社員＆アルバイト同時募集中！
正社員募集内容
雇用形態
社名
事業内容

職種
勤務地
勤務時間
資格

月給

賃金締切日
賃金支払日
休日

待遇

応募期間
応募方法

未経験者歓迎！「お客様の信頼を得る」それが我社のモットーです！

正社員（新卒（既卒）採用・中途採用） ※アルバイトからの正社員登用制
度あり。

ジェフ沖縄株式会社
ファーストフードを主体とする外食事業部（ジェフ、ラーメンさんぱち）、
TSUTAYA事業部
総合職（店舗運営管理者候補）
※人事管理、商品管理、商品作成、顧客対応など
ＴＳＵＴＡＹＡ与那原店、ジェフ与那原店、ジェフ豊見城店
8：30～17：00、16：30～01：00、00：30～9：00 ２～３シフト制（実働８時
間） ※勤務時間は、店舗の営業時間によって変動あり。
大学卒（短大・専修卒、高卒も可）、普通自動車運転免許（AT限定可）歓
迎。
大学卒月給１６２，５００円～、短大・専修卒月給１５０，０００円～、高卒月
給１３７，０００円～
※年齢、経験に応ずる給与になります。
【給与例：既婚の場合】月収２２１，０００円～（内訳：基本給１６２，５００円+
家族手当１４，０００円+住宅手当２０，０００円+交通費（ＭＡＸ）２５，０００
円）※管理職昇給後は、さらに役付手当７，０００円+役職手当２０，０００円
が支給されます。
末日
毎月１０日 翌月払い
月７～９日（年間１０５日）
社保完備。労災有り。交通費支給（上限２５，０００円、駐車場あり：車・バ
イク通勤可）。財形あり。昇給賞与あり（個人の成績、会社業績に応じて
支給します）。退職金制度あり。役付、管理職になった場合、役付手当
７，０００円、管理職手当２０，０００を支給します。住宅手当（世帯主）２０，
０００円あり。家族手当（１８歳未満２人まで７，０００円/人、３人目から３５０
０円/人）あり。制服貸与。ジェフ・さんぱちにて４０％～２０％の従業員割
引あり。駐車場あり。
随時
履歴書（写真貼付）を応募先まで郵送。新卒者の場合は、卒業見込証明
書、成績証明書も同封の上ご送付ください。追って、面接日を連絡いた
します。

応募先・面接先
問合せ先

（応募・面接先）〒901-1302 与那原町字上与那原467番地 ジェフ沖縄
株式会社
（問合せ先）電話098-944-2312（担当：上原）

補足・特記事項

試用期間３ヶ月あり。入社後研修セミナー等あり。各事業部の業務習得
は詳しく行います。創業45周年を迎え、県産食材で安心・安全・美味しい
を追求しながら、今後も様々な展開を計画しており、フレッシュなあなた
のやる気とアイディアをお待ちしております！

アルバイト・パート募集内容 未経験者・高校生・フリーター・学生・主婦・Ｗワークの方大歓迎！
勤務地

ジェフ与那原店 （住所：与那原町字上与那原467）

ファーストフード店（ハンバーガー）
店内スタッフ（接客、商品作成、販売、清掃など）
２４時間営業しているので、ご希望の時間・日数をご相談ください！
特に１６：００～２１：００、深夜１：００～朝９：００の方大歓迎です！
勤務時間
※一日３～７Ｈ、週２～５日の勤務出来る方、土日勤務できる方大歓迎！
週２～５日の勤務できる方。 ※時間・日数は、相談に応じます。
資格
時給７８０円～（高校生・一般）
※能力に応じて昇給あり。
17:00～22：00時給 ５％ＵＰ(時給８１９円～）
時給
22:00～05：00時給３０％ＵＰ（時給１,０１４円～）
05：00～08：00時給２０％ＵＰ（時給９３６円～）
賃金締切日 末日
賃金支払日 毎月１０日 翌月払い
平日のみ。※土日祝祭日や行事は、ご相談に応じます。
休日
大入手当、駐車場あり、制服貸与、ジェフで４０～２０％の従業員割引あり。
待遇
随時
応募期間
電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参。
応募方法
ジェフ与那原店 与那原町字上与那原467番地
応募先・面接先
電話098-945-3501 （担当：仲田（なかだ））
事業内容
仕事内容

