
2017/9/8

年齢・
求人者名 職種 指針　 賃金 就業時間 必要な免許資格

月給 変形（１ヶ月単位）
不問 (1) 8時00分～17時00分

157,280円～160,800円 (2) 10時00分～19時00分
年齢不問 (3) 11時30分～20時30分

(4) 17時00分～10時00分 TEL 0920-47-1166 （従業員数 59人 ）

42081-  663571 正社員以外/嘱託職員 就業場所長崎県壱岐市

日給 交替制あり 普通自動車免許ＭＴ
不問 (1) 8時00分～17時00分

6,000円～6,500円 (2) 9時00分～18時00分
年齢不問 (3) 12時00分～19時00分

TEL 0920-44-5254 （従業員数 4人 ）

42081-756971 正社員 就業場所長崎県壱岐市

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＭＴ
不問 (1) 8時30分～18時00分

130,000円～180,000円
年齢不問 又は8：30～19：00の

間の8時間 TEL 0920-47-5211 （従業員数 3人 ）

42081-  757171 正社員 就業場所長崎県壱岐市

月給 普通自動車免許ＡＴ
不問 (1) 8時30分～17時00分

112,500円～112,500円
年齢不問

TEL 0920-47-0423 （従業員数 2人 ）

42081-  692271 正社員 就業場所長崎県壱岐市

月給 変形（１年単位）
64歳以下 (1) 8時00分～17時00分

135,000円～160,000円 (2)10時00分～19時00分
省令１号 (3)13時00分～22時00分

TEL 0920-48-4020 （従業員数 59人 ）

42081-  727571 正社員以外 就業場所長崎県壱岐市

月給 変形（１ヶ月単位）
不問 (1) 8時30分～17時30分

131,120円～131,120円
年齢不問

TEL 0920-47-1166 （従業員数 63人 ）

42081-  763871 正社員以外/嘱託職員 就業場所長崎県壱岐市

月給
不問 (1) 8時00分～17時00分

140,000円～170,000円
年齢不問

TEL 0920-45-3986 （従業員数 10人 ）

42081-  760571 正社員 就業場所長崎県壱岐市

月給 変形（１ヶ月単位）
不問 (1) 8時00分～18時00分

135,000円～135,000円
年齢不問

TEL 092-762-3050 （従業員数 10人 ）

40010-66383571 正社員以外 就業場所長崎県壱岐市

セメント製品製造作業員 長崎県壱岐市芦辺町瀬戸浦鯨崎５９２－１

雇用期間の定めなし

薬局事務（正社員化予
定）

福岡県福岡市中央区天神２丁目１４－８　福岡天
神センタ－ビル１６Ｆ

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

介護職員 長崎県壱岐市芦辺町箱崎大左右触２２７２番地２

雇用期間の定めなし

ハウスアシスタント 長崎県壱岐市郷ノ浦町志原西触１０６６番地１

雇用期間の定めあり（4か
月以上）

営業・販売 長崎県壱岐市郷ノ浦町志原西触１４２番地

雇用期間の定めなし

経理事務 長崎県壱岐市郷ノ浦町東触６３９－３

雇用期間の定めなし

株式会社　江口石油店

社会福祉法人　光風会　特別
養護老人ホーム　光の苑
※年度更新制

所在地・就業場所

介護職員（嘱託） 長崎県壱岐市郷ノ浦町志原西触１０６６番地１

雇用期間の定めあり（4か
月以上）

ガソリンスタンド販売員 長崎県壱岐市石田町池田東触４７５－４

雇用期間の定めなし

社会福祉法人　博愛会　特別
養護老人ホーム　ハッピーヒ
ルズ（幸せの丘）
※正社員登用の可能性あり

社会福祉法人　光風会　特別
養護老人ホーム　光の苑
※年度更新制

株式会社　オ－カワ

有限会社　ヨブコ
※休日の相談可

壱岐酒造　協同組合

総合メディカル　株式会社
※就業場所：そうごう薬局
壱岐店
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年齢・
求人者名 職種 指針　 賃金 就業時間 必要な免許資格 所在地・就業場所

