
住所 代表者名

会社概要

創業 1957 年 2 月

資本金 1,000 万円

従業員数 54 人

平均年齢 49 歳

勤務条件・処遇

職種（内容）

雇用形態

初任給 大学 （営業職） 185,000円

高校 （営業職） 165,000円

諸手当

　 その他（役職・資格・時間外・その他手当）

昇給 （年1回）

賞与 （年2回）

勤務時間

（ガソリンスタンド部門）

　　シフト制 （4交代）

　 　　 松尾営業所

ﾊｰﾃｯｸ島原外港

　　　　ﾊｰﾃｯｸ有家

（石油化学部門）

　　シフト制

休日・休暇

（ガソリンスタンド部門）

（石油化学部門）

（スタンド・石化部門共通） ・有給休暇

・夏季休暇（2日） ・特別休暇（慶弔等）

退職金

研修制度

加入保険等

従業員宿舎

その他福利厚生

採用実績

採用実績

大卒（短大、専門学校卒） 平成２９年　１名（ガソリンスタンド部門）

高卒　         　　　　　  　　 令和　３年　２名（ガソリンスタンド部門）

障害者雇用

勤務地

（ガソリンスタンド部門） ３営業所（島原、松尾、有家）のいずれか

連絡先 （石油化学部門） ３営業所（島原、熊本、福岡）のいずれか

採用担当/ 総務課　　酒井 求める人物像

電話番号/ 0957-62-6281

ホームページ/ https://apollo-kousan.co.jp/

E-mail/ soumuka@apollo-kousan.co.jp 職場体験・見学の受入

※「あり」の場合具体的な内容
制服支給（スタンド部門）、営業用車両提供（石油化学部門）、定
期健康診断、新年会、社内親睦会、慰安旅行、育児・介護制度、
社員割引（ガソリン等、新・中古車購入、車検等）

