料理さつき

〈会社概要〉
所在地／907-0012
　　　　沖縄県石垣市美崎町7-16
TEL／0980-82-1139　FAX／－
URL／https://www.miyahira.co.jp/
設立年月日／1984年1月
年商（2016年度）／7,500万円
従業員数／16名
事業内容／居酒屋「家庭料理・郷土料理」

〈勤務条件・処遇〉
諸手当／通勤手当、住宅手当
勤務時間／1日7.3時間
休日・休暇／月7日
福利厚生／健康保険、雇用保険、労災保険、
厚生年金、ユニホーム貸与、育児介護休業制
度、退職金制度
採用職種／調理、ホール

経験者優遇あり

ミヤヒラ商事株式会社

株式会社海邦土木

〈会社概要〉
所在地／907-0002
　　　　沖縄県石垣市真栄里484-1
TEL／0980-83-6224
FAX／－ 
URL／－
設立年月日／1997年10月28日
年商（2016年度）／－
従業員数／12名
事業内容／土木建設業

〈勤務条件・処遇〉
諸手当／残業手当
勤務時間／8:00～17:00
休日・休暇／年末年始、慶弔休暇
福利厚生／健康保険、雇用保険、労災保険、
厚生年金
採用職種／－

経験者優遇あり、未経験者歓迎

有限会社兼久建設

〈会社概要〉
所在地／907-0003
　　　　沖縄県石垣市平得344
TEL／0980-83-6570
E-mail／toshikazu9524@yahoo.co.jp 
URL／－
設立年月日／2001年6月21日
年商（2016年度）／1億8,565万円
従業員数／9名
事業内容／土木、住宅修繕工事

〈勤務条件・処遇〉
諸手当／残業手当
勤務時間／8:00～18:00
休日・休暇／週2日
福利厚生／健康保険、雇用保険、厚生年金
採用職種／土木作業員、現場監督員（特別手
当支給）、重機オペ（特別手当支給）

経験者優遇あり、未経験者歓迎

株式会社紫電舎

〈会社概要〉
所在地／907-0002
　　　　沖縄県石垣市真栄里375-8
TEL／0980-82-4811 FAX／0980-83-1409
URL／－
設立年月日／1972年2月11日
年商（2016年度）／－
従業員数／37名
事業内容／一般電気設備工事、給排水衛生設
備工事、オール電化工事一式、建設・土木工事、
上下水道施設工事、沖縄電力配電委託工事他

〈勤務条件・処遇〉
諸手当／残業手当、その他手当
福利厚生／健康保険、雇用保険、労災保険、
厚生年金、建退共退職金制度
採用職種／電気工事作業員
勤務時間、休日・休暇／詳細は面接にて

経験者優遇あり、未経験者歓迎

株式会社信用組

〈会社概要〉
所在地／907-0024
沖縄県石垣市新川414-1信用ビル2F 
TEL／0980-82-2350 FAX／0980-82-2386
URL／http://shinyogumi.com/
設立年月日／1984年10月3日
年商（2016年度）／11億6,500万円
従業員数／15名
事業内容／総合建設業、建築、土木

〈勤務条件・処遇〉
諸手当／通勤手当
勤務時間／8:00～18:00（建設業技術者の
場合、職種により例外あり）
休日・休暇／日曜日（建設業技術者の場合、職
種により例外あり）
福利厚生／健康保険、雇用保険、労災保険、
厚生年金
採用職種／建設業技術者
経験者優遇あり、未経験者歓迎

株式会社西鋼業

〈会社概要〉
所在地／907-0001
　　　　沖縄県石垣市大浜78
TEL／0980-87-0294 FAX／0980-87-0295
URL／nishikougyou@rouge.plala.or.jp
設立年月日／2015年4月10日
年商（2016年度）／1億4,000万円
従業員数／10名
事業内容／鉄筋工事業

〈勤務条件・処遇〉
諸手当／残業手当
勤務時間／8:00～18:00、年末年始、旧盆、
GW（2日）
休日・休暇／週１～２日
福利厚生／健康保険、雇用保険、労災保険、
厚生年金、社宅・寮あり
採用職種／鉄筋工職長、鉄筋工、運搬業務
（4tトラック）
経験者優遇あり、未経験者歓迎

株式会社日誠プランニング

〈会社概要〉
所在地／907-0024
　　　　沖縄県石垣市新川2278-10
TEL／0980-83-6225　FAX／0980-83-6227
URL／－
設立年月日／1988年
年商（2016年度）／－
従業員数／13名
事業内容／建設コンサルタント（測量、設計、
調査）

〈勤務条件・処遇〉
諸手当／残業手当、資格手当
勤務時間／8:30～17:30
休日・休暇／土日祝日、週2日
福利厚生／健康保険、雇用保険、労災保険、
厚生年金、財形貯蓄
採用職種／測量、地質調査、磁気探査、設計

経験者優遇あり、未経験者歓迎

移住・Uターン希望者受け入れ企業LIST
株式会社八重山産業開発

〈会社概要〉
所在地／ 907-0024
　　　　沖縄県石垣市新川 211
TEL ／ 0980-82-5077
FAX／ 0980-82-7900 
URL ／－
設立年月日／2016年11月1日
年商（2016年度）／1,000万円
従業員数／ 1名
事業内容／飲食業、建設業