月給 変形（１ヶ月単位）
不問

145,000円～250,000円 7：00～22：00の間の
年齢不問 8時間程度

TEL 0120-985-922 （従業員数 48人 ）

41010-13855971 正社員 就業場所長崎県壱岐市

月給
59歳以下 (1) 8時00分～17時00分

124,000円～150,000円
省令１号

TEL 090-8911-8273 （従業員数 12人 ）

42081-  682771 正社員 就業場所長崎県壱岐市

月給 普通自動車免許一種
44歳以下 (1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ

150,000円～150,000円
省令３号のイ

TEL 090-6637-3293 （従業員数 4人 ）

42081-  752471 正社員 就業場所長崎県壱岐市

月給 看護師
不問 (1) 8時30分～17時30分 准看護師

153,000円～198,000円 普通自動車免許ＡＴ
年齢不問

TEL 0920-47-5904 （従業員数 13人 ）

42081-  753771 正社員 就業場所長崎県壱岐市

月給 変形（１ヶ月単位） 準中型自動車運転免許
35歳以下 (1) 8時30分～17時30分 （５ｔ限定）以上

155,000円～201,000円
省令３号のイ

TEL 0940-62-3300 （従業員数 5人 ）

40120-20355571 正社員 就業場所長崎県壱岐市

日給
不問 (1) 8時00分～17時00分

5,760円～5,760円
年齢不問

TEL 0920-47-0478 （従業員数 2人 ）

42081-  689671 正社員 就業場所長崎県壱岐市

時給 変形（１ヶ月単位）
不問 (1) 8時00分～17時00分

715円～715円
年齢不問 又は5：00～17：00の

間の8時間程度 TEL 0920-42-2247 （従業員数 18人 ）

42081-  686171 正社員以外 就業場所長崎県壱岐市

時給
不問 (1) 9時30分～18時30分

1,100円～1,200円 (2)10時00分～19時00分
年齢不問

TEL 096-247-6488 （従業員数 0人 ）

43010-28459571 有期雇用派遣 就業場所長崎県壱岐市

惣菜調理員または生鮮食
品担当／ポプラ壱岐勝本
店

長崎県壱岐市勝本町仲触４７１

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

ドコモショップ店内受
付・販売業務／壱岐店

熊本県熊本市中央区紺屋今町２番２３号　第２
コーヨービル５Ｆ

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）更新の可能性有

技術（船舶エンジンの据
付・整備等）／壱岐営業
所

福岡県宗像市鐘崎２３０番地５

雇用期間の定めなし

受付 長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触６７９番地

雇用期間の定めなし

農業技術者 長崎県壱岐市石田町湯岳射手吉触４６４番地１

雇用期間の定めなし

看護師　　　「看護」 長崎県壱岐市郷ノ浦町永田触２７５番地２

雇用期間の定めなし

店舗社員（壱岐・対馬エ
リア）

佐賀県佐賀市高木瀬町長瀬９３０

雇用期間の定めなし

自動車整備士（補助） 長崎県壱岐市芦辺町住吉後触３７６－１

雇用期間の定めなし

有限会社　古川クリーニング
※就業場所：壱岐市郷ノ浦町
東触５５８

有限会社　太陽商事
※就業場所：ポプラ壱岐勝本
店

株式会社　グッドコミュニ
ケーション
※就業場所：ドコモショップ
壱岐店

ダイレックス　株式会社
※就業場所：壱岐・対馬エリ
ア

株式会社　玄海モ－タ－ス
※就業場所：住吉工場（芦辺
町住吉後触３７６－１）

株式会社　アグリファーム壱
岐
※休日の相談可

社会医療法人　玄州会　在宅
ケア総合支援センター
※就業場所：ひかり訪問看護
ステ－ション

玄海ヤンマー株式会社
※就業場所：壱岐営業所
長崎県壱岐市芦辺町箱崎大左
右触６９８－１６
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年齢・
求人者名 職種 指針　 賃金 就業時間 必要な免許資格 所在地・就業場所

時給
不問 (1) 7時30分～16時30分

720円～750円 (2) 8時00分～17時00分
年齢不問 (3) 8時00分～12時00分

TEL 0920-47-0417 （従業員数 49人 ）

42081-  759371 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

時給 交替制あり 看護師
不問 (1) 9時00分～12時30分

1,200円～1,200円 (2)13時30分～17時30分
年齢不問 (3) 9時00分～17時30分

(4) 9時00分～12時00分 TEL 0920-47-0085 （従業員数 82人 ）

42081-  715171 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

時給 普通自動車免許ＭＴ
不問

720円～800円 7：00～19：30の間の
年齢不問 3時間以上

TEL 0920-44-5254 （従業員数 4人 ）

42081-  755271 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

時給
不問 (1)9時00分～15時00分

715円～715円
年齢不問

TEL 0920-48-3535 （従業員数 3人 ）

42081-  758071 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

時給 交替制あり
不問 (1) 7時00分～10時00分

850円～850円 (2)17時00分～22時00分
年齢不問

TEL 0920-43-0770 （従業員数 11人 ）

42081-  743571 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

時給 交替制あり
18歳以上 (1) 7時00分～16時00分

800円～800円 (2)12時00分～21時00分
省令２号 (3)14時00分～23時00分

TEL 0920-43-0770 （従業員数 11人 ）

42081-  744471 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

時給
不問 (1) 7時00分～12時00分

800円～800円
年齢不問

TEL 0920-44-5887 （従業員数 10人 ）

42081-  747271 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

時給
18歳以上 (1)14時00分～22時00分

850円～850円
省令２号

TEL 0920-44-5887 （従業員数 10人 ）

42081-  748971 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

有限会社　網元
※休日は相談可

接客・サービス（夕食）
　
【急募】

長崎県壱岐市石田町印通寺浦１７６－２１

雇用期間の定めなし

株式会社　海里村上
※就業時間、休日は相談可

フロントサービス 長崎県壱岐市勝本町立石西触　１１９－２

雇用期間の定めなし

有限会社　網元
※休日は相談可

接客・サービス（朝食）

　

