
久米島町内事業者様へ
求人情報を掲載しませんか？

U ターン・移住者を増やし、活気ある久米

島を維持するためにも、やりがいを持って

働ける仕事があることはとても大切です。

お寄せいただいた求人情報は「久米島 島ぐ

らしガイド」HP へ掲載いたします。

※掲載は無料です

久米島町内
求人情報

久米島町内
求人情報

お盆に帰省するみんなに教えてあげよう！
2018年7月12日現在の久米島内の求人情報です。

◆正社員

◆内容：化粧品の企画・販売

◆資格：〈必須〉普通自動車免許

◆時間：8:30 ～ 17:30（1 時間休憩）

◆給与：月給 200,000 円～

◆待遇：健康・雇用・厚生年金加入、会社寮あり（2LDK）

◆休日：日・祝・旧盆・年末年始

◆問い合せ：株式会社ポイントピュール　

　☎090-3790-8837（大道りつ子）

株式会社　ポイントピュール
◆正職員

◆内容：水産物の加工・製造工程管理・商品開発・営業・パー

　ト従業員の管理等、総合的な施設管理

◆時間：8:30 ～ 17:00

◆給与：当組合規定による

◆待遇：社会保険完備、各種手当あり

◆休日：日・祝・年末年始等、第 2・4土曜日

◆問い合せ：久米島町漁業協同組合　水産物加工場　

　☎098-985-8217（田村圭介）　

　Email:bz736644＠bz04．plala.or.jp

久米島漁協　水産物加工場

◆契約社員（契約後、正社員雇用あり）

◆内容：土木・建築・鉱山にての作業全般

◆資格：建設重機等の免許があれば優遇

◆時間：8:30 ～ 17:30

◆給与：当社規定による（経験や資格を考慮）

◆休日：日曜

◆問い合せ：有限会社　東開鉱業建設　

　☎098-985-2455（屋比久）

有限会社　東開鉱業建設
◆正社員

◆内容：販売・技術サービス

◆資格：〈必須〉普通自動車免許・第 2種電気工事士や、経

　験がある方優遇

◆時間：9:00 ～ 18:30

◆給与：応相談（経験を考慮）

◆待遇：社会保険完備・残業手当・退職金積み立てあり

◆休日：週休 1.5 日、年末年始、旧 16 日祭

◆問い合せ：ニコー株式会社　ベスト電器久米島店

　☎098-985-3001（山城）

ベスト電器

求人情報の詳細は、「島ぐらしガイド」HPでご覧いただけます！
求人情報は随時更新を行っております。 各求人情報に関するお問合せは、 直接各事業所へご連絡下さい。

「久米島　島ぐらしガイド」　HP

http://shimagurashi.net/

島ぐらしガイド HP は、移住・Uターン相談窓口
「島ぐらしコンシェルジュ」が運営しております！
■久米島町字真謝 20　コワーキングスペース仲原家内
■窓口営業日：火～土曜日　10:00 ～ 16:00
■Email:info@shimagurashi.net
■☎098-894-6488