〈勤務条件・処遇〉
諸手当／通勤手当、その他手当
勤務時間／業種によりシフト制及びローテー
ション勤務
休日・休暇／週2日
福利厚生／健康保険、雇用保険、労災保険、
厚生年金
採用職種／上記関連職種
経験者優遇あり、未経験者歓迎
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店舗名／とぅもーるショップ・石垣島商店
とぅもーるネットセンター石垣

〈会社概要〉
所在地／907-0012 沖縄県石垣市美崎町1
TEL／0980-88-0822
FAX／0980-88-0823
URL／http://www.yaeyama.co/
設立年月日／2005年5月23日
年商（2016年度）／1億5,150万円
従業員数／7名
事業内容／特産品等の販売、物産展・ポートラ
ウンジ
〈勤務条件・処遇〉
諸手当／要問い合わせ
勤務時間／6:30～18:30（シフト制/実働8時
間）
休日・休暇／4週６休
福利厚生／厚生年金・健康保険、雇用保険、
労災保険
採用職種／販売、総務経理
経験者優遇あり

株式会社石垣市経済振興公社有限会社南ぬ島交通

〈会社概要〉
所在地／907-0001
　　　　沖縄県石垣市新川822-8
TEL／0980-87-5882
FAX／0980-87-5883
URL／－
設立年月日／1999年7月
年商（2016年度）／4,000万円
従業員数／11名
事業内容／観光バス会社

〈勤務条件・処遇〉
諸手当／残業手当、無事故手当、精勤手当
勤務時間／週40時間（泊有り）
休日・休暇／週２日
福利厚生／健康保険、雇用保険、労災保険、
厚生年金
採用職種／要問い合わせ

経験者優遇あり

八重山港運株式会社

〈会社概要〉
所在地／907-0013
　　　　沖縄県石垣市浜崎町1-2
TEL／0980-82-2050
FAX／0980-82-3774
URL／－
設立年月日／1963年1月25日
年商（2016年度）／－
従業員数／65名
事業内容／港湾荷役運送業（貨物船の荷役
作業から配達など）
〈勤務条件・処遇〉
諸手当／要問い合わせ
勤務時間／9:00～17:00
休日・休暇／日曜
福利厚生／健康保険、雇用保険、労災保険、
厚生年金、傷害保険
採用職種／窓口対応スタッフ、事務職、配送ド
ライバー、作業員、フォークリフト作業員
経験者優遇あり、未経験者歓迎

三ツ星タクシー合名会社

〈会社概要〉
所在地／907-0024
　　　　沖縄県石垣市新川2332-2
TEL／0980-82-3755
FAX／0980-83-0098
URL／http://www.3star-taxi.jp/
設立年月日／1962年6月26日
年商（2016年度）／1億2,400万円
従業員数／33名
事業内容／タクシー事業、旅客運送事業

〈勤務条件・処遇〉
諸手当／要問い合わせ
勤務時間／昼勤8:00～17:00、夜勤18:00
～2:00
休日・休暇／週1日
福利厚生／健康保険、雇用保険、労災保険、
厚生年金、傷害保険
採用職種／タクシー乗務員
未経験者歓迎

琉球真珠株式会社

〈会社概要〉
所在地／907-0453沖縄県石垣市川平934
TEL／0980-88-2288
E-mail／ozaki@parliwe-kabira.co.jp
URL／http://www.ryukyu-shinju.co.jp/
設立年月日／1951年11月19日
年商（2016年度）／2億1,700万円
従業員数／26名
事業内容／真珠養殖、販売
〈勤務条件・処遇〉
諸手当／残業手当、住宅手当　他
勤務時間／8:30～17:30
休日・休暇／週２日、年末年始、旧盆、年次有
給休暇
福利厚生／健康保険、雇用保険、労災保険、
厚生年金、退職金あり（勤続２年以上）、単身
寮あり（西表島）
採用職種／真珠養殖スタッフ（石垣島川平、
西表島船浮）
未経験者歓迎

有限会社川良山交通

〈会社概要〉
所在地／907-0023
　　　　沖縄県石垣市石垣527-14
TEL／0980-88-1777
E-mail／taxi@kawarayama.jp
URL／http://ishigakijima-kotsu.com/
設立年月日／1996年11月20日
年商（2016年度）／1億500万円
従業員数／25名
事業内容／タクシー事業

〈勤務条件・処遇〉
諸手当／残業手当、深夜手当
勤務時間／8:00～17:00、18:00～27:00
休日・休暇／週40時間以内（シフト制）
福利厚生／健康保険、雇用保険、労災保険、
厚生年金
採用職種／タクシー乗務員

株式会社農園生産法人
石垣島SUNファーム

〈会社概要〉
所在地／907-0003
　　　　沖縄県石垣市平得1535-34 
TEL／0980-87-5584
FAX／0980-87-5583
URL／－
設立年月日／2012年1月
年商（2016年度）／700万円
従業員数／8名
事業内容／農業、加工業