長崎県壱岐市石田町印通寺浦１７６－２１

雇用期間の定めなし

特定非営利活動法人　のぎく
※就業場所：就労継続支援Ｂ
型事業所　のぎくの丘

障害者の支援員 長崎県壱岐市勝本町西戸触２３２番地

雇用期間の定めなし

株式会社　海里村上
※就業時間、休日は相談可

レストランサービス 長崎県壱岐市勝本町立石西触　１１９－２

雇用期間の定めなし

医療法人　玉水会　赤木病院
※就業時間は相談可

看護師（パート）
「看護」

長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触１１１番地

雇用期間の定めなし

株式会社　江口石油店
※就業時間、休日、週所定労
働日数は相談可

ガソリンスタンド販売員 長崎県壱岐市石田町池田東触４７５－４

雇用期間の定めなし

株式会社クラカタ商事　壱岐
支店
※就業時間は相談可

清掃作業員／請負 長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触４７７－２

雇用期間の定めあり（4か
月以上）
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年齢・
求人者名 職種 指針　 賃金 就業時間 必要な免許資格 所在地・就業場所

時給
不問 (1) 8時30分～12時30分

745円～780円
年齢不問

TEL 0920-47-1166 （従業員数 63人 ）

42081-  761471 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

時給 介護福祉士
不問 (1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許（ＡＴ）

900円～900円 又は8：30～19：00の
年齢不問 間の8時間

TEL 0920-44-8171 （従業員数 12人 ）

42081-  762771 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

日給
不問 (1) 8時30分～17時15分

5,900円～5,900円
年齢不問

TEL 0920-44-6114 （従業員数 40人 ）

42081-  688371 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

時給
不問

800円～1,500円 10：00～22：00の間の
年齢不問 8時間程度

TEL 0920-44-5818 （従業員数 1人 ）

42081-  690771 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

時給
不問 (1)10時00分～17時00分

800円～1,000円
年齢不問

TEL 0920-44-5818 （従業員数 1人 ）

42081-  691871 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

時給 交替制あり
不問

715円～730円 5：00～00：00の間の
年齢不問 4時間程度

TEL 0920-42-2247 （従業員数 18人 ）

42081-  685971 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

日給
不問 (1) 8時30分～17時15分

5,900円～5,900円
年齢不問

TEL 0920-48-1117 （従業員数 300人 ）

42081-  687071 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

日給
不問 (1)8時30分～ 17時15分

5,900円～5,900円
年齢不問

TEL 0920-48-1116 （従業員数 300人 ）

42081-  764271 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

壱岐市役所
※就業場所：市民福祉課（郷
ノ浦庁舎）
※月１４日勤務

一般事務（市民福祉課） 長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触５６２番地

雇用期間の定めあり（4か
月以上）

有限会社　太陽商事
※就業場所：ポプラ壱岐勝本
店
※就業時間、休日は相談可
※正社員登用の可能性あり

販売員（ポプラ壱岐勝本
店／パート）

長崎県壱岐市勝本町仲触４７１

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

壱岐市役所
※就業場所：こども家庭課
（郷ノ浦庁舎）
※月14日勤務

一般事務（こども家庭
課）

壱岐市郷ノ浦町本村触５６２番地

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

壱岐牧場 調理師（見習）及び食品
製造

壱岐市石田町筒城仲触１７８６

雇用期間の定めなし

壱岐牧場
※休日は相談可

事務・フロント担当 壱岐市石田町筒城仲触１７８６

雇用期間の定めなし

有限会社　弦観光
※就業場所：グル－プホ－ム
壱岐の郷

生活相談員 長崎県壱岐市石田町筒城東触１８４０－３

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）更新の可能性有

壱岐市役所
※就業場所：水産課（石田庁
舎）
※月１４日勤務

一般事務（水産課） 長崎県壱岐市石田町石田西触１２９０

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

社会福祉法人　光風会　特別
養護老人ホーム　光の苑
※年度更新制

調理員 長崎県壱岐市石田町石田西触１０６６番地１

雇用期間の定めあり（4か
月以上）
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