
2018/9/7

年齢・
求人者名 職種 指針　 賃金 就業時間 必要な免許資格

時給
不問 (1) 9時00分～18時00分

750円～950円
年齢不問

（従業員数 3人 ）

40010-66570381 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市

月給 普通自動車免許一種
不問 (1) 8時00分～17時00分

160,000円～160,000円
年齢不問

TEL 0920-45-0225（従業員数 6人 ）

42081-  818081 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

6,000円～6,000円
年齢不問

TEL 0920-47-0478（従業員数 2人 ）

42081-  900581 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市

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

7,000円～12,000円
年齢不問

（従業員数 5人 ）

42081-  814781 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

時給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種
59歳以下 (1) 8時00分～17時00分 高圧ガス販売主任２種

780円～780円 (2) 9時00分～18時00分
省令１号 (3)10時00分～19時00分

8：00～20：00の間の TEL 0920-45-2003（従業員数 24人 ）

42081-  815881 正社員以外 8時間程度 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～17時30分

1,050円～1,050円
年齢不問

TEL 092-476-6125（従業員数 150人 ）

40010-65714581 正社員以外 就業場所 福岡県福岡市東区

月給 普通自動車免許一種
40歳以下 (1) 8時00分～17時00分

150,000円～203,000円 (2) 8時00分～16時00分
省令３号のイ (3) 8時00分～15時00分

TEL 0920-44-6188（従業員数 14人 ）

42081-  817181 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ＡＴ
不問

180,000円～400,000円 6：00～22：00の間の
年齢不問 8時間程度

TEL 03-6709-9562（従業員数 15人 ）

13080-71122181 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

調理及び調理補助／長崎県
壱岐市

東京都新宿区新宿５－１５－１４　ＩＮＢ０
ＵＮＤ　ＬＥＡＧＵＥ６０１

雇用期間の定めなし

株式会社　共進自動車商会

株式会社温故知新
※就業場所：海里村上

TEL090-3012-0736

土木作業員・水道配管工 長崎県壱岐市郷ノ浦町渡良東触２７７４番地

雇用期間の定めなし

自動車整備 壱岐市石田町石田西触１３０５

雇用期間の定めなし

ＮＴＴ通信サービスの保
守、
システム設備の構築業務

福岡県福岡市博多区博多駅東２丁目３－１
ＮＴＴ博多ビル

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

プロパンガス販売員 長崎県壱岐市芦辺町瀬戸浦５５

雇用期間の定めなし

所在地・就業場所

エクセルでの資料作成業務
／壱岐市

福岡市中央区天神１丁目３－３８　天神１２
１ビル５Ｆ

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

株式会社　ペンシル
※就業場所：壱岐市郷ノ浦
町郷ノ浦220
※就業時間・就業日数は相
談可

株式会社　若宮水産

有限会社　古川クリ－ニン
グ
※パ－ト勤務希望の方は相
談可（就業時間は相談でき
ます）

海産物の出荷・選別作業員 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

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

礼興業　株式会社

川添石油　株式会社
※就業場所：郷ノ浦ＳＳ・
瀬戸浦ＳＳ（就業場所の相
談可）

株式会社ＮＴＴフィールド
テクノ　九州支店

1 ページ



2018/9/7

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 美容師
不問 (1) 9時00分～18時00分

140,522円～140,522円
年齢不問

TEL 0920-47-5115（従業員数 4人 ）

42081-  812581 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

時給 普通自動車免許一種
不問 (1) 8時30分～17時00分 ※ＡＴ限定は要相談

750円～800円
年齢不問

TEL 0920-47-1331（従業員数 105人 ）

42081-  822781 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市

時給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種
不問 (1) 7時00分～13時00分 ※ＡＴ限定は要相談