◆正社員・アルバイト

◆内容：スノーケルインストラクター、受付事務、マリンス

　タッフ

◆資格：普通自動車免許　未経験者歓迎

◆時間：8:30 ～ 19:30（実働 8時間）※季節により多少前後

◆給与：日給 6,000 円（アルバイト）　※昇給チャンスあり

◆待遇：寮完備（月 1万円、光熱費込）、障害保険加入

◆休日：月 8日（月によって変動あり）

◆問い合せ：株式会社アイランドエキスパート　リゾートホ

　テル久米アイランド内　☎098-985-7746　（岩本）

アイランドエキスパート
◆正社員

◆内容：ドラッグストア内での販売、管理

◆資格：高卒以上、35 歳まで、普通自動車免許

◆時間：シフト勤務（1日 8H を基本とする）

◆給与：月給 160,000 ～ 220,000 円

◆待遇：社会保険完備、各種手当あり

◆休日：月 8～ 9日を基本とするシフト制

◆問い合せ：株式会社ドラッグストアモリ　

　☎0946-21-8700（人材採用部）受付時間 /10:00 ～ 18:00

ドラッグストア モリ

◆契約社員　・　短期雇用（10 月～ 12 月　1カ月～可）

◆内容：紅芋ペースト、パウダーの生産

◆時間：8:30 ～ 17:30（実働 8時間）

◆資格：〈あれば望ましい〉普通自動車免許、フォークリフト免許

◆給与：当社規定に基づく　※短期の場合は時給 750 円～

◆待遇：社会保険完備、制服支給、正社員登用あり

◆休日：土・日、お盆（1日）、年末年始、有給あり

◆問い合せ：スイートフーズ久米島株式会社　

　☎098-985-3022（比屋根・仲地）

スイートフーズ久米島 （株）
◆準社員・アルバイト・パート

◆内容：商品の陳列、整理、店舗の清掃、レジ接客等

◆資格：15 歳～ 60 歳　学生可

◆時間：様々な勤務時間形態あり

◆給与：時給 770 円～ 1,000 円　※勤務時間帯による

◆待遇：日曜日 50 円の時給アップ

　交通費支給（会社規定により全額支給）、

　正社員登用制度あり、従業員割引購入制度あり

◆問い合せ：株式会社ドラッグストアモリ　

　☎0946-21-8700（人材採用部）受付時間 /10:00 ～ 18:00

ドラッグストア モリ

◆正社員・業務契約社員・パート

◆内容：医療事務全般

◆時間：シフト制（時間応相談）

◆資格：医療事務資格（無資格者応相談）

◆給与：〈有資格者〉時給 800 円～　（3ヵ月間 790 円）

　〈無資格・他資格者〉時給 750 円～　

◆待遇：社会保険完備、交通費支給・時間帯別手当てあり

◆休日：4週 6休以上（シフトによる）

◆問い合せ：（株）ニチイ学館那覇支店　医療関連課

　☎098-861-2874（金城）

ニチイ学館



◆正社員・アルバイト・パート

◆内容：フロント、予約、レストランサービス、清掃

◆時間：応相談　

◆給与：時給 900 円　（業務内容・経験による、経験者優遇）

◆待遇：制服及び交通費支給・正社員は別途条件提示

◆休日：月7回～勤務日数相談可、　※週3～4回出勤なども可

◆問い合せ：サイプレスリゾート久米島　

　☎098-985-3700（崎村）

サイプレスリゾート久米島

◆正社員・パート　

◆内容：入居者の健康管理、職員の指導

◆資格：准看護師か正看護師

◆時間：早番　8:00 ～ 17:00　日番　10:00 ～ 19:00

　（休憩 1時間）シフト制

◆給与：法人規定による（資格や経験等を考慮）

◆待遇：社会保険完備、各種手当あり

◆休日：シフトにより決定（月平均 10 日）

◆問い合せ：特別養護老人ホームくめしま　

　☎098-985-4569（嘉手苅）

特別養護老人ホームくめしま 看護師

◆正職員（看護師・助産師）

◆内容：看護師・助産師（分娩なし）業務

◆資格：看護師・助産師免許

◆時間：8:15 ～ 17:00 ／ 16:30 ～翌朝 8:30　2 交代制勤務、

　週 40 時間

◆給与：当協会規定による（経験年数等により優遇）

◆待遇：宿舎（家電付）完備、各種手当あり、賞与あり

◆休日：夏季休暇・有給休暇あり

◆問い合せ：地域医療振興協会　公立久米島病院　看護部

　☎098-985-5555　FAX:098-985-5565（津波）

公立久米島病院

◆正社員

◆内容：営業・サービス

◆資格：高卒以上、中型免許取得者（入社後取得可能）

◆時間：8:30 ～ 17:15

◆給与：15 万～ 25 万（奨励金制度、各種手当含む）

　昇給年 1回、賞与年 2回

◆待遇：社会保険完備

◆休日：日・祝・旧盆・年末年始　他（当社カレンダーによる）

◆問い合せ：（株）南九州沖縄クボタ　沖縄事務所

　☎098-879-0325（採用担当）　

　

