
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
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-  117791 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
40歳以下 (1) 7時20分～17時30分

156,000円～156,000円 (2) 7時20分～20時20分
省令３号のイ (3) 6時00分～19時00分

(就業時間は船の発着時刻 TEL 0920-44-5015 （従業員数 10人 ）
正社員 に合わせて実働6～7時間) 就業場所長崎県壱岐市

月給 変形（１ヶ月単位）
64歳以下 (1) 6時00分～15時00分

142,100円～158,760円 (2) 8時30分～18時00分
省令１号 (3) 9時30分～19時00分

TEL 0920-45-0051 （従業員数 6人 ）
42081-  114691 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 ）
42081-119291 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

130,000円～180,000円
年齢不問

TEL 0920-47-0016 （従業員数 5人 ）
42081-  105391 正社員 就業場所長崎県壱岐市

月給 普通自動車免許一種
35歳以下 (1) 8時30分～17時30分

150,000円～200,000円 (2) 8時30分～12時00分
省令３号のイ

TEL 0920-47-4078 （従業員数 3人 ）
42081-124491 正社員 就業場所長崎県壱岐市

月給 介護福祉士
59歳以下 (1) 8時15分～17時15分 普通自動車免許ＡＴ

152,100円～152,100円
省令１号

TEL 0920-43-0107 （従業員数 88人 ）
42081-121391 正社員 就業場所長崎県壱岐市

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

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 ）
42081-120091 正社員 就業場所長崎県壱岐市

介護職員(正)/デイサービ
スセンター「介護」

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：デイサービスセ
ンター　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

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)
※パート勤務も可

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

現場作業及び営業有限会社　壱岐冷機
※土曜日は就業時間(2)

長崎県壱岐市郷ノ浦町片原触３６１－２

雇用期間の定めなし

運輸付帯サービス壱岐海陸運送　株式会社
※就業場所：
印通寺港フェリーターミナル

長崎県壱岐市石田町印通寺浦１９６

雇用期間の定めなし

調理員社会福祉法人　和光会
障害者支援施設　希望の丘
(※パート勤務でも可)
※応募締切：2/28(金)

長崎県壱岐市芦辺町箱崎大左右触２３２０－３

雇用期間の定めなし

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

所在地・就業場所

配管工有限会社　壱岐設備工業所
※壱岐市内の各現場

長崎県壱岐市郷ノ浦町柳田触５５７－１

雇用期間の定めなし

オリーブ栽培作業員壱岐オリーブ園　株式会社 長崎県壱岐市郷ノ浦町片原触１１９０番地

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年単位） 普通自動車免許ＡＴ
39歳以下 (1) 8時30分～17時00分

150,000円～200,000円
省令３号のイ

TEL 0920-47-0951 （従業員数 7人 ）
42081-  101291 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-  818291 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- 3113591 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00分

7,000円～8,000円
年齢不問

TEL 0920-44-5437 （従業員数 27人 ）
42081-   89591 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

6,000円～10,000円
年齢不問

TEL 0920-44-5437 （従業員数 27人 ）
42081-   90391 正社員 就業場所長崎県壱岐市

月給 交替制あり 准看護師
不問 (1) 8時00分～17時00分

163,000円～178,000円 (2) 9時00分～18時00分
年齢不問 (3) 9時30分～18時30分

TEL 0920-44-5022 （従業員数 9人 ）
42081-   93491 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) 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 ）
40010-12512091 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30分

6,200円～8,000円
省令３号のイ

TEL 0920-47-0643 （従業員数 8人 ）
42081-   84991 正社員 就業場所長崎県壱岐市

大工　又は　見習い有限会社　安川建設 長崎県壱岐市石田町石田東触８５３

雇用期間の定めなし

電気工事士株式会社　横清商会 長崎県壱岐市郷ノ浦町片原触１５０２－１

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

株式会社ＮＴＴフィールドテク
ノ　九州支店
※就業場所：壱岐市郷ノ浦町
他福岡市、久留米市、対馬市の
いずれか　九州内で転勤の可能
性有

福岡県福岡市博多区博多駅東２丁目３－１　ＮＴ
Ｔ博多ビル

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

准看護師江田小児科内科医院 長崎県壱岐市石田町印通寺浦３０２番地

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）

土木作業員有限会社　安川建設 長崎県壱岐市石田町石田東触８５３

雇用期間の定めなし

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

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

日給 普通自動車免許ＡＴ
不問 (1) 8時30分～17時15分

6,400円～6,400円
年齢不問

TEL 0920-42-1111 （従業員数 60人 ）
42081-  108491 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