〈勤務条件・処遇〉
諸手当／残業手当
勤務時間／実働 8時間
休日・休暇／土日
福利厚生／健康保険、雇用保険、労災保険、
厚生年金
採用職種／－

株式会社オキジム

〈会社概要〉
所在地／901-2134
　　　　沖縄県浦添市港川458 
TEL／098-878-7878
FAX／098-870-1577
URL／http://www.okijimu.co.jp/
設立年月日／1955年
年商（2016年度）／37億円
従業員数／132名
事業内容／事務機器販売及びメンテナンス

〈勤務条件・処遇〉
諸手当／役割等級
勤務時間／8:30～17:30
休日・休暇／土日祝日、年次有給休暇日数10
日（入社６ヶ月後）
福利厚生／健康保険、雇用保険、労災保険、
厚生年金
採用職種／営業、技術

経験者優遇あり、未経験者歓迎

株式会社川平ファーム

〈会社概要〉
所在地／907-0453
　　　　沖縄県石垣市川平1291-63
TEL／0980-88-2475 FAX／0980-88-2476
E-mail／kabirafarm@passion-jp.com
URL／http://www.passion-jp.com
設立年月日／1990年5月
年商（2016年度）／7,000万円
従業員数／10名
事業内容／清涼飲料水製造業、喫茶店及び
農園管理
〈勤務条件・処遇〉
諸手当／通勤手当（全額支給）
勤務時間／9:00～18:00（実働８時間）
休日・休暇／週2日（土日）、年末年始、慶弔休暇
福利厚生／健康保険、雇用保険、労災保険、
厚生年金
採用職種／製造スタッフ、販売スタッフ、造園ス
タッフ（パート応談）
経験者優遇あり、未経験者歓迎

有限会社八重泉酒造

〈会社概要〉
所在地／907-0023
　　　　沖縄県石垣市石垣1834 
TEL／0980-83-8000
FAX／－
URL／－
設立年月日／1989年5月12日
年商（2016年度）／－
従業員数／15名
事業内容／泡盛製造、販売業

〈勤務条件・処遇〉
諸手当／通勤手当、家族手当
勤務時間／9:00～18:00
休日・休暇／土日
福利厚生／健康保険、雇用保険、厚生年金
採用職種／泡盛製造

未経験者歓迎

店舗名／金城かまぼこ店

〈会社概要〉
所在地／907-0014 沖縄県石垣市新栄町73-9
TEL／0980-82-3084
FAX／0980-83-3003
URL／http://www.kanbukuya.com/
設立年月日／1958年 
年商（2016年度）／－
従業員数／13名
事業内容／八重山かまぼこ全般、食品製造
業、販売、催事出店

〈勤務条件・処遇〉
諸手当／皆勤手当、通勤手当、家族手当、資
格手当
勤務時間／173時間
休日・休暇／月6日
福利厚生／雇用保険、厚生年金
採用職種／工場員、営業

経験者優遇あり、未経験者歓迎

株式会社石垣島かまぼこ

有限会社ガーデンパナ

〈会社概要〉
所在地／907-0452
　　　　沖縄県石垣市崎枝239-14
TEL／0980-88-2364
FAX／0980-88-2012
URL／－
設立年月日／1992年6月17日
年商（2016年度）／－
従業員数／7名
事業内容／調味料製造、飲食店

〈勤務条件・処遇〉
諸手当／残業手当、通勤手当
勤務時間／9:00～17:00
休日・休暇／週2日、年末年始、慶弔休暇
福利厚生／健康保険、労災保険、厚生年金
採用職種／製造業、調理

経験者優遇あり、未経験者歓迎

有限会社宮城菓子店

〈会社概要〉
所在地／907-0023
　　　　沖縄県石垣市石垣727-1
TEL／0980-83-4833
FAX／0980-83-4877
URL／http://miyagikasiten.com/
設立年月日／1922年
年商（2016年度）／－
従業員数／49名
事業内容／菓子製造業、販売業

〈勤務条件・処遇〉
諸手当／要問い合わせ
勤務時間／7:00～16:00
休日・休暇／土日、年末年始
福利厚生／健康保険、雇用保険、労災保険、
厚生年金
採用職種／工場製造スタッフ

経験者優遇あり、未経験者歓迎

有限会社桃原建材

〈会社概要〉
所在地／ 907-0022
　　　　沖縄県石垣市大川433-1
TEL ／ 0980-82-2038
FAX／ 0980-82-1366
URL ／－
設立年月日／1988年8月30日
年商（2016 年度）／－
従業員数／ 26名
事業内容／建築資材卸売業、内装仕上工事業
〈勤務条件・処遇〉
諸手当／残業手当、住宅手当、家族手当
勤務時間／ 8:00～17:00
休日・休暇／日曜及び月３回（シフト制）、年末
年始、GW、旧盆、16日祭
福利厚生／健康保険、雇用保険、労災保険、
厚生年金、傷害保険
採用職種／建築資材配送業務、木工（軽天）
大工
経験者優遇あり、未経験者歓迎

有限会社大洋開発コンサルタント

〈会社概要〉
所在地／ 907-0017
　　　　沖縄県石垣市崎浜町 2-3-2
TEL ／ 0980-83-0684
FAX／ 0980-83-5704
URL ／－
設立年月日／1984年8月16日
年商（2016年度）／4,600万円
従業員数／ 7名
事業内容／測量業

