
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
39歳以下 (1)8時30分～17時00分 (AT)

150,000円～200,000円
省令３号のイ

TEL 0920-47-0951 （従業員数 7人 ）
42081- 1108081 正社員 就業場所長崎県壱岐市

時給 普通自動車免許一種
18歳～39歳 (1) 7時30分～16時30分 （AT）

1,000円～1,000円 (2) 7時30分～17時00分
省令３号のイ

TEL 0920-44-5876 （従業員数 11人 ）
42081-1106281 正社員以外 就業場所長崎県壱岐市

月給
45歳以下 (1) 8時30分～18時00分

140,000円～162,000円 (2)8時30分～13時00分　
省令３号のイ

TEL 0920-45-3434 （従業員数 9人 ）
42081- 1102581 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00分～17時00分

150,000円～200,000円
年齢不問

TEL 0920-44-5310 （従業員数 1人 ）
42081-1065981 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

6,500円～7,000円
年齢不問

TEL 0920-43-0034 （従業員数 15人 ）
42010-18647981 正社員以外 就業場所長崎県壱岐市

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種
不問 (1)6時00分～15時30分 (AT)

135,000円～135,000円 (2)8時00分～17時30分
年齢不問 (3)10時00分～19時00分

TEL 0920-45-2153 （従業員数 6人 ）
42081-1071081 正社員 就業場所長崎県壱岐市

月給 変形（１ヶ月単位） 准中型自動車運転免許
40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 ）
40120-27677881 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

所在地・就業場所

内燃機の検査・整備・点
検

有限会社　ハラダ 長崎県壱岐市郷ノ浦町大原触505番地4

通信販売受付・経理事務有限会社 中村たんぱく 長崎県壱岐市石田町本村触118-7

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

魚類養殖作業員金子産業株式会社
石田事業所

長崎県壱岐市石田町池田東触877番地13

雇用期間の定めなし

歯科助手医療法人　百田歯科医院 長崎県壱岐市芦辺町諸吉大石触427-5

雇用期間の定めなし

海事作業員／壱岐市金子真珠養殖株式会社
※就業場所：壱岐養殖場

長崎県壱岐市勝本町立石西触678

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

接客および事務有限会社　はらほげ 長崎県壱岐市芦辺町諸吉大石触1307

雇用期間の定めなし

技術（船舶エンジンの据
付・整備等）（正）／ 壱
岐営業所

玄海ヤンマー株式会社
※就業場所：壱岐営業所
（芦辺町箱崎大左右触698-
16）

福岡県宗像市鐘崎２３０番地５

雇用期間の定めなし

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
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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～17時45分

800円～900円 (2)15時30分～ 0時00分
年齢不問

TEL 0946-21-8700 （従業員数 37人 ）
40150- 9130181 正社員以外 就業場所長崎県壱岐市

月給 自動車整備士（3級以上）
59歳以下 (1) 8時00分～17時00分

133,000円～150,000円
省令１号

TEL 090-8911-8273 （従業員数 12人 ）
42081-1073681 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00分～17時00分 (AT)

140,000円～140,000円
年齢不問

TEL 0920-45-4646 （従業員数 5人 ）
42081-1081681 正社員 就業場所長崎県壱岐市

月給 調理師
不問 (1) 8時30分～17時00分

200,000円～200,000円 (2) 5時00分～14時00分
年齢不問 (3)10時00分～19時00分

TEL 0920-47-1131 （従業員数 250人 ）
42081- 1050781 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

(4)17時00分～10時00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 保育士
不問 (1) 8時00分～16時45分

6,300円～6,300円 (2) 8時30分～17時15分
年齢不問 (3) 9時00分～17時45分

TEL 0920-42-0093 （従業員数 30人 ）
42081- 1055381 正社員以外 就業場所長崎県壱岐市

日給 介護福祉士
不問 (1) 7時00分～22時00分　　　　　　ホームヘルパー２級

6,300円～7,000円 の間の8時間 普通自動車免許一種（AT）
年齢不問

TEL 0920-47-5904 （従業員数 16人 ）
42081- 1056681 正社員以外 就業場所長崎県壱岐市

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種
40歳以下 (1) 8時30分～19時00分　　

144,000円～180,000円 の間の8時間
省令３号のイ

TEL 0920-47-5211 （従業員数 3人 ）
42081- 1085781 正社員 就業場所長崎県壱岐市

販売員（郷ノ浦店）
（準社員）

(株)ドラッグストアモリ
※就業場所：郷ノ浦店
（郷ノ浦町田中触955-1）

福岡県朝倉市一ツ木１１４８－１

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

自動車整備士株式会社　玄海モータース
※就業場所：住吉工場
（芦辺町住吉後触376-1）

長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触７２２番地

雇用期間の定めなし

配達助手有限会社　壱岐商運 長崎県壱岐市芦辺町諸吉南触１１１７－１

雇用期間の定めなし

調理師長崎県壱岐病院 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）

営業・販売【有期実習型
訓練】

有限会社　ヨブコ 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

保育士（勝本保育所／産
休・育休代替）

壱岐市役所
※就業場所：壱岐市立勝本保
育所

壱岐市勝本町仲触1821番地2

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

介護　「介護」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

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）
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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 登録販売者
不問