時給 交替制あり 普通自動車免許ＡＴ
不問 (1) 7時30分～11時30分

763円～763円 (2)13時00分～17時00分
年齢不問 (3)17時00分～21時15分

又は7時30分～21時15分 TEL 0920-44-6150 （従業員数 50人 ）
42081-  110591 パート労働者 の間の8時間 就業場所長崎県壱岐市

時給
不問 (1) 8時00分～17時00分

800円～800円 の間の4～8時間
年齢不問

TEL 0920-45-3986 （従業員数 10人 ）
42081-112091 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

月給 普通自動車免許ＡＴ
不問 (1) 9時00分～17時30分

88,000円～96,000円
年齢不問

TEL 0920-47-0277 （従業員数 4人 ）
42081-  113391 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

日給 普通自動車免許一種
不問 (1) 8時00分～17時00分

6,000円～8,000円
年齢不問

TEL 090-9722-5760 （従業員数 5人 ）
42081-  106691 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00分

762円～762円
年齢不問

TEL 0920-47-0603 （従業員数 18人 ）
42081-125791 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

時給 登録販売者（医薬品）
不問 (1) 9時00分～00時00分

820円～1,000円 の間の3時間以上
年齢不問

TEL 092-283-3219 （従業員数 11人 ）
40010-14110591 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～14時00分

774円～774円
年齢不問

TEL 0920-47-1131 （従業員数 250人 ）
42081-96291 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

株式会社
マツモトキヨシ九州販売
※就業場所：壱岐店
(郷ノ浦町本村触28-10)

登録販売者／壱岐市 福岡市博多区住吉２丁目２－１　井門博多ビル
イースト９Ｆ

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

長崎県壱岐病院 調理補助業務(パート) 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)

壱岐オリーブ園　株式会社 農機具・電動工具メンテ
ナンス業務

長崎県壱岐市郷ノ浦町片原触１１９０番地

雇用期間の定めなし

壱岐マリーナホテル　株式会
社

清掃員 長崎県壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦２０５－１

雇用期間の定めなし

株式会社オーカワ セメント製品製造作業員
補助

壱岐市芦辺町瀬戸浦字鯨崎５９２－１

雇用期間の定めあり(4ヶ
月未満)

壱岐地区交通安全協会
※就業場所：壱岐警察署内
※応募締切：3/8(金)17時迄

一般事務 長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触５５１

雇用期間の定めなし

壱岐市役所
勝本庁舎　上下水道課
※応募締切：2/28(水)迄

水質検査（上下水道課） 壱岐市勝本町西戸触１８２－５

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

センター管理人 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）
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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)13時00分～18時00分

826円～826円
年齢不問

TEL 0920-47-1131 （従業員数 250人 ）
42081-   97591 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

時給
不問 (1)15時00分～17時30分

762円～762円
年齢不問

TEL 0920-47-5623 （従業員数 132人 ）
42081-  103191 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-   91691 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

時給
不問 (1) 7時30分～16時30分

770円～790円 (2) 8時00分～17時00分
年齢不問

TEL 0920-47-0417 （従業員数 52人 ）
42081-   94791 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～00時00分

TEL 0946-21-8700 （従業員数 34人 ）
40150- 1523091 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～18時00分

800円～850円 の間の4時間程度
年齢不問

TEL 070-2823-8147 （従業員数 0人 ）
42081-58091 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

月給 原付自動二輪免許(50cc)
不問 (1) 4時00分～6時00分

70,000円～70,000円
年齢不問

TEL 0920-48-5511 （従業員数 21人 ）
42081-1136581 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

月給
不問 (1) 8時45分～17時00分

180,000円～180,000円
年齢不問

TEL 0920-45-4080 （従業員数 13人 ）
42081-116491 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

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：柳田・半城
地区

朝刊新聞配達員 長崎県壱岐市石田町石田西触６３０－６

雇用期間の定めなし

長崎県教育庁
長崎県埋蔵文化財センター
※紹介期限：3/4(月)又は応
募者が8名に達した時点

文化財調査員(非常勤嘱託
職員)

長崎県壱岐市芦辺町深江鶴亀触５１５－１

雇用期間の定めあり(4ヶ
月以上)

株式会社
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)

販売員（郷ノ浦店）
（パート）

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）

イキテイク 接客・調理補助 長崎県壱岐市芦辺町住吉山信触９３９－１

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）

株式会社クラカタ商事　壱岐支
店
※就業場所：郷ノ浦町東触
※就業時間は選択可
※請負

清掃作業員 長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触４７７－２

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

長崎県壱岐病院 給食業務（パート） 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）

社会医療法人　玄州会
介護老人保健施設　光風

業務 長崎県壱岐市郷ノ浦町東触字平１００６番地１

雇用期間の定めなし
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