（株 ) 南九州沖縄クボタ 久米島営業所

◆正社員

◆内容：レンタカー受付、貸し渡し業務

◆資格：普通自動車免許・パソコン入力操作

◆時間：シフト制　※繁忙期多少残業あり

◆給与：当社規定による（月 23 日勤務 137,000 ～ 197,000 円）

◆待遇：賞与 3カ月分、各種手当あり、アパート社割あり、

　制服無償貸与

◆休日：シフト制、年間 105 日

◆問い合せ：久米総合開発株式会社　

　☎098-985-3254（採用担当）

久米総合開発　レンタカー

◆嘱託職員

◆内容：ケアマネジャー

◆資格：主任介護支援専門員

◆時間：8:30 ～ 17:00（休憩 1時間）　週 37.5 時間以内

◆給与：月給190,000～ 221,900円　経験年数により昇給あり

◆待遇：社会保険完備

◆休日：土・日・祝　有給休暇あり

◆問い合せ：久米島町役場　福祉課　☎098-985-7124（仲村）

地域包括支援センター

◆正社員・パート

◆内容：入居者さん達の生活全般のお世話等

◆資格：介護福祉士の資格所有者優遇　※資格がなくてもOK！

◆時間：早番　8:00 ～ 17:00　日番　10:00 ～ 19:00

　（休憩 1時間）シフト制

◆給与：法人規定による（資格や経験等を考慮）

◆待遇：社会保険完備、各種手当あり

◆休日フトにより決定（月平均 10 日）

◆問い合せ：特別養護老人ホームくめしま　

　☎098-985-4569（嘉手苅）

特別養護老人ホームくめしま 介護士

◆アルバイト・パート

◆内容：ホール接客・カウンター業務

◆資格：18 歳以上　未経験者歓迎　※高校生不可

◆時間：昼勤　8:00 ～ 16:30　夜勤　16:00 ～ 24:30

　パートタイマーは 4h ～

◆給与：時給 1,000 円～　※試用期間 900 円～

　深夜手当あり

◆待遇：社会保険完備、制服貸与、交通費支給

◆休日：月 7日～（相談可能）　

◆問い合せ：ピータイム久米島　☎098-985-4563（高島）

ピータイム久米島

◆契約社員

◆内容：旅客ハンドリング・グランドハンドリング

◆資格：普通自動車免許

◆時間：7:30 ～ 19:30（実働 7.5 時間シフト制）

◆給与：時給 919 円　

◆待遇：社会保険完備、交通費支給、制服無償貸与、正社員

　登用制度あり

◆休日：年間休日 87 日（要相談）

◆問い合せ：JAL スカイエアポート沖縄株式会社　久米島営

　業所　☎098-985-5162（吉里）

　