820円～1,000円 9時00分～0時00分の間の
年齢不問 3時間以上

TEL 092-283-3219 （従業員数 11人 ）
40010-89448681 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

時給
不問 (1) 8時30分～14時30分

765円～850円 (2)13時00分～19時00分
年齢不問 (3)17時00分～ 0時00分

TEL 0946-21-8700 （従業員数 34人 ）
40150- 9309081 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

時給
不問 (1) 8時30分～16時30分

800円～1,000円
年齢不問

TEL 0920-47-5777 （従業員数 2人 ）
42081- 1104781 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

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

日給 看護師
不問 (1) 8時30分～17時15分 准看護師

6,400円～6,700円
年齢不問

TEL 0920-48-1117 （従業員数 15人 ）
42081- 1043881 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

時給 ヘルパー2級(介護職員
不問 8時00～22時00分の間の 初任者研修修了者)以上　　　　　　　　

980円～1,600円 1～7時間 介護福祉士、看護師　　　　　　　　
年齢不問 普通自動車免許一種

TEL 0920-45-4666 （従業員数 5人 ）
42081- 1020081 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
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

登録販売者／壱岐市(株)マツモトキヨシ九州販売
※就業場所：マツモトキヨシ
壱岐店　　（郷ノ浦町本村触
28-10）

福岡市博多区住吉２丁目２－１　井門博多ビル
イースト９Ｆ

受付有限会社　古川クリーニング
※就業場所：郷ノ浦町東触
558

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

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

販売員（郷ノ浦店）
（パート）

(株)ドラッグストアモリ
※就業場所：郷ノ浦店
（郷ノ浦町田中触955-1）

福岡県朝倉市一ツ木１１４８－１

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

窓口職員古城簡易郵便局 長崎県壱岐市郷ノ浦町田中触１０－４３－３

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

子育て支援員（看護師）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）

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）

訪問介護員株式会社　ＫＩＮＤ　訪問看
護カインド　壱岐事業所

壱岐市芦辺町諸吉大石触397番地

雇用期間の定めなし

フロント係一般財団法人 壱岐市開発公
社　　　　     ※就業場
所：国民宿舎　壱岐島荘

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）

漁具の製作補助（パー
ト）

有限会社　サダカタ商会 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）

3 ページ



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
不問 (1) 7時30分～16時30分

762円～762円
年齢不問

TEL 0920-45-1759 （従業員数 95人 ）
42081- 1052281 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

時給 ヘルパー2級以上　　　
不問 (1) 7時00分～22時00分 又は介護福祉士　　　　　　　

900円～1,000円 の間の4時間程度 普通自動車免許一種(AT)
年齢不問

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
不問 (1)8時00分～17時00分の

800円～800円 間の4～8時間
年齢不問

TEL 0920-45-3986 （従業員数 10人 ）
42081-1033481 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) 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 普通自動車免許一種(AT)
不問 (1)8時00分～18時00分の間の

770円～850円 4～8時間
年齢不問

TEL 0920-47-0412 （従業員数 6人 ）
42081-994781 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

時給
不問 (1) 8時30分～12時30分

762円～762円 (2)13時00分～17時00分
年齢不問 (3)8時30分～15時00分

TEL 0920-44-5786 （従業員数 27人 ）
42081-992581 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市
有限会社　ピーパーク 清掃 時給 長崎県壱岐市郷ノ浦町東触718番地

　　不問 (1)9時00分～16時30分
　 850円～850円 (2)9時00分～12時00分
雇用期間の定めなし 　年齢不問 　　　TEL0920-47-5153　     (従業員数　　35人)　　  35人)　

42081-1069881 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～17時00分の
800円～850円 間の4～8時間

年齢不問
TEL 0920-47-0239 （従業員数 6人 ）

42081-995881 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

セメント製品製造作業員
補助

株式会社オーカワ 長崎県壱岐市芦辺町瀬戸浦字鯨崎592-1

雇用期間の定めあり（3ヶ
月以上）

畜産売場担当株式会社　イオンストア九州
イオン壱岐店

長崎県壱岐市芦辺町箱崎中山触２６０４－２

雇用期間の定めなし

介護（パート）「介護」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

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）

事務員株式会社　玄海交通 長崎県壱岐市石田町筒城東触１７３０

雇用期間の定めなし

レンタカー業務株式会社　ナガオカ
※就業場所：永岡石油店
（郷ノ浦町平人触51）

長崎県壱岐市郷ノ浦町平人触51

雇用期間の定めなし

縫製工ソーイングＩＫＩ 長崎県壱岐市石田町石田西触1285-1

雇用期間の定めなし

アイスクリーム・氷器製
造

オランダフーズ株式会社 長崎県壱岐市郷ノ浦町片原触1551

雇用期間の定めなし
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