
2018/7/13

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 普通自動車免許一種
不問 (1) 8時00分～15時40分

150,000円～150,000円
年齢不問

TEL 0920-44-5310 （従業員数 1人 ）

42081-  705681 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

日給
不問 (1) 8時30分～17時15分

6,000円～6,000円
年齢不問

TEL 0920-47-1131 （従業員数 195人 ）

42081-  703081 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市

日給
不問 (1) 8時00分～17時00分

5,896円～5,896円
年齢不問

TEL 0920-47-0478 （従業員数 2人 ）

42081-  700881 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

日給 普通自動車免許一種
不問 (1) 8時00分～17時30分

6,000円～8,000円
年齢不問

TEL 0920-44-5840 （従業員数 0人 ）

42081-  701281 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

時給 交替制あり
不問 (1)10時00分～18時45分

800円～850円 (2)10時15分～19時00分
年齢不問

10：00～19：00の間の TEL 0920-47-4855 （従業員数 10人 ）

40010-52127281 正社員以外 8時間程度 就業場所 長崎県壱岐市

日給
不問 (1) 8時30分～17時15分

6,000円～6,000円
年齢不問

TEL 0920-47-1131 （従業員数 250人 ）

42081-  698181 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市

日給 普通自動車免許一種
不問 (1) 8時00分～17時00分

7,000円～8,000円
年齢不問

TEL 0920-47-3953 （従業員数 3人 ）

42081-  709781 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00分～17時00分

127,000円～130,000円
年齢不問

TEL 0920-47-0080 （従業員数 3人 ）

42081-  704381 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

塗装工（見習） 長崎県壱岐市石田町石田西触１０７３

雇用期間の定めなし

所在地・就業場所

豆腐・惣菜製造補助及び配
達

長崎県壱岐市石田町本村触１１８－７

一般事務 長崎県壱岐市郷ノ浦町永田触６９５番地

雇用期間の定めなし

土木作業員 長崎県壱岐市郷ノ浦町片原触１６３４－１

雇用期間の定めなし

有限会社　ゼベット

大畑衛生社　有限会社
※パ－ト希望の方の応募可

長崎県壱岐病院

雇用期間の定めなし

病棟受付事務 長崎県壱岐市郷ノ浦町東触１６２６番地

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

家電量販店における配達、
工事補助業務／長崎県壱岐
市

長崎県壱岐市郷ノ浦町柳田触８５１－１

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）更新の可能性有

受付事務／外来 長崎県壱岐市郷ノ浦町東触１６２６番地

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

有限会社中村たんぱく

長崎県壱岐病院

有限会社　古川クリーニング
※就業場所：郷ノ浦町東触558

野本塗装

株式会社ベスト電器
※就業場所：ベスト電器　壱
岐店

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
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月給 普通自動車免許ＡＴ
不問 (1) 9時00分～17時00分

140,000円～140,000円
年齢不問

TEL 0920-45-0225 （従業員数 2人 ）

42081-  694481 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

月給 普通自動車免許ＡＴ
40歳以下 (1) 8時00分～17時00分

140,000円～150,000円
省令３号のイ

TEL 0920-44-5827 （従業員数 5人 ）

42081-  621281 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

日給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種
不問 (1) 8時00分～17時00分

7,000円～8,500円
年齢不問

TEL 0920-44-5309 （従業員数 16人 ）

42081-  616381 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

日給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種
不問 (1) 8時00分～17時00分

6,500円～10,000円
年齢不問

TEL 0920-44-5309 （従業員数 16人 ）

42081-  617681 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種
不問 (1) 8時00分～17時00分