JAL スカイエアポート沖縄　久米島空港所

レストハウス畳石 ・ なかゆくい処
◆正社員・アルバイト・契約社員

◆内容：調理師・調理補助・ホールサービス・接客

◆時間：レストハウス畳石　9:00 ～ 16:00

　　　　なかゆくい処　10:00 ～ 21:00（二交代制）

◆給与：当社規定による※試用期間あり

　経験・能力を考慮の上、優遇します

◆待遇：ユニフォーム貸与・昇給・スタッフ特典あり

◆問い合せ：バーデハウス久米島　

　☎098-985-8600（平田）

◆契約社員・パート

◆内容：ケアマネージャー

◆資格：ケアマネージャー

◆時間：8:30 ～ 17:30

◆給与：時給 1,070 円～ 1,450 円（経験年数による）

◆待遇：社会保険完備、資格・通勤・住居手当あり

◆休日：日・祝（週休 2日は隔週・年間休日 122 日）

◆問い合せ：社会福祉法人　久米島町社会福祉協議会

　☎098-851-8335　FAX：098-851-8336

居宅介護支援事業所　わかみず

◆契約社員・パート

◆内容：薬剤師

◆資格：薬剤師免許

◆時間：9:00 ～ 18:00

◆給与：経験により考慮

◆待遇：残業手当あり

◆休日：週休 2日・祝祭日・年末年始

◆問い合せ：株式会社　たいよう薬局　

　☎098-985-4401（採用担当）

株式会社　たいよう薬局

◆正社員・アルバイト

◆内容：ガソリンスタンド業務

◆時間：勤務日時シフト勤務（8～ 9時間勤務）

◆給与：パート・アルバイト／時給 780 円～

　正社員・契約社員／月給 160,000 円

◆待遇：社会保険完備・各種手当あり

◆休日：シフト休、元旦、記念日休あり

◆問い合せ：（株）與那嶺商会　☎098-985-2323　

　FAX：098-985-4289

具志川石油サービスステーション

◆契約社員

◆内容：久米島特産品の開発及び販売業務その他

◆時間：9:00 ～ 18:00

◆給与：月給 16 万円～

◆待遇：通勤手当 2,000 円

　島外出身者には宿舎の紹介あり（自己負担）

◆休日：毎週日曜・祝日

◆問い合せ：株式会社久米島印商店

　☎098-985-3260（盛吉）

久米島印商店

◆アルバイト・パート

◆内容：フロント・一般経理・レストラン・客室清掃

◆資格：18 歳以上　※島内在住者は高校生可

◆時間：シフト制（3時間以上～応相談）繁忙期残業あり

◆給与：時給 750 円以上　経験を考慮し優遇

◆待遇：残業手当あり、勤務日は昼食（まかない）あり

◆休日：週休 2日、シフト制、応相談

◆問い合せ：ラ・ティーダ久米島テラス　

　☎098-896-8100（採用担当）

ラ ・ ティーダ久米島テラス

◆パート

◆内容：特別支援教育支援員

◆時間：8:30 ～ 17:00 の間の 7時間（休憩 1時間）

◆給与：時給 910 円

◆待遇：社会保険完備・通勤手当あり（片道 2km 以上の場合）

◆休日：週休 2日、勤務日数 210 日以内

　夏季休暇中は、生徒の登校日及び会議のある日に限り勤務

◆問い合せ：沖縄県立久米島高等学校　

　☎098-985-2233（教頭）

沖縄県立久米島高等学校

◆契約社員・パート

◆内容：保育士

◆資格：保育士・幼稚園教諭・小学校教諭免許のいずれか

◆時間：7:30 ～ 18:30 の間のシフト制

◆給与：月給 169,000 ～ 174,000 円／時給　860 ～ 1,040 円

◆待遇：社会保険完備、賞与年 3回、各種手当あり

◆休日：日・祝、週休 2日は隔週、年間休日 122 日

◆問い合せ：久米島社会福祉協議会　☎098-851-8335

　または儀間保育園　☎098-985-2799

儀間保育園

そらなみ保育園

◆契約社員・パート

◆内容：保育士

◆資格：保育士・幼稚園教諭・小学校教諭免許のいずれか

◆時間：7:30 ～ 18:30 の間のシフト制

◆給与：月給 169,000 ～ 174,000 円／時給　860 ～ 1,040 円

◆待遇：社会保険完備、賞与年 3回、各種手当あり

◆休日：日・祝、週休 2日は隔週、年間休日 122 日

◆問い合せ：久米島社会福祉協議会　☎098-851-8335

　またはそらなみ保育園　☎098-894-6203

◆正社員・パート

◆内容：介護職員・看護職員・介護支援専門員

◆資格：介護福祉士・初任者研修・実務者研修修了者優遇、

　資格無しでも可　※看護職員は正・準看護師免許要

◆時間：

◆給与：当法人規定に基づき、資格・経験により考慮

◆待遇：社会保険完備、各種手当あり

◆休日：月 8～ 9日

◆問い合せ：社会福祉法人　心の会　

　☎098-985-3900（與那・平田）

球美の杜 ・ 球美の家

◆正社員

◆内容：車海老の生産・出荷作業等

◆資格：普通自動車免許・体力ある方歓迎

◆時間：8:00 ～ 17:30　休憩 120 分

◆給与：当社規定による（月 23 日勤務 183,000 ～ 300,000 円）

◆待遇：賞与 3カ月分、各種手当あり、アパート社割あり、

　制服あり

◆休日：シフト制、月 7～ 8日休み（年間 87 日）

◆問い合せ：久米総合開発株式会社　

　☎098-985-3254（採用担当）

久米総合開発　車海老養殖