〈勤務条件・処遇〉
諸手当／要問い合わせ
勤務時間／ 8:30～17:30
休日・休暇／週２日
福利厚生／健康保険、雇用保険、労災保険、
厚生年金、傷害保険
採用職種／測量スタッフ

経験者優遇あり、未経験者歓迎

有限会社大祐土木設計

〈会社概要〉
所在地／907-0024
沖縄県石垣市新川437-1 大祐ビル2F
TEL／0980-82-5725
FAX／0980-83-2914
URL／－
設立年月日／1978年7月6日
年商（2016年度）／8,000万円
従業員数／9名
事業内容／建設コンサルタント（土木設計）、
測量業

〈勤務条件・処遇〉
諸手当／資格手当
勤務時間／8:30～17:30
休日・休暇／週2日、年末年始
福利厚生／健康保険、雇用保険、労災保険、
厚生年金
採用職種／測量士、測量助手、土木設計
経験者優遇あり、未経験者歓迎
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株式会社STAGINGPRIME

〈会社概要〉
所在地／907-0002　沖縄県石垣市真栄里
204-336 フラワーハイツ202
TEL／0980-83-3150
E-mail／prime@shima.tv
URL／http://prime.shima.tv
設立年月日／ 2017年1月6日
年商（2016年度）／ー
従業員数／7名
事業内容／音響、照明、舞台、専門サービス

〈勤務条件・処遇〉
諸手当／要問い合わせ
勤務時間／9:00～17:00
休日・休暇／月6日（シフト制）
福利厚生／健康保険、雇用保険、厚生年金
採用職種／音響、照明、舞台、専門技術ス
タッフ

経験者優遇あり、未経験者歓迎

株式会社環境プラン

〈会社概要〉
所在地／907-0003
　　　　沖縄県石垣市平得128-3
TEL／0980-83-9681
FAX／0980-83-9682
URL／http://www.kankyo-plan.co.jp/
設立年月日／ 1994年1月14日
年商（2016年度）／1億5,000万円
従業員数／12名
事業内容／建設コンサルタント

〈勤務条件・処遇〉
諸手当／通勤手当、住宅手当
勤務時間／9:00～18:00
休日・休暇／土日祝日、年末年始、慶弔休暇
福利厚生／健康保険、雇用保険、労災保険、
厚生年金、傷害保険
採用職種／設計、測量、調査

経験者優遇あり、未経験者歓迎

株式会社オーシャンマリンサービス

〈会社概要〉
所在地／907-0024
　　　　沖縄県石垣市新川396-1
TEL／0980-82-6657　
E-mail／ote8613@gmail.com
URL／－
設立年月日／2000年5月11日
年商（2016年度）／－
従業員数／2名
事業内容／船舶エンジン修理、溶接、スキュー
バダイビングタンク耐圧検査に関する事

〈勤務条件・処遇〉
諸手当／昼食含む、制服支給
勤務時間／実働8時間
休日・休暇／日祝日、お盆、正月、年次有給休
暇
福利厚生／要問い合わせ
採用職種／船舶の修理
経験者優遇あり、未経験者歓迎

店舗名／Y-21 石垣店

〈会社概要〉
所在地／907-0013 沖縄県石垣市浜崎町
3-3-9 コーラルケアガーデン1F
TEL／0980-87-5421　FAX／－
URL／http://hair-mode-scoop.com/
設立年月日／1966年
年商（2016年度）／4億円
従業員数／80名
事業内容／美容業

〈勤務条件・処遇〉
諸手当／通勤手当2,500円～
勤務時間／9:30～19:00
休日・休暇／週2日、年末年始
福利厚生／健康保険、雇用保険、労災保険、
厚生年金、リゾートホテル奨学金制度
採用職種／美容師、美容師補助

経験者優遇あり、未経験者歓迎

株式会社ヘアーモードスクープ

〈会社概要〉
所在地／907-0022
　　　　沖縄県石垣市大川545-25
TEL／0980-82-7867
FAX／0980-83-1606
E-mail／info@salondekimiko.com
URL／http://www.salondekimiko.com/
設立年月日／ 2007年12月17日
年商（2016年度）／－
従業員数／5名（パート含む）
事業内容／美容室（一般美容、ヘアケア商品
の販売、健康補助食品の販売、着付、ヘアメイ
ク）、ブライダル（衣裳、ブライダルヘアメイク、プ
ランニング、結婚指輪）

〈勤務条件・処遇〉
採用職種／美容師、ブライダルスタッフ
諸手当、勤務時間、休日・休暇、福利厚生／要
問い合わせ

未経験者歓迎

株式会社サロンドキミコ有限会社福祉ネットワーク・やえやま

〈会社概要〉
所在地／907-0013
　　　　沖縄県石垣市浜崎町2-2-8
TEL／0980-88-6075　 FAX／－
URL／－
設立年月日／ 2003年
年商（2016年度）／－
従業員数／40名
事業内容／高齢者のデイサービス、小規模多
機能居宅介護、グループホームの運営