750円～800円 (2) 7時00分～15時00分
年齢不問 (3)13時00分～19時00分

又は7：00～19：00の間の TEL 0920-47-1331（従業員数 11人 ）

42081-  821481 正社員以外 8時間 就業場所 長崎県壱岐市

日給 普通自動車免許一種
40歳以下 (1) 8時00分～17時00分

6,000円～7,500円
省令３号のイ

TEL 0920-47-5001（従業員数 16人 ）

42081-  807881 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市

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

750円～750円
年齢不問

TEL 0920-44-6177（従業員数 18人 ）

42040- 4430981 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市

時給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ
不問 (1) 7時30分～17時30分

750円～750円 (2) 7時30分～18時30分
年齢不問 (3) 8時00分～18時00分

TEL 0920-44-6177（従業員数 18人 ）

42040- 4643881 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市

月給 変形（１年月単位） 普通自動車免許一種
21歳～59歳 (1) 11時00分～20時00分

150,000円～150,000円 (2) 10時00分～17時00分
省令１号

TEL 0920-47-0633（従業員数 6人 ）

42081-  878381 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30分～17時00分

131,500円～203,000円
年齢不問

TEL 0920-47-0023（従業員数 133人 ）

42081-  904281 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

雇用期間の定めなし

有限会社　サロンド久美

壱岐市農業協同組合
※年度更新制
※就業場所：JA本所、支
所、出張所、事業所

壱岐市農業協同組合
※年度更新制
※就業場所：アグリプラザ
四季菜館、島の駅壱番館

日設工業　株式会社
※正社員登用の可能性あり

一般事務 長崎県壱岐市郷ノ浦町東触５６０番地

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

美容師 長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触７０７－６

長崎県壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦１５－３

雇用期間定めなし

長崎県壱岐市石田町筒城東触１７２４

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

株式会社　共立自動車学校
壱岐市自動車教習所

教習指導員

長崎県壱岐市石田町筒城東触１７２４

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

長崎県壱岐市郷ノ浦町庄触１０６２－１

雇用期間の定めなし

接客・販売 長崎県壱岐市郷ノ浦町東触５６０番地

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

ＯＲＣエアサービス株式会
社
※就業場所：壱岐空港

ＯＲＣエアサービス株式会
社
※就業場所：壱岐空港

空港地上係員

土木・水道設備　　　「建
設」

予約受付業務（壱岐空港）

長崎県壱岐市郷ノ浦町田中触９９１－１

雇用期間定めなし

社会医療法人玄州会　光武
内科循環器科病院

ドクタ－ズクラ－ク（外
来）
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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