ポリウレア・ライスレジン販売

★その他業務

生命保険・損害保険の代理店業務

7：00～19：30

7：00～22：00

7：00～22：00

自動車整備・車検・板金塗装・レンタカー等

★石油化学製品販売業（直営３営業所）

島原営業所・福岡営業所・熊本営業所

長期勤務により、キャリア形成を図
る事が出来る方。将来、幹部候補と
して活躍可能な人材を希望致しま
す。

会社紹介

　出光興産株式会社の特約販売店として、ガソリンスタンド事業を中心に

車に関する事なら全て、燃料油の配送、石油化学製品（包装資材）の販売も

手がけております。2021年9月決算は、年商20億と売上高・営業利益共に順

調に推移し、平均継続勤務年数も15年以上と長期勤務者が多く、楽しく働き

やすい環境です。お客様へ信頼して頂けるサービスを提供し、社会から期待

（内8.0時間勤務、休憩2.0時間）

8：30～17：30燃料及び、自動車関連用品販売

・営業職（　ガソリンスタンド業　　　　　　　　　　）

・営業職（　石油化学製品販売業　　　　　　　　）

（休憩1.0時間）

（内8.0時間勤務、休憩2.0時間）

（内8.0時間勤務、休憩2.0時間）され、声援を頂けるような企業であり続けます。地域と共に自らも成長してい

きたいと考える皆さんの入社をお待ちしております。（笑顔で働ける会社です。）

★ガソリンスタンド業（直営３営業所）

  楽しくキラキラした毎日が待ってます！

  ぜひ一緒に働きましょう！　　　By社員一同

包装資材及び、樹脂製品販売（ポリ袋、各種トレー、ダンボール箱等）

パッケージの企画販売・プラスチック容器全般の企画販売

新車・中古車販売及び、カーリース

松尾営業所・ﾊｰﾃｯｸ島原外港・ﾊｰﾃｯｸ有家

令和4年4月時点
求人票に記載の内容とは異なる場合がありますので、ハローワークにてご確認ください。

卸・小売業 アポロ興産株式会社

長崎県島原市下川尻町６９番地 代表取締役　馬渡 清範

未知と困難に対する挑戦こそ　我々の生き甲斐である

労災 健康 厚生

あり（正社員勤続３年以上）

可 不可

有 無

なし社宅あり

雇用

正社員 正社員以外（契約社員・嘱託社員等）

住宅手当 通勤手当（上限25,000円）

扶養手当（家族手当）

あり

あり

深夜・休日手当

４週７休

年末年始休暇（２日）

あり

寮あり 借上社宅あり

あり

祝・祭日休週休２日（土曜日、日曜日）

あり

なし



住所 代表者名

会社概要

創業 1988 年 2 月

資本金 33億6,945 万円

従業員数 10,862 人

平均年齢 36.8 歳

勤務条件・処遇

職種（内容）

雇用形態

初任給 大学 （総合職） 210,586円

（総合職） 187,458円

高校 （総合職） 145,000円

諸手当

　 その他（時間外手当、役職手当、資格手当など）

昇給 （1年に1回）

賞与 （年2回）

勤務時間 7:00 ～

シフト制

7:00 ～ 16:00

13:00 ～ 22:15

休日・休暇

その他休暇

・産前産後休暇、育児休暇、介護休暇

・特別休暇、慶弔休暇

退職金

研修制度

（入社研修、フォローアップ研修、資格研修など）

加入保険等

従業員宿舎

その他福利厚生

採用実績

採用実績

連絡先

採用担当/ 障害者雇用

電話番号/ 勤務地

ホームページ/

E-mail/

職場体験・見学の受入

令和4年4月時点
求人票に記載の内容とは異なる場合がありますので、ハローワークにてご確認ください。

佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬930 代表取締役社長　多田高志

お客様の暮らしをより豊かにより便利に！

卸・小売業 ダイレックス株式会社

・総合職（　店舗における従業員の労務管理・

商品と店舗の管理・お金のマネジメント業務　　）

22:15

(ナショナル社員・30時間の残業含む)

(ナショナル社員・30時間の残業含む)

保養施設(ハウステンボスワッセナー)、出産祝金、結婚祝
金、
財形貯蓄制度、社員持株会、レクリエーション補助金制度

短大、専門学校

大卒（短大、専門学校卒） 令和2年度91名（総合職）

　　　　　　　 　　　　　　　　　令和元年度65名（総合職）

　　　　　　　 　　　　　　　　　平成30年度70名（総合職）

高卒　         　　　　　　  　 令和2年度14名（総合職）

※店舗により異なります

ダイレックスは、食品をはじめとして、一般用医薬品、衛生日用品、化粧品、
家電製品、衣料品、カー用品、文具、スポーツ・レジャー用品、酒類、
生鮮食料品(一部店舗)など様々な商品を取り扱い、お客様一人ひとりのニー
ズにお応えしています。
コロナ禍においても安定性・成長性・可能性を兼ね備え、社訓「夢を持ち、豊
かに生きよう」の元、お客様や地域社会に豊かな生活を提供しています。

仕事に必要な知識やスキルは、入社後の研修などでしっかり身につけられま
す。
その後も先輩たちがしっかりフォローしてくれるので、安心して成長を続ける
ことができます。

⑦先輩からのメッセージ

愛野店、有家店、島原店0120-985-922

https://www.ds-direx.co.jp/

　　　　         　　　　　　　　令和元年度14名（総合職）

　　　　　　　 　　　　　　　　　平成30年度11名（総合職）

求める人物像

●自らが楽しんで接客ができる人
●お客様の笑顔が見たい人
●夢を持ち叶えるための
　 努力を惜しまない人

h-nakamura@ds-direx.co.jp

人事部採用課　課長　中村広樹

⑤写真
※複数枚可

愛野店　長崎県雲仙市愛野町乙5036-16

有家店　長崎県南島原市有家町中須川197-1

島原店　長崎県島原市北門町2番1

労災 健康 厚生

あり（勤続 3年以上）

可 不可

有 無

なし社宅あり

雇用

正社員 正社員以外（契約社員・嘱託社員等）

住宅手当 通勤手当

扶養手当（家族手当）

あり

あり

深夜・休日手当

あり

週休2日（月8～11日、年間休日106日）

年末年始休暇 祝・祭日休

あり

寮あり 借上社宅あり

あり



住所 代表者名

会社概要

創業 1954 年 3 月

資本金 3500 万円

従業員数 127 人

平均年齢 43.1 歳

勤務条件・処遇

職種（内容）

雇用形態

初任給 大学(4年制)