〈勤務条件・処遇〉
諸手当／皆勤手当、資格手当、その他手当
勤務時間／8:30～17:30、17:00～9:00
休日・休暇／シフト制
福利厚生／健康保険、雇用保険、厚生年金
採用職種／介護職

経験者優遇あり、未経験者歓迎

アクサ生命保険株式会社

〈会社概要〉
所在地／907-0013
沖縄県石垣市浜崎町1-1-4 石垣市商工会 
TEL／098-862-5084（沖縄支社代表）
FAX／098-862-5089
URL／https://www.axa.co.jp/recruitment/cci/
設立年月日／1994年7月
年商（2016年度）／6,191億円（保険料等収入）
従業員数／45名（沖縄支社全体）
事業内容／生命保険業

〈勤務条件・処遇〉
諸手当／業績給、その他手当
勤務時間／9:15～17:00
休日・休暇／週2日（土日）、祝日、年末年始、夏
期休暇、慶弔休暇
福利厚生／健康保険、雇用保険、労災保険、
厚生年金
採用職種／商工会共済、福祉制度推進スタッ
フ（営業）
経験者優遇あり、未経験者歓迎

〈会社概要〉
所在地／907-0242
沖縄県石垣市白保287-14（生産技術研究所）
TEL／03-3454-4907（本社管理部総務人
事課）
FAX／03-5442-4907
URL／http://www.euglena.jp/
設立年月日／ 2005年8月9日
年商（2016年度）／85億1,200万円
従業員数／130名
事業内容／藻類等を用いた研究、食品開発販
売、化粧品開発、販売等

〈勤務条件・処遇〉
諸手当／通勤手当、近隣手当、その他手当
勤務時間／8:30～17:30
休日・休暇／土日祝日、夏期休暇、年末年始、
創立記念日
福利厚生／カフェテリアプラン
採用職種／研究職
経験者優遇あり

株式会社ユーグレナ

〈会社概要〉
所在地／907-0013
　　　　沖縄県石垣市浜崎町2-1-25 
TEL／0980-82-3828
FAX／0980-83-1876
URL／http://sps08.com/
設立年月日／2007年1月24日
年商（2016年度）／－
従業員数／10名
事業内容／OA事務機器及び関連機器の販
売、保守、レンタル

〈勤務条件・処遇〉
諸手当／残業手当、通勤手当
勤務時間／9:00～18:00
休日・休暇／土（隔週）、日祝日
福利厚生／健康保険、雇用保険、労災保険、
厚生年金
採用職種／営業（OA機器販売）、サービス部
（メンテナンス）
経験者優遇あり、未経験者歓迎

崎浜事務機株式会社

〈会社概要〉
所在地／907-0023
　　　　沖縄県石垣市石垣1665-2
TEL／0980-84-1508
FAX／0980-87-5200
URL／－
設立年月日／ 1976年7月1日
年商（2016年度）／－
従業員数／10名
事業内容／観光土産品（菓子、食品、雑貨、酒
類）の卸売、観光土産品店の経営及び運営
〈勤務条件・処遇〉
諸手当／要問い合わせ
勤務時間／9:00～18:00、空港内販売員は
7：15～20：05（シフト制/実働8時間）
休日・休暇／土日（空港内販売員は週2日）
福利厚生／健康保険、雇用保険、労災保険、
厚生年金
採用職種／ルート配達・営業、倉庫・船積業務、
石垣空港内観光土産品店での販売業務全般
未経験者歓迎

南都物産株式会社　石垣営業所

〈会社概要〉
所在地／907-0024
　　　　沖縄県石垣市新川1744-1 
TEL／0980-82-2146
FAX／0980-82-2564
URL／－
設立年月日／1965年12月1日
年商（2016年度）／－
従業員数／12名
事業内容／酒類卸売業

〈勤務条件・処遇〉
諸手当／要問い合わせ
勤務時間／7.3時間
休日・休暇／月7日（毎週日曜日含）
福利厚生／健康保険、雇用保険、労災保険、
厚生年金、寮あり
採用職種／配送

未経験者歓迎

太洋フーズ株式会社

〈会社概要〉
所在地／907-0004
　　　　沖縄県石垣市登野城723
TEL／0980-82-4329
FAX／0980-82-3213
URL／－
設立年月日／ 2002年6月19日
年商（2016年度）／7億1,000万円
従業員数／35名
事業内容／総合食品卸小売（主に精肉、業務
用、直売店、配送）

〈勤務条件・処遇〉
勤務時間／9:00～18:00、直売店13:00～
22:00（早番～ラスト）
休日・休暇／月5日
採用職種／配送、加工、販売（直売店）
諸手当、福利厚生／要問い合わせ

経験者優遇あり、未経験者歓迎

有限会社砂川冷凍総合食品

店舗名／株式会社JAおきなわSS、大浜SS

株式会社JAおきなわSS

〈会社概要〉
所在地／907-0001
　　　　沖縄県石垣市大浜480-1 
TEL／0980-83-2970　 FAX／－
URL／－
設立年月日／2004年10月1日
年商（2016年度）／－
従業員数／ 314名
事業内容／ガソリンスタンド

