
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 普通自動車免許ＡＴ
18歳以上 (1) 8時00分～17時00分 原動機付自転車免許

800円～1,000円
省令２号

TEL 0920-48-2955 （従業員数 10人 ）

42081- 1117381 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市

月給 変形（１ヶ月単位） 薬剤師免許
59歳以下 (1)8時30分～18時00分の

300,000円～416,000円 間の8時間程度
省令１号

TEL 092-762-3050 （従業員数 9人 ）

40010-93940281 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

日給
18歳以上 (1) 8時00分～17時00分

6,100円～6,500円
省令２号

TEL 080-1777-3778 （従業員数 6人 ）

42081- 1109381 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

時給
不問 (1) 8時00分～17時00分

900円～900円
年齢不問

TEL 0920-48-1771 （従業員数 6人 ）

42081-1147781 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 二級自動車整備士以上

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 変形（１ヶ月単位）
不問 (1) 7時00分～16時00分

145,000円～250,000円 (2)10時00分～19時00分
年齢不問 (3)13時00分～22時00分

又は7時00分～22時00分 TEL 0120-985-922 （従業員数 48人 ）

41010-18917181 正社員 の間の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 195人 ）

42081-1122281 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市

所在地・就業場所

警備員メイセイセキュリティ株式会
社　壱岐支店
※就業場所：壱岐市内各現場

長崎県壱岐市芦辺町芦辺浦２１４番地

雇用期間の定めなし

薬剤師/壱岐市総合メディカル　株式会社
※就業場所：そうごう薬局壱
岐店
(郷ノ浦町志原西触20-5)

福岡県福岡市中央区天神2丁目14-8　福岡天神センター
ビル16Ｆ

雇用期間の定めなし

事務補助業務長崎県壱岐病院 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
月未満）

警備員壱岐商業開発株式会社
※就業場所：壱岐市内各現場

長崎県壱岐市芦辺町箱崎中山触２６０４－２　イオン壱
岐店２階

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

調理員社会福祉法人　結の会
※就業場所：郷ノ浦町坪触
3151-4

長崎県壱岐市郷ノ浦町坪触３０９９番地

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 長崎県壱岐市石田町石田西触１３０５

雇用期間の定めなし

店舗社員(壱岐・対馬エリ
ア)

ダイレックス　株式会社
※就業場所：壱岐店

佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬９３０

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

月給 変形(１ヶ月単位)
不問 (1) 8時30分～17時00分

133,000円～253,000円 (2)10時30分～19時00分
年齢不問 (3)16時30分～9時00分

TEL 0920-47-0023 （従業員数 130人 ）

42081-1125381 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

月給 変形(１ヶ月単位) 介護支援専門員
59歳以下 (1) 8時30分～17時30分 介護福祉士

191,100円～191,100円 いずれも有している方
省令１号

TEL 0920-43-0107 （従業員数 88人 ）

42081-1127981 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

日給 変形（１年単位） 1級又は2級土木施工管理技士

不問 (1) 8時00分～17時00分
7,500円～9,000円

年齢不問
TEL 0920-47-5018 （従業員数 33人 ）

42081-1131181 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

月給 変形（１ヶ月単位） 看護師または准看護師

不問 (1) 8時30分～17時00分
190,000円～280,000円 (2)16時30分～ 9時00分

年齢不問 (3) 8時30分～12時30分
TEL 0920-42-0136 （従業員数 40人 ）

42081-1132081 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

月給 看護師又は准看護師
不問 (1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許一種

153,000円～198,000円
年齢不問

TEL 0920-47-5904 （従業員数 11人 ）

42081-1133381 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

月給
18歳以上 (1) 8時00分～15時00分

160,000円～220,000円 (2)15時30分～23時00分
省令２号 (3)17時00分～23時00分

TEL 090-3328-6554 （従業員数 36人 ）

42081-1134681 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30分

7,000円～8,000円
年齢不問

TEL 0920-45-0897 （従業員数 2人 ）

42081-1135981 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

月給 変形（１年単位） 調理師免許
60歳以下 (1) 9時00分～17時30分

134,000円～134,000円 (2) 6時00分～14時30分
省令１号 (3)10時00分～19時00分

(4) 9時00分～12時00分 TEL 0920-47-0085 （従業員数 80人 ）

42081-1137481 正社員 (5) 6時00分～9時00分 就業場所 長崎県壱岐市

接客サービス係株式会社　ビューホテル壱岐 長崎県壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦４０１