　営業職(総合職) 217,790　円

高校

　加工・作業職（一般職） 187,920　円

諸手当

　 その他　割増手当（固定残業）

昇給 （1年に1回）

賞与 （年3回）

勤務時間 8:00 ～ 17:00

休日・休暇

その他有給休暇

退職金

研修制度

加入保険等

従業員宿舎

その他福利厚生

社内慰安旅行（2年に1回）　・慶弔関係　・資格取得支援

採用実績

採用実績

高卒　 平成30年度　　1名（加工・作業職）

平成31年度　　2名（加工・作業職）

令和2年度　 　2名（加工・作業職）

令和3年度　　 1名(事務職)

障害者雇用

勤務地 島原市

連絡先 職場体験・見学の受入

採用担当          /          福﨑　隆盛 

電話番号　　　　　/　　　　　0957-62-2960

ホームページ　　 /         http://www.fukuei-gp.co.jp 

E-mail              /         t-fukuzaki@fukuei-gp.co.jp

※使用期間(基本3か月)は発生しない。

（1年単位変形労働時間制）

求める人物像
行動力のある人
物作りが好きな人

【会社紹介】

島原市を拠点に、県内では大村に長崎県央、県外では北熊本、熊本中央、
大分、東福岡、北九州、宮崎、鹿児島　にそれぞれ営業所を置き、建築資材
や住宅設備機器の販売を中心に、お客様にとって無くてはならない存在にな
ることを目標に活動をしています。
また、九州圏内に営業所を置くことにより、広いエリアを自社配送することで、
素早くかつ柔軟に対応できることも弊社の強みです。
現在は新規事業として、ＲＡＰ工法（直角パネルを取り付けた工法で低コスト）
を主力に取り組んでいます。　この事業は、大工さんの高齢化と職人不足の
解消にお役立ち出来ることを目的としており、当社の『建て方：フレーミング
チーム』が活躍しています。フレーミングチームは、20歳代の若い人中心で
結成しており、これからの建築業界では無くてなならない存在となります。必
要な技術は指導し、必要な資格取得は支援していきます。

【先輩からのメッセージ】

・営業職
全くの未経験・他業種からの転職でしたが、先輩・上司から営業ノウハウを惜
しみなく惜しみなく教えていただけますし、勉強会が定期的に行われ、社員
教育の充実度に驚きました。　人から感謝され、やりがいのある仕事だと思
います。是非いっしょに私たちと福栄を盛り上げていきましょう。

・加工・作業職
私達、建て方チームは、20代全般で構成したとても若いチームで仕事をして
います。土台敷きから上棟、サイディング貼りなど工事全般を行っています。
入社したばかりなのでまだまだ勉強することが多いですが、先輩に教えてい
ただきながら、ミスをしないということを心掛けています。若い人ばかりなの
で、チームワークは抜群ですぐに溶け込む事ができます。知識や技術はもち
ろんの事、とてもやりがいのある職場なので、福栄　工事部に是非入社してく
ださい。待っています。

⑤写真
※複数枚可

・作業職（パネル作製・加工・建築　　　　　　　　　　）

・営業職

　　(基本給 175,000円+固定残業 42,790円)

　　(基本給 151,000円+固定残業 37,420円)

令和4年4月時点
求人票に記載の内容とは異なる場合がありますので、ハローワークにてご確認ください。

卸・小売業 株式会社
カブシキカイシャ

　福栄
フクエイ

長崎県島原市礫石原町甲1202-43 代表取締役　福﨑　國久

お客様にとって無くてはならない
存在になるために！

労災 健康 厚生

あり（勤続 3 年以上）

可 不可

有 無

なし社宅あり

雇用

正社員 正社員以外（契約社員・嘱託社員等）

住宅手当 通勤手当 上限2万円

扶養手当（家族手当）

あり

あり

深夜・休日手当

隔週休2日（土・日曜日）

年末年始休暇 祝・祭日休

なしあり

寮あり 借上社宅あり

あり


