
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 美容師免許
不問 (1)9時00～18時00分

142,748円～142,748円
年齢不問

TEL 0920-47-5115 （従業員数 4人 ）
42081- 1100681 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) 9時00分～17時40分

146,000円～210,000円
年齢不問

TEL 0942-53-0333 （従業員数 7人 ）
40140- 5464581 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30分

762円～762円 (2) 9時00分～18時00分
年齢不問

TEL 0920-47-1110 （従業員数 9人 ）
42081- 1047381 正社員以外 就業場所長崎県壱岐市

日給 交替制あり
不問 (1) 8時30分～17時15分

6,600円～6,600円 (2) 7時30分～16時15分
年齢不問 (3)10時30分～19時15分

TEL 0920-47-1131 （従業員数 250人 ）
42081- 1049981 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00分～17時00分

155,760円～162,800円 (2)10時00分～19時00分
年齢不問 (3)11時30分～20時30分

TEL 0920-47-1166 （従業員数 65人 ）
42081- 1054081 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
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- 1058581 正社員以外 就業場所長崎県壱岐市

月給 看護師
不問 (1) 8時15分～18時15分 准看護師

235,200円～268,800円 (2) 8時15分～12時15分
年齢不問

TEL 0920-47-1727 （従業員数 9人 ）
42081- 1060281 正社員 就業場所長崎県壱岐市

月給 変形（１ヶ月単位） 看護師
64歳以下 (1) 8時00分～17時00分 准看護師

135,000円～200,000円 (2) 8時30分～17時30分
省令１号 (3)10時00分～19時00分

TEL 0920-48-4020 （従業員数 58人 ）
42081- 1061181 正社員 就業場所長崎県壱岐市

所在地・就業場所

美容師有限会社　サロンド久美 長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触７０７－６

雇用期間の定めなし

看護ヘルパ－長崎県壱岐病院 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）

介護職員（嘱託）社会福祉法人　光風会　特別
養護老人ホーム　光の苑

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ヶ
月以上）

技術職（壱岐支店）ヤンマーアグリジャパン株式
会社　九州支社
※就業場所：壱岐支店
（石田町本村触38-1）

福岡県筑後市大字一条５３５番地２

雇用期間の定めなし

漁具販売補助及び漁具の
製作補助

有限会社　サダカタ商会
※郷ノ浦店・勝本店・瀬戸店
のいずれか

長崎県壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦４０５－６

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

看護職社会福祉法人　博愛会　特別
養護老人ホーム　ハッピーヒ
ルズ（幸せの丘）

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

土木・水道設備
「建設」

日設工業　株式会社 長崎県壱岐市郷ノ浦町庄触１０６２－１

雇用期間の定めなし

看護師でぐち整形外科医院 長崎県壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦５３番地２－５

雇用期間の定めなし
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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 変形（１ヶ月単位）
不問 (1) 8時00分～17時00分

765円～795円
年齢不問

TEL 0920-48-4020 （従業員数 58人 ）
42081- 1062081 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
59歳以下 (1) 8時00分～17時00分

780円～800円 (2) 8時30分～17時30分
省令１号

TEL 0920-45-2003 （従業員数 7人 ）
42081- 1063381 正社員以外 就業場所長崎県壱岐市

月給
不問 (1)10時00分～19時00分

150,000円～150,000円
年齢不問

TEL 0920-48-9007 （従業員数 98人 ）
42081- 1064681 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
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- 1074981 正社員 就業場所長崎県壱岐市

月給 普通自動車免許一種
40歳以下 (1) 8時00分～17時00分

163,000円～173,000円
省令３号のイ

TEL 0920-47-1044 （従業員数 7人 ）
42081- 1080381 正社員 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30分～17時30分

150,000円～150,000円
年齢不問

TEL 0920-48-2101 （従業員数 2人 ）
42081- 1042781 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

6,100円～6,100円
年齢不問

TEL 0920-47-1255 （従業員数 44人 ）
42081- 1036281 正社員以外 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AT
64歳以下 (1) 8時30分～20時00分

165,000円～250,000円
省令１号

TEL 090-3228-6554 （従業員数 36人 ）
42081- 1038081 正社員 就業場所長崎県壱岐市

調理補助社会福祉法人　博愛会　特別
養護老人ホーム　ハッピーヒ
ルズ（幸せの丘）

長崎県壱岐市芦辺町箱崎大左右触２２７２番地２

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

自動車整備株式会社　共進自動車商会 壱岐市石田町石田西触１３０５

雇用期間の定めなし

配管工有限会社　壱岐設備工業所 長崎県壱岐市郷ノ浦町柳田触５５７－１

雇用期間の定めなし

プロパンガス販売員川添石油　株式会社
※就業場所：カワゾエホーム
ガスセンター（郷ノ浦町東触
1172-2）

長崎県壱岐市芦辺町瀬戸浦５５

雇用期間の定めなし

コールスタッフ
（回収コールセンター）

株式会社レオパレス２１
壱岐サービスセンター

長崎県壱岐市勝本町仲触１９８１－２

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

調理師（見習い）株式会社　ビュ－ホテル壱岐 長崎県壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦４０１