〈勤務条件・処遇〉
諸手当／残業手当、販売手当、危険物手当
勤務時間／7:30～20:00（5～8時間/シフト
制）
休日・休暇／週1～2日　※応相談
福利厚生／健康保険、雇用保険、労災保険、
厚生年金
採用職種／給油、洗車スタッフ、その他作業ス
タッフ（オイル、タイヤ交換等）
経験者優遇あり、未経験者歓迎

店舗名／石垣シティ
和風亭石垣シティ店、エディオン石垣シティ

〈会社概要〉
所在地／907-0002
　　　　沖縄県石垣市真栄里301-1、真栄里327
TEL／098-898-2230（本社代表）  FAX／－
URL／http://www.san-a.co.jp/
設立年月日／ 1970年5月28日
年商（2016年度）／1,694億2,700万円
従業員数／7,124名(8時間換算)
事業内容／食料品と衣料品ならびに住居関連
の販売、外食を主体事業とする小売業
〈勤務条件・処遇〉
諸手当／経営職手当、通勤手当、家族手当、
遠隔地手当、その他手当
勤務時間／各店舗の営業時間に合わせたシ
フト制（実働平均週40時間）
休日・休暇／年間107日、月間9日（2月は8日）
福利厚生／健康保険、雇用保険、労災保険、厚
生年金、社員特株会、退職金、育児・介護休業
採用職種／総合職（店長、バイヤー、トレーナー
などのマネジメント職候補）

株式会社サンエー

店舗名／石垣 730 店

〈会社概要〉
所在地／907-0022 沖縄県石垣市大川2
　　　　730SOUTH COURT
TEL／FAX 0980-88-0510
URL／http://www.okashigoten.co.jp/
設立年月日／1979年6月
年商（2016年度）／57億円
従業員数／520名
事業内容／和洋菓子の製造販売、喫茶店・レ
ストラン経営、テーマパーク運営

〈勤務条件・処遇〉
諸手当／皆勤手当、勤続手当、通勤手当
勤務時間／9:00～18:00、12:00～21:00
休日・休暇／4週８休制（シフト制）、年次有給
休暇、バースデイ休暇、正月休み
福利厚生／健康保険、雇用保険、厚生年金、
社員旅行（自由参加）
採用職種／主に販売
経験者優遇あり、未経験者歓迎

株式会社御菓子御殿

有限会社稲福酒販

〈会社概要〉
所在地／907-0012 沖縄県石垣市美崎町7-11
TEL／0980-82-6363
FAX／0980-82-5231
URL／－
設立年月日／1986年11月27日
年商（2016年度）／18億円
従業員数／50名
事業内容／酒類、卸・小売業、コンビニエンス業
〈勤務条件・処遇〉
諸手当／残業手当
勤務時間／酒販事業9:00～22:00（シフト制/
実働8時間）、コンビニ事業24時間（シフト制/
実働8時間）
休日・休暇／週2日、慶弔休暇
福利厚生／健康保険、雇用保険、労災保険、厚生
年金、退職金共済、退職金制度有（勤続３年以上）
採用職種／営業（商品の配達及びセールス）、
コンビニスタッフ
未経験者歓迎

移住・Uターン希望者
受け入れ企業LIST
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〈会社概要〉
所在地／907-0243
　　　　沖縄県石垣市宮良1055-29
TEL／0980-88-7311
FAX／0980-88-7312
URL／http://futaba-ishigaki.com/
設立年月日／2010年8月6日
年商（2016年度）／－
従業員数／13名
事業内容／土木建設機械のリース

〈勤務条件・処遇〉
諸手当／残業手当、資格手当、通勤手当
勤務時間／ 8:00～18:00（休憩 2時間）
休日・休暇／週2日（残業手当支給で月2回休
日出勤あり）、年末年始、GW、16日祭、慶弔休
暇
福利厚生／健康保険、雇用保険、労災保険、
厚生年金
採用職種／機械整備、メンテナンス
経験者優遇あり、未経験者歓迎

株式会社双葉建機

〈会社概要〉
所在地／907-0002
　　　　沖縄県石垣市真栄里720-3
TEL／0980-82-2595 FAX／0980-83-6732
URL／http://www.machida-kiko.com/
設立年月日／1973年8月
年商（2016年度）／－
従業員数／178名（八重山営業所6名）
事業内容／レンタル事業（土木建設機械、車
両、仮設ハウス、トイレ、事務所備品、レジャー及
び各種イベント用品）
〈勤務条件・処遇〉
諸手当／資格・経験による
勤務時間／ 8:00～17:00
休日・休暇／日祝日、他シフトによる年間休日
105日
福利厚生／健康保険、雇用保険、労災保険、
厚生年金、育児・介護休暇制度、財形貯蓄
制度、拠出年金、商品講習会実施
採用職種／営業、経理事務　等
経験者優遇あり、未経験者歓迎

町田機工株式会社 八重山営業所

〈会社概要〉
所在地／907-0023
　　　　沖縄県石垣市石垣416-19
TEL／0980-82-2443
FAX／0980-83-1801
URL／－
設立年月日／1994年5月12日
年商（2016年度）／9,521万円
従業員数／10名
事業内容／測量全般、一般土木設計、農業土
木設計、上下水道設計、用地業務、施工管理、
磁気探査