アルバイト・パート募集内容
勤務地

夜勤急募！フリーター・高校生・学生・Ｗワークの方大歓迎！

ジェフ豊見城店 （住所：豊見城市字田頭66-1）

ファーストフード店（ハンバーガー）
店内スタッフ（接客、商品作成、販売、清掃など）
現在、朝６：３０～深夜１：００営業中。人員揃い次第２４時間営業再開予定。深夜１：００～６：
００勤務できる方大募集中！ただし、研修期間は１７：００～深夜１：００の間で３時間以上勤
務できる方になります。（２４時間営業再開までは深夜１：００クローズの為。）
勤務時間
１７：００～２１：００、２１：００～深夜１：００の間、朝６：００～１１：００の間の勤務できる方大歓迎
です！※一日３～７Ｈ、週２～５日の勤務出来る方、土日勤務できる方歓迎！
週２～５日の勤務できる方。 ※時間・日数は、相談に応じます。
資格
時給８００円～（高校生時給７８０円～）※能力に応じて昇給あり。
17:00～22：00時給 ５％ＵＰ 時給８４０円～（高校生時給８１９円～）
時給
22:00～05：00時給３０％ＵＰ 時給１,０４０円～）
05：00～08：00時給２０％ＵＰ 時給９６０円～（高校生時給９３６円～）
賃金締切日 末日
賃金支払日 毎月１０日 翌月払い
平日のみ。※土日祝祭日や行事は、ご相談に応じます。
休日
大入手当、駐車場あり、制服貸与、ジェフ・さんぱちにて４０～２０％の従業員割引あり。
待遇
随時
応募期間
電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参。
応募方法
ジェフ豊見城店 豊見城市字田頭66-1
応募先・面接先
電話098-856-1053 （担当：下地（しもじ））
事業内容
仕事内容

アルバイト・パート募集内容
勤務地

スタッフ積極採用中です！未経験・フリーター・学生大歓迎！

ジェフサンライズ那覇店 （住所：那覇市壺屋1-1-5）

ファーストフード店（ハンバーガー）
店内スタッフ（接客、商品作成、販売、清掃など）
０８：３０～１８：３０の間
※一日３～７H、週２日～５日の勤務出来る方を募集しています。
勤務時間
※土日勤務できる方大歓迎！
主婦大歓迎。週２～５日勤務できる方。 ※ご相談に応じます。
資格
時給７８０円～（高校生・一般）
時給
※能力に応じて昇給あり。
賃金締切日 末日
賃金支払日 毎月１０日 翌月払い
平日のみ。※土日祝祭日は、ご相談に応じます。
休日
大入手当、駐車場あり、制服貸与、食事補助４０～２０％の従業員割引あり。
待遇
随時
応募期間
電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参。
応募方法
応募先・面接先 ジェフサンライズ那覇店 那覇市壺屋1-1-5 電話098-867-4941 （担当：藤村（ふじむら））
事業内容
仕事内容

アルバイト・パート募集内容 未経験者・高校生・フリーター・学生・主婦・Ｗワークの方大歓迎！
勤務地

ジェフ坂田店 （住所：西原町字翁長566-6）

ファーストフード店（ハンバーガー）
店内スタッフ（接客、商品作成、販売、清掃など）
８：３０（土日祝日７：３０）～深夜２３：３０の間で、働きやすいご希望の時間で勤務できます。
勤務時間
※一日３～７Ｈ、週２～５日の勤務出来る方、土日勤務できる方大歓迎！
週２～５日の勤務できる方。 ※時間・日数は、相談に応じます。
資格
時給７８０円～（高校生・一般）
※能力に応じて昇給あり。
時給
17:00～22：00時給 ５％ＵＰ(時給８１９円～）
22:00～23：30時給３０％ＵＰ（時給１,０１４円～）
賃金締切日 末日
賃金支払日 毎月１０日 翌月払い
平日のみ。※土日祝祭日や行事は、ご相談に応じます。
休日
駐車場あり、制服貸与、ジェフ・さんぱちにて４０～２０％の従業員割引あり。
待遇
随時
応募期間
電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参。
応募方法
ジェフ坂田店 西原町字翁長566-6
応募先・面接先
電話098-９４６-１３５２（担当：屋比久（やびく））
事業内容
仕事内容