日給 普通自動車免許ＡＴ
不問 (1) 8時30分～17時15分 看護師

8,000円～8,000円 准看護師
年齢不問

TEL 0920-44-6150（従業員数 50人 ）

42081-  820581 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

時給 変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ
不問

800円～1,000円 6：00～22：00の間の
年齢不問 8時間程度

TEL 03-6709-9562（従業員数 15人 ）

13080-71183681 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

時給 変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ
不問

800円～1,000円 6：00～23：00の間の
年齢不問 9時間程度

TEL 03-6709-9562（従業員数 15人 ）

13080-71376181 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

日給
不問 (1) 7時00分～13時00分

7,000円～7,000円
年齢不問

TEL 0920-47-5621（従業員数 17人 ）

42081-  813481 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

時給
不問

770円～850円 18：30～23：00の間の
年齢不問 4時間以上

TEL 0920-47-5671（従業員数 1人 ）

42081-  834081 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

時給
不問 (1) 18時00分～22時00分

750円～1,000円
年齢不問

TEL 0920-40-0071（従業員数 5人 ）

42081-  838581 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

737円～737円 (2) 7時30分～12時30分
年齢不問 又は7：00～13：00の間の

5時間程度 TEL 0920-45-1759（従業員数 86人 ）

42081-  902781 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

時給
不問

740円～740円 9：30～23：30の間の
年齢不問 4時間以上

TEL 0920-48-1611（従業員数 8人 ）

23020-　65276081 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

壱岐通運　株式会社
雇用期間：H30.10.7～
H30.10.10

荷役作業 長崎県壱岐市石田町本村触３２－２

日雇

ビストロ　まさなお
※就業時間・休日は相談可

接客 長崎県壱岐市郷ノ浦町大原触女鳥４６６

雇用期間の定めなし

株式会社温故知新
※就業場所：海里村上

調理及び調理補助／長崎県
壱岐市

東京都新宿区新宿５－１５－１４　ＩＮＢ０
ＵＮＤ　ＬＥＡＧＵＥ６０１

雇用期間の定めなし

株式会社温故知新
※就業場所：海里村上

ホテルスタッフ 東京都新宿区新宿５－１５－１４　ＩＮＢ０
ＵＮＤ　ＬＥＡＧＵＥ６０１

雇用期間の定めなし

社会福祉法人　壱岐市社会
福祉協議会　石田事業所
※年度更新制

通所看護職員　　　「看
護」

長崎県壱岐市石田町石田西触１４８６－１

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

株式会社　ゲオ
※就業場所：ゲオ壱岐店

店舗スタッフ（ゲオ壱岐
店）

長崎県壱岐市郷ノ浦町柳田触１４３－１

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

株式会社ＬＩＧ　ゲストハ
ウスＬＡＭＰ壱岐

レストランスタッフ 長崎県壱岐市勝本町勝本浦２５３

雇用期間の定めなし

株式会社　イオンストア九
州　イオン壱岐店
※休日は相談可

早朝商品補充係 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）
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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 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

TEL 0920-47-0085（従業員数 80人 ）

42081-  836681 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 (1) 8時30分～17時30分

800円～800円 (2) 10時30分～19時30分
年齢不問

TEL 0920-44-8171（従業員数 9人 ）

42081-  841181 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

時給
不問 (1) 6時00分～12時00分

737円～737円 (2) 6時00分～15時00分
年齢不問 (3)15時00分～20時00分

又は6：00～20：00の間の TEL 0920-40-0195（従業員数 5人 ）

42081-  844681 パート労働者 2～8時間 就業場所 長崎県壱岐市

時給
不問 (1) 9時00分～14時00分

740円～740円 (2)10時00分～15時00分
年齢不問

TEL 0920-43-0124（従業員数 27人 ）

42081-  830781 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) 9時00分～13時00分

740円～750円 (2)11時00分～16時00分
年齢不問 (3)13時00分～19時00分

TEL 0920-43-0124（従業員数 27人 ）

42081-  831881 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

時給
不問 (1)10時30分～14時30分

750円～750円
年齢不問

TEL 0920-47-3737（従業員数 49人 ）

42081-  833181 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-  829981 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
59歳以下 8：30～18：00の間の

780円～800円 6～8時間
省令１号

TEL 0920-45-2003（従業員数 24人 ）

42081-  640681 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

医療法人　玉水会　赤木病
院

看護師 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

一般社団法人　壱岐市開発
公社
※就業場所：国民宿舎　壱
岐島荘

客室係 長崎県壱岐市勝本町立石西触１０１　国民宿
舎　壱岐島荘

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

一般社団法人　壱岐市開発
公社
※就業場所：国民宿舎　壱
岐島荘

客室浴室係 長崎県壱岐市勝本町立石西触１０１　国民宿
舎　壱岐島荘

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

有限会社　弦観光
※就業時間・週所定労働日
数は相談可
※正社員登用の可能性あり

介護職/デイサ－ビスセン
タ－

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
月以上）

パンプラス
※休日は相談可

ベ－カリ－とカフェの製
造・販売

長崎県壱岐市郷ノ浦町釘山触６２８

雇用期間の定めなし

川添石油　株式会社
※就業場所：郷ノ浦ＳＳ・
瀬戸浦ＳＳ（就業場所の相
談可）

ガソリンスタンド販売員 長崎県壱岐市芦辺町瀬戸浦５５

雇用期間の定めなし

株式会社　太安閣 サ－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

有限会社　網元
※月１０～１５日勤務
※就業時間・休日は相談可

接客・サ－ビス（夕食） 長崎県壱岐市石田町印通寺浦１７６－２１

雇用期間の定めなし
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