〈勤務条件・処遇〉
諸手当／残業手当、資格手当、その他手当
勤務時間／ 8:30～17:30
休日・休暇／土日祝日、年末年始
福利厚生／健康保険、雇用保険、労災保険、
厚生年金、中小企業退職金制度
採用職種／測量士、土木設計技士
経験者優遇あり

有限会社八島企画

〈会社概要〉
所在地／907-0023
　　　　沖縄県石垣市石垣420-1
TEL／0980-82-1361
FAX／0980-83-3375
URL／http://www.oki-daiken.co.jp/
設立年月日／ 1973年1月10日
年商（2016年度）／47億円
従業員数／約1,800名（うち八重山約150名）
事業内容／総合ビルメンテナンス

〈勤務条件・処遇〉
諸手当／通勤手当、皆勤手当、資格手当、
その他手当
勤務時間／8:00～17:00、 8:30～17:30、 
9:00～18:00
休日・休暇／年間休暇107日、月8～9日（祝日
含む）
福利厚生／健康保険、雇用保険、労災保険、
厚生年金
採用職種／技術職

株式会社沖縄ダイケン 八重山支店 沖縄綿久寝具株式会社

店舗名／八重山工場

〈会社概要〉
所在地／907-0024
　　　　沖縄県石垣市新川2025-6
TEL／0980-82-7684
FAX／0980-82-7698
URL／http://www.o-watakyu.jp/
設立年月日／－
年商（2016年度）／45億円
従業員数／650名（八重山工場30名）
事業内容／リネンサプライ業（ホテル・病院）

〈勤務条件・処遇〉
諸手当／残業手当
勤務時間／8:30～17:30
休日・休暇／週2日（シフト制）
福利厚生／健康保険、雇用保険、労災保険、
厚生年金
採用職種／工場内作業員

未経験者歓迎

〈会社概要〉
所在地／907-0004
　　　　沖縄県石垣市登野城1281
TEL／0980-82-6116
FAX／0980-82-7237
URL／https://www.miyahira.co.jp
設立年月日／1983年8月
年商（2016年度）／－
従業員数／80名
事業内容／ホテル、旅館、民宿のリネンサプラ
イ（洗濯業務）、レストラン、コック服、ユニフォー
ムのランドリーサービス

〈勤務条件・処遇〉
諸手当／住居手当、調整手当
勤務時間／ 9:00～17:20、8:30～16:50
休日・休暇／月7日（シフト制）
福利厚生／健康保険、雇用保険、労災保険、
厚生年金、宿舎あり
採用職種／配送スタッフ、設備スタッフ
経験者優遇あり、未経験者歓迎

太洋リネンサプライ株式会社

〈会社概要〉
所在地／907-0024
　　　　沖縄県石垣市新川2423-16
TEL／0980-82-1617
FAX／0980-82-1705
URL／－
設立年月日／1996年4月15日
年商（2016年度）／1億5,000万円
従業員数／30名
事業内容／クリーニング及びホテルリネンサプ
ライ

〈勤務条件・処遇〉
諸手当／残業手当
勤務時間／ 8:00～17:00（休憩時間 90分）
休日・休暇／月6日（シフト制）
福利厚生／健康保険、雇用保険、労災保険、
厚生年金、独身寮あり、2ヶ月に１回の懇親会
あり
採用職種／配送、工場内作業員
経験者優遇あり、未経験者歓迎

有限会社ディーシーコーポレーション

〈会社概要〉
所在地／907-0012
　　　　沖縄県石垣市美崎町1
TEL／0980-82-6711
FAX／0980-83-2511
URL／http://www.hirata-group.co.jp
設立年月日／1972年4月11日
年商（2016年度）／－
従業員数／17名
事業内容／旅行業

〈勤務条件・処遇〉
諸手当／通勤手当、時間外手当、資格手当
勤務時間／7:30～18:30（休憩1時間/シフト
制）
休日・休暇／週2日、年次有給休暇
福利厚生／健康保険、雇用保険、労災保険、
厚生年金
採用職種／営業職、カウンタースタッフ、オペ
レーションスタッフ
未経験者歓迎

平田観光株式会社

〈会社概要〉
所在地／907-0001
　　　　沖縄県石垣市大浜1351-3
TEL／0980-87-6280
FAX／0980-87-6281
URL／http://futaba-ishigaki.com/
設立年月日／2015年4月27日
年商（2016年度）／－
従業員数／8名
事業内容／各種自動車の車検、整備、鈑金、
塗装、販売、リース、レンタカー事業
〈勤務条件・処遇〉
諸手当／残業手当、資格手当、通勤手当
勤務時間／ 8:00～18:00（休憩 2時間）
休日・休暇／週2日（残業手当支給で月2回休
日出勤あり）、年末年始、GW、16日祭、慶弔休
暇
福利厚生／健康保険、雇用保険、労災保険、
厚生年金
採用職種／自動車整備士（有資格者）
経験者優遇あり