アルバイト・パート募集内容
勤務地
事業内容
仕事内容
勤務時間
資格
時給
賃金締切日
賃金支払日
休日
待遇

昼勤募集中！フリーター・学生・主婦・Ｗワークの方大歓迎！

ラーメン さんぱち中城南上原店
（住所：中城村字南上原９５０－２）
ラーメン専門店
店内スタッフ（接客、商品作成、販売、清掃など）
１０：００～１８：００の間で、働きやすいご希望の時間で勤務できます。
※一日３～７Ｈの勤務出来る方、土日勤務できる方大歓迎！
一日３～７時間、週３～５日勤務できる方。キッチン業務興味ある方大歓迎！
時給８３０円～（高校生時給８００円～）
※ただし、研修期間（最大３ヶ月）は時給７８０円（一般・高校）
22:00～01：00時給２５％ＵＰ（時給１,０３８円～）
※研修期間（最大３ヶ月）は時給９７５円
末日
毎月１０日 翌月払い
平日のみ。※土日祝祭日や行事は、ご相談に応じます。
駐車場あり、制服貸与、食事付き、もしくは関連ジェフにて４０～２０％の従業員割り引きあり。

随時
電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参。
さんぱち中城南上原店 中城村字南上原９５０－２
応募先・面接先
電話098-9８８-１９38（担当：喜名（きな）、城間（しろま））
応募期間
応募方法

アルバイト・パート募集内容
勤務地
事業内容
仕事内容
勤務時間
資格
時給
賃金締切日
賃金支払日
休日
待遇

昼勤急募！未経験・フリーター・学生大歓迎！

ラーメン さんぱち豊見城店 （住所：豊見城市字田頭66-1）
ラーメン専門店
店内スタッフ（接客、商品作成、販売、清掃など）
１８：００～深夜０：３０の間で、深夜０：３０まで勤務できる方。
※一日３～７Ｈ、週２～５日の勤務出来る方、土日勤務できる方歓迎！
週３～５日勤務できる方。キッチン業務興味ある方大歓迎！ ※ご相談に応じます。
時給８３０円～（高校生時給８００円～）
※ただし、研修期間（最大３ヶ月）は時給７８０円（一般・高校）
22:00～01：00時給２５％ＵＰ（時給１,０３８円～）
※研修期間（最大３ヶ月）は時給９７５円
末日
毎月１０日 翌月払い
平日のみ。※土日祝祭日は、相談に応じます。
駐車場あり、制服貸与、食事付き、もしくは関連ジェフにて４０～２０％の従業員割り引きあり。

随時
応募期間
電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参。
応募方法
応募先・面接先 さんぱち豊見城店 豊見城市字田頭66-1 電話098-８５６-８０３８（担当：大城）

アルバイト・パート募集内容
勤務地
事業内容
仕事内容
勤務時間
資格
時給
賃金締切日
賃金支払日
休日
待遇
応募期間
応募方法

スタッフ積極採用中です！未経験・フリーター・学生大歓迎！

ＴＳＵＴＡＹＡ（ツタヤ）与那原店 （住所：与那原町字上与那原467）
音楽及び映像レンタル
店内スタッフ（接客、商品陳列・販売、清掃など）
１５：００～２１：００の間で、一日６Ｈ～、週２～５日の勤務出来る方を募集しています。土日勤
務できる方大歓迎！
週２～５日の勤務できる方。 ※時間・日数は、相談に応じます。
時給７８０円～
※能力に応じて昇給あり。
22:00～01：00時給２５％ＵＰ(時給９７５円～）
末日
毎月１０日 翌月払い
平日のみ ※土日祝祭日や行事は、相談に応じます。
駐車場有り、制服貸与、ツタヤでの従業員割引、ジェフ・さんぱちにて４０～２０％の従業員割引あり。

随時
電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参。
応募先・面接先 ジェフ沖縄（株） 与那原町字上与那原467電話098-944-2312（担当：知念（チネン））
※もしくは、ジェフ与那原店 電話098-944-2331 までお電話ください。