150,000円～250,000円
年齢不問

TEL 0920-44-5309 （従業員数 16人 ）

42081-  619581 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

時給
59歳以下 (1) 8時00分～17時00分

737円～737円
省令１号

TEL 0920-47-4580 （従業員数 76人 ）

42081-  612881 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市

日給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種
不問 (1) 8時00分～17時30分

7,000円～8,000円
年齢不問

TEL 0920-45-0897 （従業員数 2人 ）

42081-  611781 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

月給 普通自動車免許一種
59歳以下 (1) 9時00分～18時00分

170,000円～300,000円
省令１号

TEL 0920-40-0105 （従業員数 10人 ）

42081-  610481 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

土木工事の現場監督（見習
い）

長崎県壱岐市石田町印通寺浦３０１番地

雇用期間の定めなし

事務 長崎県壱岐市郷ノ浦町東触５９７

雇用期間の定めなし

普通作業員 長崎県壱岐市芦辺町諸吉仲触４３３番地１

雇用期間の定めなし

株式会社　創栄建設

株式会社　創栄建設

株式会社　創栄建設

あまごころ本舗株式会社　壱
岐支社

有限会社　アシベ工業

壱岐ビジョン株式会社
※就業場所：ビジョンショッ
プ（郷ノ浦町柳田触３１６－
１１）

株式会社　若宮水産
※就業場所：直営ショップ
（壱岐市芦辺町箱崎中山触２
６０４）
※パ－ト勤務希望の方は相談可

有限会社　玄海自動車販売
※パ－ト勤務希望の方は相談
可

大工（見習い） 長崎県壱岐市石田町印通寺浦３０１番地

雇用期間の定めなし

おみやげ品の販売（正） 長崎県壱岐市芦辺町諸吉本村触１３２９－１

雇用期間の定めなし

一般事務 長崎県壱岐市石田町池田東触７７番地１

雇用期間の定めなし

建築・土木作業員 長崎県壱岐市石田町印通寺浦３０１番地

雇用期間の定めなし

保守工事作業員 長崎県壱岐市郷ノ浦町柳田触３１６番地１１

雇用期間の定めなし
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時給 普通自動車免許一種
不問 (1) 8時00分～13時00分

