
※雇用保険受給中の方は、「受給資格者証」「失業認定申告書」をご持参ください

＆ 

本説明会は、雇用保険受給資格者様の就職活動実績となります 

●平成31年1月30日（水） 
説明会 1回目 14：05 ～ 14：25 

      2回目 14：30 ～ 14：50 

    3回目 14：55 ～ 15：15   

 ●場所：ハローワーク八重山 3階会議室 
 ●対象者：ハローワークに求職登録されている方ならどなたでもＯＫ！ 

      登録していない方は、ハローワーク八重山までご連絡ください。 

  ※ハローワーク八重山の窓口又はお電話（82-2327）にてお申込みください。 

「どういう会社なんだろう？」「どんな仕事内容なんだろう？」など、 

事業所より直接話を聞くことができます。 

説明会だけの参加はもちろん、当日の面接も可能です！！ 
※面接をご希望の方は履歴書を持参ください。面接は企業説明会後15：30頃から行います。 

（石垣市登野城55-4 TEL：82-2327） 

参加費 

無料 
服装 

自由 

＊今回の参加事業所＊（五十音順・敬称略） 
 

① 農業生産法人 有限会社伊盛牧場 
  石垣島ミルミル本舗 
  （ジェラートショップスタッフ） 

② 株式会社 海人工房 
  （販売スタッフ、事務、デザイン担当） 

③ 沖縄県農業協同組合 八重山地区本部 
  （事務（貯金・共済）、運搬及び運転業務、ライフアドバイザー） 

④ 株式会社ネオマーケティング 
  石垣マーケティングラボ 
  （マーケティングアシスタント、テレマーケティングアシスタント）  

   

入退場は自由！ 
途中からの参加も

OK！ 
例えば、２回目の説明か

ら参加等も可能です。 



職種 年齢 賃金 求人者名・求人番号 就業時間 加入保険等 必要な経験等 必要な免許資格

月給 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時00分

週休２日制

47050- 3217781 （従業員数 170人 ）

正社員以外 就業場所沖縄県石垣市

月給 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時00分

(2) 8時30分～12時00分
週休２日制

47050- 3150981 （従業員数 170人 ）

正社員以外 就業場所

時給 交替制あり

週休２日制

47050- 2985381 （従業員数 6人 ）

正社員 就業場所沖縄県石垣市

時給 交替制あり

週休２日制

47050- 2986681 （従業員数 6人 ）

パート労働者 就業場所沖縄県石垣市

時給

週休２日制

47050- 2987981 （従業員数 7人 ）

正社員 就業場所沖縄県石垣市

時給

週休２日制

47050- 2988581 （従業員数 7人 ）

パート労働者 就業場所沖縄県石垣市

月給 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時00分

(2) 8時30分～12時00分
週休２日制

47050- 2949781 （従業員数 170人 ）

パート労働者 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時00分

(2) 8時30分～12時00分
週休２日制

47050- 2897381 （従業員数 170人 ）

正社員以外 就業場所

普通自動車運転免許（ＡＴ可）
【必須】不問 沖縄県石垣市新栄町１番地

140,000円～
140,000円雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

毎　週

8

ＪＡ事務（貯金） 沖縄県農業協同組合　八重山
地区本部

雇用・労災・
健康・厚生

土日祝 パソコン入力程度（ワード・エク
セル）

7

パソコン入力程度（ワード・エク
セル）

不問 沖縄県石垣市新川１５１０－６７

144,320円～
176,000円雇用期間の定めなし

又は10時00分～20時00分の
間の8時間程度

その他

【正社員】ジェラートショップスタッフ 農業生産法人　有限会社　伊盛
牧場

雇用・労災・
健康・厚生

他

普通自動車運転免許【必須】

不問 沖縄県石垣市新栄町１番地

762円～762円
雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

毎　週

ＪＡ　ライフアドバイザー営業（ＬＡ課） 沖縄県農業協同組合　八重山
地区本部

雇用・労災・
健康・厚生

土日祝

農業生産法人　有限会社　伊盛
牧場　石垣島ミルミル本舗石垣
空港店

雇用・労災 他

不問 沖縄県石垣市字白保１９６０－１０４－１

144,320円～
176,000円

不問 沖縄県石垣市新川１５１０－６７

820円～1,000円

雇用期間の定めなし

又は 7時30分～20時00分の
間の8時間

その他

【正社員】ジェラートショップスタッフ
（新石垣空港店舗）

農業生産法人　有限会社　伊盛
牧場　石垣島ミルミル本舗石垣
空港店

雇用・労災・
健康・厚生

他

4

3

雇用期間の定めなし

又は10時00分～19時00分の
間の4時間以上

毎　週

6

ジェラートショップスタッフ 農業生産法人　有限会社　伊盛
牧場

雇用・労災 他

5

不問 沖縄県石垣市字白保１９６０－１０４－１

820円～1,000円
雇用期間の定めなし

又は 7時30分～20時00分の
間の6時間程度

その他

ジェラートショップスタッフ（新空港内
店舗）

普通自動車運転免許（ＡＴ限
定可）【必須】不問 沖縄県石垣市新栄町１番地

140,000円～
140,000円雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

毎　週

パソコン入力程度（ワード・エク
セル）

普通自動車運転免許（ＭＴ）
【必須】不問 沖縄県石垣市新栄町１番地

140,000円～
140,000円雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）

毎　週

運搬及び運転業務（ＪＡ購買課） 沖縄県農業協同組合　八重山
地区本部

雇用・労災・
健康・厚生

土日祝 パソコン入力程度できる方、尚
可（ワード・エクセル）

2

ＪＡ事務（共済課） 沖縄県農業協同組合　八重山
地区本部

雇用・労災・
健康・厚生

土日祝

休日・
週休2日制

所在地・就業場所

1

企業説明会&面接会を行う事業所様の求人一覧です。 

当日面接を行うことも可能です。ご希望の方は履歴書を 

持参ください。面接の場合は、紹介状が必要です。 

 ◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。その際、求人番号をお伝えください。 

 ◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。 

 ◎ パートタイム求人の場合、賃金は時間給表記です。また、労働時間によって記載されている各種社会保険に加入できない場合があります。 

 ◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。その際はあしからずご了承ください。 ℡ ０９８０－８２－２３２７ 