株式会社フタバオートサービス

店舗名／ダイビングサービス シーフレンズ店舗名／ジーフリーうみの教室

〈会社概要〉
所在地／907-0023
　　　　沖縄県石垣市石垣346
TEL／0980-82-0863
E-mail／info@sea-friends.net
URL／http://www.sea-friends.net/
設立年月日／1982年7月20日
年商（2016年度）／－
従業員数／5名
事業内容／ダイビング等のマリンスポーツガイド
&講習、潜水タンクの充填及びレンタル

〈勤務条件・処遇〉
諸手当／残業手当、食事手当
勤務時間／8:00～18:00
休日・休暇／月4日
福利厚生／健康保険、雇用保険、労災保険、
厚生年金
採用職種／ダイビングインストラクター
経験者優遇あり

株式会社シーフレンズ株式会社ジーフリー

〈会社概要〉
所在地／907-0332沖縄県石垣市伊原間26-29
TEL／0980-89-2191
E-mail／info@g-free.co.jp
URL／http://g-free.co.jp/
設立年月日／2007年5月
年商（2016年度）／1億円
従業員数／12名
事業内容／体験ダイビング、ダイビングスクー
ル、ファンダイビング、ダイビングとそれに付随す
る事業、販売、タンクチャージ等
〈勤務条件・処遇〉
諸手当／要問い合わせ
勤務時間／7:30～18:00（時期による）
休日・休暇／月6日、冬季長期有給休暇（30日）
福利厚生／健康保険、雇用保険、労災保険、
厚生年金　等
採用職種／ダイビングインストラクター
経験者優遇あり、未経験者歓迎

〈会社概要〉
所在地／907-0012
沖縄県石垣市美崎町1 石垣港離島ターミナル内
TEL／0980-87-7505
E-mail／honten@escort-ishigaki.com
URL／http://www.escort-ishigaki.com/
設立年月日／1997年7月15日
年商（2016年度）／－
従業員数／7名
事業内容／観光案内及び斡旋業務、請求精
算等の事務処理

〈勤務条件・処遇〉
勤務時間／営業所7:30～20:00、本店7:30
～17:00（それぞれシフト制/実働8時間/月
160時間）
休日・休暇／月6～8日
福利厚生／健康保険、雇用保険、労災保険、
厚生年金
諸手当、採用職種／要問い合わせ
未経験者歓迎　※英語・中国語必須

有限会社エスコート石垣

陸運総合株式会社

〈会社概要〉
所在地／907-0004
　　　　沖縄県石垣市登野城1395-2
TEL／0980-82-8333 FAX／0980-83-1415
URL／http://rikuunsogo.com/
設立年月日／1973年10月8日
年商（2016年度）／８億100万円
従業員数／20名
事業内容／新車・中古車の販売および整備、
各種損害保険取り扱い
〈勤務条件・処遇〉
諸手当／家族手当、時間外手当、通勤手当
勤務時間／8:30～17:30
休日・休暇／1ヶ月単位の変形労働時間制（週
平均40時間）
福利厚生／健康保険、雇用保険、労災保険、
厚生年金
採用職種／整備士（一般、鈑金）、フロント受
付、販売員、一般事務
経験者優遇あり、未経験者歓迎

川平マリンサービス

〈会社概要〉
所在地／907-0453
　　　　沖縄県石垣市川平934
TEL／0980-88-2335
FAX／0980-88-2499
URL／http://www.kabiramarine.jp/
設立年月日／1985年7月
年商（2016年度）／－
従業員数／10名
事業内容／川平湾グラスボート遊覧
〈勤務条件・処遇〉
諸手当／残業手当、皆勤手当、休日手当、そ
の他手当
勤務時間／8:30～17:30
休日・休暇／シフト制、慶弔休暇
福利厚生／健康保険、雇用保険、労災保険、
厚生年金
採用職種／グラスボート船長、営業、カウンター
業務、経理　等
経験者優遇あり、未経験者歓迎

株式会社Motor Cars MIYAGI

〈会社概要〉
所在地／907-0023
　　　　沖縄県石垣市石垣496-1
TEL／0980-83-2937
FAX／0980-82-7776
URL／－
設立年月日／1970年12月
年商（2016年度）／2,000万円
従業員数／4名
事業内容／自動車鈑金塗装業

〈勤務条件・処遇〉
諸手当／通勤手当
勤務時間／8:00～17:00
休日・休暇／日曜、年次有給休暇
福利厚生／健康保険、雇用保険、労災保険、
厚生年金
採用職種／鈑金、塗装

経験者優遇あり、未経験者歓迎

拓土探査エンジニア株式会社

〈会社概要〉
所在地／907-0023
　　　　沖縄県石垣市石垣464-10
TEL／0980-82-9655 FAX／0980-87-0530
URL／－
設立年月日／2015年5月15日
年商（2016年度）／－
従業員数／6名
事業内容／磁気探査、測量、地質調査業
〈勤務条件・処遇〉
諸手当／家族手当、資格手当、精勤手当、時
間外手当、役付手当
勤務時間／8:30～17:30
休日・休暇／週2日、年末年始、慶弔休暇　等
福利厚生／健康保険、雇用保険、労災保険、
厚生年金、傷害保険、財形年金、中小企業退
職金制度
採用職種／磁気探査員、測量助手、地質調査
員、測量士、磁気探査技師　等
経験者優遇あり、未経験者歓迎
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