雇用期間の定めなし

介護職員・介護福祉士
（介護助手）

社会医療法人　玄州会
光武内科循環器科病院

長崎県壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦１５－３

雇用期間の定めなし

介護支援専門員社会福祉法人　壱心会　特別
養護老人ホーム　壱岐のここ
ろ
※就業場所：特別養護老人
ホーム　壱岐のこころ

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

土木施工管理技士平尾建設株式会社 長崎県壱岐市郷ノ浦町柳田触１４２

雇用期間の定めなし

調理師医療法人　玉水会　赤木病院 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

看護師医療法人　護州会　品川外科
病院

長崎県壱岐市勝本町西戸触１８０－１

雇用期間の定めなし

看護師社会医療法人　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
ステーション

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

普通作業員有限会社　アシベ工業 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
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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)18時00分～1時00分の

770円～850円 間の3～6時間
年齢不問

TEL 0920-43-0828 （従業員数 2人 ）

42081- 1119981 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

月給 原動機付自転車免許
不問 (1) 4時00分～ 6時00分

69,000円～69,000円
年齢不問

TEL 0920-48-5511 （従業員数 21人 ）

42081- 1120781 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～13時30分

851円～851円 又は12時30分～18時00分
年齢不問 の間の5時間

TEL 0920-47-1131 （従業員数 250人 ）

42081- 1116081 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

6,000円～6,000円
年齢不問

TEL 0920-45-1202 （従業員数 8人 ）

42081- 1118681 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

6,000円～6,000円
年齢不問

TEL 0920-48-1118 （従業員数 300人 ）

42081- 1115181 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

日給 交替制あり
不問 (1) 7時45分～16時30分

6,200円～6,400円 (2) 9時00分～17時45分
年齢不問

TEL 0920-43-0049 （従業員数 50人 ）

42081- 1114281 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15分

880円～880円 (2)10時15分～16時30分
年齢不問

TEL 0920-47-0315 （従業員数 14人 ）

42081- 1112781 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～13時00分

762円～762円 (2)12時00分～17時00分
年齢不問 又は8時00分～17時00分

の間の5時間程度 TEL 0920-45-1759 （従業員数 90人 ）

42081-1053181 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

事務補助壱岐税務署 長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触６２０－４

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

惣菜調理員株式会社　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

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

一般事務（税務課）壱岐市役所
※就業場所：郷ノ浦庁舎税務
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
月未満）

調理職員／老人ホーム壱岐市役所
※就業場所：壱岐市立老人ホー
ム

壱岐市勝本町本宮南触１３２３－７

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

一般事務壱岐市教育委員会 長崎県壱岐市芦辺町芦辺浦５６２番地

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

朝刊新聞配達員有限会社　エリアサービス壱
岐
※就業場所：郷ノ浦町本村触
280 (配達地域：初山地区）

長崎県壱岐市石田町石田西触６３０－６

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）

調理補助・接客カラオケ一番 長崎県壱岐市勝本町湯本浦４９－１

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 ヘルパー2級以上
不問 (1)8時00分～22時00分の (介護職員初任者研修修了者)

980円～1,600円 間の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
不問 (1)8時30分～11時00分

770円～770円 (2)19時00分～22時00分
年齢不問

TEL 0920-47-3737 （従業員数 49人 ）

42081-1142381 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)14時30分～17時30分

770円～800円 (2)8時30分～17時30分
年齢不問 (3)8時30分～12時30分

(4)13時00分～17時30分 TEL 0920-47-0237 （従業員数 4人 ）

42081-1121881 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) 9時00分～14時00分
年齢不問 (3)14時00分～20時30分

TEL 0920-43-0124 （従業員数 27人 ）

42081-1123181 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 80人 ）

42081-1139881 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

762円～762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時00分～20時00分 TEL 0920-40-0195 （従業員数 5人 ）

42081-1148881 パート労働者 の間の2～8時間程度 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～16時30分

762円～775円
年齢不問

TEL 0920-47-1883 （従業員数 15人 ）

42081-1153581 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～10時00分

762円～800円 (2)15時00分～17時00分
年齢不問

TEL 080-1772-7208 （従業員数 2人 ）

42081-1145581 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

水産加工作業員きてみ店
※就業場所：壱岐美食企画
水産加工場
(郷ノ浦町郷ノ浦４０５番地１２）

壱岐市郷ノ浦町志原西触５５２－１

雇用期間の定めなし

農作業員野中農園 長崎県壱岐市芦辺町住吉前触６９２

雇用期間の定めなし

看護師医療法人　玉水会　赤木病院 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

ベーカリーとカフェの製
造・販売

パンプラス 壱岐市郷ノ浦町釘山触６２８

雇用期間の定めなし

児童支援員学童保育　なかよし児童クラ
ブ

長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触６６８

雇用期間の定めなし

客室係、レストラン係一般財団法人　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
月未満)

訪問介護員株式会社　ＫＩＮＤ　訪問介
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

食器洗浄係株式会社　太安閣 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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