ハローワーク八重山 

  （八重山公共職業安定所） Ｈ30/1/24発行 

企業説明会＆面接会参加事業所求人一覧 



職種 年齢 賃金 求人者名・求人番号 就業時間 加入保険等 必要な経験等 必要な免許資格休日・
週休2日制

所在地・就業場所

企業説明会&面接会を行う事業所様の求人一覧です。 

当日面接を行うことも可能です。ご希望の方は履歴書を 

持参ください。面接の場合は、紹介状が必要です。 

 ◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。その際、求人番号をお伝えください。 

 ◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。 

 ◎ パートタイム求人の場合、賃金は時間給表記です。また、労働時間によって記載されている各種社会保険に加入できない場合があります。 

 ◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。その際はあしからずご了承ください。 ℡ ０９８０－８２－２３２７ 

ハローワーク八重山 

  （八重山公共職業安定所） Ｈ30/1/24発行 

企業説明会＆面接会参加事業所求人一覧 

月給 フレックス

週休２日制

47050- 3003981 （従業員数 30人 ）

正社員以外 就業場所沖縄県石垣市

月給 フレックス

週休２日制

47050- 3004581 （従業員数 30人 ）

正社員以外 就業場所沖縄県石垣市

時給

週休２日制

47050- 3005481 （従業員数 30人 ）

パート労働者 就業場所沖縄県石垣市

時給

(1) 9時00分～17時00分

(2)13時00分～21時00分
週休２日制

47050- 2853281 （従業員数 14人 ）

パート労働者 就業場所沖縄県石垣市

時給

(1) 9時00分～15時00分

(2)15時00分～21時00分
週休２日制

47050- 2854181 （従業員数 14人 ）

パート労働者 就業場所沖縄県石垣市

時給

(1) 9時00分～15時00分

(2) 9時00分～17時00分
週休２日制

47050- 2855081 （従業員数 14人 ）

パート労働者 就業場所沖縄県石垣市

月給

(1) 9時00分～17時00分

(2)13時00分～21時00分

(3) 9時00分～15時00分 週休２日制

47050- 2856381 （従業員数 14人 ）

正社員 就業場所沖縄県石垣市

月給 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時00分

(2) 8時30分～12時00分
週休２日制

47050- 152991 （従業員数 170人 ）

正社員以外 就業場所沖縄県石垣市

不問 沖縄県石垣市字大川２４９番地　イーグ
ルビル１階

850円～850円
雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

毎　週

12

海人Ｔシャツ店の販売スタッフ（１日
７時間勤務）

株式会社　海人工房 雇用・労災・
健康・厚生

他

11

テレマーケティングスタッフ 株式会社　ネオマーケティング
石垣マーケティングラボ

雇用・労災・
健康・厚生

祝他 パソコンスキル（ワード、エクセ
ル）基本的な操作ができる方
【必須】

不問 沖縄県石垣市新栄町６－１８

145,000円～
180,000円雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

又は 8時00分～21時00分の
間の8時間程度

毎　週

10

テレマーケティングアシスタント 株式会社　ネオマーケティング
石垣マーケティングラボ

雇用・労災・
健康・厚生

祝他 パソコンスキル（ワード、エクセ
ル）基本的な操作ができる方
【必須】

不問 沖縄県石垣市新栄町６－１８

800円～800円
雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

又は 8時30分～19時00分の
間の3時間以上

毎　週

不問 沖縄県石垣市新栄町６－１８

145,000円～
180,000円雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

又は 8時00分～21時00分の
間の8時間程度

毎　週

9

ＰＣ業務サポート（マーケティングア
シスタント）

株式会社　ネオマーケティング
石垣マーケティングラボ

雇用・労災・
健康・厚生

土日祝他 パソコンスキル（ワード、エクセ
ル）基本的な操作ができる方
【必須】

デザイン担当＝正社員＝ 株式会社　海人工房 雇用・労災・
健康・厚生

他 ＰＣ基本操作（ワード・エクセル）
【必須】
イラストレーター、フォトショップ
が使える方（優遇）

不問 沖縄県石垣市字大川２４９番地　イーグ
ルビル１階150,000円～

150,000円雇用期間の定めなし

な　し

集荷作業兼配達 沖縄県農業協同組合　八重山
地区本部

雇用・労災・
健康・厚生

土日祝 普通自動車運転免許【必須】

不問 沖縄県石垣市新栄町１番地

145,000円～
180,000円雇用期間の定めあり（4か月未満）

毎　週

15

16

13

海人Ｔシャツ店の販売スタッフ（１日
５時間勤務）

株式会社　海人工房 雇用・労災 他

不問 沖縄県石垣市字大川２４９番地　イーグ
ルビル１階

850円～850円
雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

又は 9時00分～21時00分の
間の5時間程度

毎　週

14

事務 株式会社　海人工房 雇用・労災 他 パソコン操作（ワード・エクセル）
【必須】不問 沖縄県石垣市字大川２４９番地　イーグ

ルビル１階
850円～850円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

毎　週
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