750円～750円
年齢不問

TEL 0920-44-5310 （従業員数 1人 ）

42081-  706981 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

日給
不問 (1) 8時45分～17時30分

5,900円～5,900円 (2) 9時00分～17時45分
年齢不問

TEL 0920-47-3700 （従業員数 5人 ）

42081-  707581 パート労働者 就業場所

時給 普通自動車免許一種
不問 (1) 8時30分～17時30分

800円～1,000円
年齢不問

TEL 0920-47-2712 （従業員数 3人 ）

42081-  702181 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

時給
不問 (1)17時00分～22時00分

800円～800円
年齢不問

TEL 0920-43-0016 （従業員数 22人 ）

42081-  627581 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ＡＴ
不問

750円～800円 8：00～18：00の間の
年齢不問 4～8時間程度

TEL 0920-47-0412 （従業員数 6人 ）

42081-  708481 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

時給
不問 (1) 8時00分～16時00分

740円～825円 (2) 9時00分～17時00分
年齢不問 (3)10時00分～16時00分

又は8：00～17：00の間の TEL 0920-43-0107 （従業員数 88人 ）

42081-  665381 パート労働者 4～8時間 就業場所 長崎県壱岐市

時給
59歳以下 (1) 5時30分～ 9時30分

750円～750円 (2)17時30分～22時00分
省令１号 (3)10時30分～14時30分

TEL 0920-47-3737 （従業員数 49人 ）

42081-  676581 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

時給 普通自動車免許一種
不問

800円～800円 8：00～19：00の間の
年齢不問 5～8時間

TEL 090-1344-0194 （従業員数 3人 ）

42081-  679881 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

有限会社中村たんぱく
※休日は相談可

豆腐・惣菜製造補助及び配
達（パート）

長崎県壱岐市石田町本村触１１８－７

雇用期間の定めなし

株式会社　平山旅館
※土日祝勤務可能な方

調理補助 長崎県壱岐市勝本町立石西触７７

雇用期間の定めなし

株式会社　ナガオカ
※就業場所：永岡石油店
※勤務日数は相談可
※土日祝勤務できる方歓迎

レンタカ－業務 長崎県壱岐市郷ノ浦町平人触５１

雇用期間の定めなし

一般社団法人　壱岐市観光連
盟
※月１４日勤務
※土日勤務可能な方
※雇用期間：採用日～H31.3.31

観光案内・販売（パート） 長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触６８３－２

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

有限会社　石橋商店
※正社員登用の可能性あり

設備工事作業員 長崎県壱岐市郷ノ浦町田中触９４８－１

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）更新の可能性有

株式会社　アグリコマース藤 レンタルバイクの配送 長崎県壱岐市郷ノ浦町長峰東触１５５

雇用期間の定めなし

社会福祉法人　壱心会　特別
養護老人ホーム　壱岐のここ
ろ
※休日は相談可

介護職員（パート） 長崎県壱岐市勝本町本宮南触２９８番地

雇用期間の定めなし

株式会社　太安閣
※就業時間は相談可

サービス及び接客 長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触７６０－１

雇用期間の定めなし
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時給
不問

770円～800円 8：00～17：00の間の
年齢不問 4～8時間

TEL 0920-47-0239 （従業員数 6人 ）

42081-  682381 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

800円～900円 00：00～23：59の間の
省令２号 4時間以上

TEL 0920-48-1211 （従業員数 25人 ）

42081-  684981 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

750円～900円 7：00～22：00の間の
年齢不問 2～8時間

TEL 080-5265-8047 （従業員数 13人 ）

42081-  685581 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～10時30分

740円～740円 (2)14時00分～17時00分
年齢不問

（従業員数 1人 ）

42081-  690381 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45分～12時45分

767円～767円 (2)15時00分～20時00分
年齢不問 (3)16時30分～21時30分

又は7：45～21：30の間の TEL 0920-45-1759 （従業員数 90人 ）

42081-  692981 パート労働者 5時間程度 就業場所 長崎県壱岐市

時給
18歳～59歳

800円～910円 9：00～21：00の間の
省令１号 4時間以上

TEL 0120-221-214 （従業員数 10人 ）

12010- 25885581 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ＡＴ
不問

800円～800円 9：00～18：00の間の
年齢不問 4～8時間程度

TEL 0920-48-1211 （従業員数 0人 ）

42081-  620881 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

時給 普通自動車免許一種
不問 (1) 9時00分～18時00分 中型一種（８ｔ限定）

750円～900円 準中型一種（５トン限
年齢不問

TEL 0944-87-8229 （従業員数 3人 ）

40051- 1424381 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

オランダフ－ズ　株式会社
※就業時間・週労働日数は相
談可
※休日は相談可

アイスクリーム・氷器製造
（パート）

長崎県壱岐市郷ノ浦町片原触１５５１

雇用期間の定めなし

ひらのファームランド
※就業時間・就業日数は相談
可

ファームスタッフ 長崎県壱岐市芦辺町深江平触２１４

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

株式会社　イオンストア九州
イオン壱岐店
※就業時間・週所定労働日数
は相談可

レジ係 長崎県壱岐市芦辺町箱崎中山触２６０４－２

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

株式会社　ホーベウィン
※就業時間・週労働日数は相
談可

コンビニエンスストア店員
（壱岐勝本店）

長崎県壱岐市郷ノ浦町東触６９９－１

雇用期間の定めなし

有限会社　ミキフードサービ
ス（モスバーガー壱岐店）
※勤務日数・時間は相談可

ハンバーガーの製造・販売
員

長崎県壱岐市芦辺町箱崎中山触２６０４－１７

雇用期間の定めなし

後藤家具物産　株式会社
※就業場所：後藤家具物産
（株）長崎支店（壱岐市芦辺
町中野郷西触469-2）

配達・軽作業・接客 福岡県大川市下青木　２０３－１

雇用期間の定めなし

株式会社　イオンファンタジ
－
※モ－リ－ファンタジ－壱岐
店（イオン壱岐店２Ｆ）

接客スタッフ 千葉県千葉市美浜区中瀬１－５－１　イオンタワ
－１３Ｆ

雇用期間の定めなし

株式会社　ホーベウィン
※就業場所：ファミリ－マ－
ト壱岐郷ノ浦東店店内

配食サービス生産管理責任
者

長崎県壱岐市郷ノ浦町東触６９９－１

雇用期間の定めなし
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