雇用期間の定めなし

商品配達員丸商株式会社 長崎県壱岐市芦辺町中野郷本村触４１２番地

雇用期間の定めなし

車両清掃員・事務補助壱岐交通　株式会社 長崎県壱岐市郷ノ浦町東触５７５－２

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

日給 保育士
不問 (1) 8時30分～17時15分 幼稚園教諭免許

6,300円～6,500円 養護教諭免許
年齢不問

TEL 0920-48-1117 （従業員数 15人 ）
42081- 1044281 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) 8時00分～16時00分

765円～900円 (2)14時00分～20時30分
年齢不問

TEL 0920-43-0124 （従業員数 27人 ）
42081- 1045181 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 8時30分～18時00分の

762円～762円 間の5～8時間
年齢不問

TEL 0920-47-1110 （従業員数 9人 ）
42081- 1046081 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

時給 交替制あり 登録販売者（医薬品）
不問 (1)9時30分～15時15分

887円～887円 (2)15時45分～20時45分　　　　　　　　　
年齢不問 又は9時00分～21時00分 

の間の5時間 TEL 0920-45-1759 （従業員数 86人 ）
42081- 1051881 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) 7時00分～10時00分 ホームヘルパー２級

900円～1,000円 (2)17時00分～22時00分 普通自動車免許ＡＴ　　　
年齢不問 又は7時00分～22時00分 

の間の4時間程度 TEL 0920-47-5904 （従業員数 16人 ）
42081- 1057981 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00分～14時30分

762円～800円 (2)10時30分～17時00分
年齢不問

TEL 0920-44-5826 （従業員数 20人 ）
42081- 1066581 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)10時00分～15時00分

800円～900円 (2)18時00分～21時30分
年齢不問

TEL 0920-47-0909 （従業員数 3人 ）
42081- 1070181 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

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- 1082981 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：壱岐こどもセン
ター
（郷ノ浦町本村触93）

幼稚園教諭・養護教諭・
保育士

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）

株式会社　イオンストア九州
イオン壱岐店

登録販売者 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）

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：ホームヘルパー
ステーション　リバティ

介護（パート）「介護」 長崎県壱岐市郷ノ浦町永田触２７５番地２

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

一般財団法人　壱岐市開発公
社
※就業場所：国民宿舎　壱岐
島荘

フロント係 長崎県壱岐市勝本町立石西触１０１

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

有限会社　サダカタ商会 漁具の製作補助(パート) 長崎県壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦４０５－６

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

社会福祉法人　壱岐市社会福
祉協議会　石田事業所

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　玄海交通 事務員 長崎県壱岐市石田町筒城東触１７３０

雇用期間の定めなし

中華ダイニング　華花
※就業時間・就業日数・給仕
はは相談可

フロアスタッフ 長崎県壱岐市郷ノ浦町東触７１８

雇用期間の定めなし
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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 10時00分～17時00分の
不問 間の3～6時間

800円～1,000円
年齢不問

TEL 0920-43-0016 （従業員数 22人 ）
42081- 1084481 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

時給
59歳以下 (1) 9時00分～15時00分

762円～800円
省令１号

TEL 0920-47-5560 （従業員数 50人 ）
42081- 1092481 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 8時00分～17時15分の

763円～975円 間の5～8時間
年齢不問

TEL 0920-45-2378 （従業員数 103人 ）
42081- 1094881 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30分～16時15分

800円～800円 (2) 8時30分～17時15分
年齢不問 (3) 9時45分～18時30分

TEL 0920-44-8171 （従業員数 8人 ）
42081- 1099681 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

時給
不問 (1) 5時00分～14時00分

762円～800円 (2) 5時00分～ 9時00分
年齢不問 (3) 9時00分～14時00分

TEL 0920-47-1883 （従業員数 15人 ）
42081- 1039381 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

時給
64歳以下 (1) 9時00分～15時00分

900円～1,000円
省令１号

TEL 090-3328-6554 （従業員数 36人 ）
42081- 1037181 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) 6時30分～14時00分

765円～900円 (2)14時00分～20時00分
年齢不問

TEL 0920-43-0124 （従業員数 27人 ）
42081- 1035881 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～12時00分

762円～762円 (2)13時00分～17時00分
年齢不問 ※就業時間は（1）と(2)

のいずれかを選択可能 TEL 0920-47-0478 （従業員数 2人 ）
42081-1101981 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

株式会社　平山旅館 フロント・客室係 長崎県壱岐市勝本町立石西触７７

雇用期間の定めなし

有限会社　弦観光
*就業場所：グループホーム
壱岐の郷

介護職／グループホーム 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）

きてみ店
※就業場所：かもめの朝ごは
ん(郷ノ浦町郷ノ浦405-12）

レストラン接客・調理補
助

長崎県壱岐市郷ノ浦町志原西触５５２－１

雇用期間の定めなし

株式会社　ヤマグチ 店内販売員
（レジ係／パート）

長崎県壱岐市郷ノ浦町永田触２６８番地

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　芦辺事業所

給食調理員・配達員 長崎県壱岐市芦辺町箱崎中山触２５４８番地

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

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

受付 壱岐市郷ノ浦町本村触679番地

雇用期間の定めなし

株式会社　ビュ－ホテル壱岐 ルームメイク 長崎県壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦４０１

雇用期間の定めなし

一般財団法人　壱岐市開発公
社
※就業場所：国民宿舎　壱岐
島荘

調理補助 長崎県壱岐市勝本町立石西触１０１

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）
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