
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 交替制あり 普通自動車免許ＡＴ
不問 (1) 8時00分～17時00分 ※免許がない方応相談

790円～790円 又は7時00分～22時00分
年齢不問 の間の8時間程度

TEL 0920-47-1147 （従業員数 0人 ）

42081-  374491 正社員以外 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) 8時00分～17時00分 ※免許がない方応相談

790円～790円 又は7時00分～22時00分
年齢不問 の間の8時間程度

TEL 0920-47-1147 （従業員数 0人 ）

42081-  375791 正社員以外 就業場所長崎県壱岐市

月給 医療事務系資格
不問 (1) 8時30分～17時30分 (メディカルクラーク、

134,480円～142,680円 診療報酬請求事務検定、
年齢不問 医療事務管理士等)

TEL 092-713-7485 （従業員数 14人 ）

40010-36481991 正社員 就業場所長崎県壱岐市

月給 変形（１年単位） 不問
不問 (1) 8時00分～17時00分

150,000円～150,000円
年齢不問

TEL 0920-47-0239 （従業員数 6人 ）

42081-  371391 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00分～17時00分

820円～820円
年齢不問

TEL 0920-45-3939 （従業員数 3人 ）

42081-  372691 正社員以外 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

145,000円～250,000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-  360591 正社員 就業場所長崎県壱岐市

月給 変形（１ヶ月単位） 不問
不問 (1) 8時30分～17時15分

132,000円～194,000円 (2) 6時15分～15時00分
年齢不問 (3)11時00分～19時45分

TEL 0920-47-0121 （従業員数 108人 ）

42081-  361191 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

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-  364691 正社員以外 就業場所長崎県壱岐市

雇用期間の定めなし

販売・配達業務有限会社　大黒屋建材
※期間:3カ月(更新なし)

長崎県壱岐市芦辺町諸吉大石触４９８－２

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

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）
※夜勤なし。オンコール有。

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

調理員医療法人　協生会　介護老人
保健施設　壱岐

長崎県壱岐市勝本町本宮南触２３６

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
※場所:カワゾエホームガス
センター(郷ノ浦町東触)
※正社員登用の可能性有
※転勤の可能性有(市内)

長崎県壱岐市芦辺町瀬戸浦５５

所在地・就業場所

医療事務・外来業務
（正）／長崎県壱岐市郷
ノ浦町

株式会社　ニチイ学館　福岡
支店
※場所:郷ノ浦町東触1626
※請負

福岡市中央区天神２－１４－１３　天神三井ビ
ル５階

商品管理事務オランダフ－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

販売員（エレナ）有限会社　太陽商事
※場所:エレナFC壱岐郷ノ浦
店(郷ノ浦町東触)
※1年毎の更新制
※就業時間は相談可能

長崎県壱岐市郷ノ浦町東触７８４

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

生鮮食品（エレナ）有限会社　太陽商事
※場所:エレナFC壱岐郷ノ浦
店(郷ノ浦町東触)
※1年毎の更新制
※就業時間は相談可能

長崎県壱岐市郷ノ浦町東触７８４

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

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 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-  365991 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-  347391 正社員以外 就業場所長崎県壱岐市

日給 不問
不問 (1) 8時30分～17時15分

6,600円～6,600円
年齢不問

TEL 0920-47-1131 （従業員数 250人 ）

42081-  349991 正社員以外 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
18歳以上 (1) 6時00分～15時00分

180,000円～400,000円 (2)12時00分～22時00分
省令２号 (3)22時00分～ 7時00分

TEL 03-6709-9562 （従業員数 2人 ）

42081-  355391 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 6時00分～22時00分

180,000円～400,000円 の間の8時間程度
年齢不問

TEL 03-6709-9562 （従業員数 2人 ）

42081-  356691 正社員 就業場所長崎県壱岐市

月給 変形（１年単位） 不問
59歳以下 (1) 9時00分～18時00分

140,000円～140,000円 (2)11時00分～20時00分
省令１号 (3) 9時00分～16時00分

(4) 9時00分～20時00分 TEL 0920-47-0633 （従業員数 6人 ）

42081-  344591 正社員 就業場所長崎県壱岐市

月給 変形（１ヶ月単位） 不問
不問 (1) 6時00分～14時30分

130,600円～137,500円 (2) 7時15分～16時30分
年齢不問 (3) 9時00分～18時00分

(4)10時30分～19時30分 TEL 0920-47-5623 （従業員数 132人 ）

42081-  341791 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
不問 (1) 7時00分～13時00分 ※ＡＴ限定の方応相談

800円～820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時00分～19時00分 TEL 0920-47-1331 （従業員数 11人 ）

42081-  338391 正社員以外 の間の8時間 就業場所長崎県壱岐市

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

調理師長崎県壱岐病院
※期間:1年毎の更新制

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）

看護補助者／手術室勤務長崎県壱岐病院
※半年度毎の更新制

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）

ホテルスタッフ海里合同会社　海里村上 長崎県壱岐市勝本町立石西触１１９－２

雇用期間の定めなし

調理及び調理補助海里合同会社　海里村上 長崎県壱岐市勝本町立石西触１１９－２

雇用期間の定めなし

事務員株式会社　共立自動車学校
壱岐市自動車教習所
※採用日:6/1～(相談可能)

長崎県壱岐市郷ノ浦町田中触９９１－１

雇用期間の定めなし

調理業務員社会医療法人　玄州会　介護
老人保健施設　光風
※転勤の可能性有(玄州会内)

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

接客・販売壱岐市農業協同組合
※場所:四季彩館(郷ノ浦町)
又は壱番館(芦辺町)
※年度更新制

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）
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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
不問 (1) 8時00分～11時00分

762円～800円 (2)15時00分～18時00分
年齢不問

※週4～6日程度の勤務 TEL 0920-47-2423 （従業員数 2人 ）

42081-  378591 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 7時00分～22時00分 ※免許がない方応相談

790円～790円 の間の4時間程度
年齢不問

※週4～6日程度の勤務 TEL 0920-47-1147 （従業員数 0人 ）

42081-  377291 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 7時00分～22時00分 ※免許がない方応相談

790円～790円 の間の4時間程度
年齢不問

※週4～6日程度の勤務 TEL 0920-47-1147 （従業員数 0人 ）

42081-  376891 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

日給 不問
不問 (1)10時00分～17時00分

5,400円～6,900円 又は9時30分～16時30分
年齢不問 の間の6時間

TEL 095-820-8344 （従業員数 0人 ）

42016- 2219791 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

時給 不問
不問 (1) 9時00分～15時00分

762円～762円
年齢不問

※週5～6日程度の勤務 TEL 0920-47-0603 （従業員数 18人 ）

42081-  369291 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

日給 不問
不問 (1) 8時30分～17時15分

6,400円～6,400円
年齢不問

※月16～19日程度の勤務 TEL 0920-44-6114 （従業員数 6人 ）

42081-  370091 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～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

※週2～4日程度の勤務 TEL 0920-44-8171 （従業員数 8人 ）

42081-  366491 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
不問 (1) 9時00分～17時00分

800円～900円 (2) 8時15分～12時15分
年齢不問 (3)13時15分～17時15分

※週5日程度の勤務 TEL 0920-47-0023 （従業員数 132人 ）

42081-  367791 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

有限会社　太陽商事
※場所:エレナFC壱岐郷ノ浦
店(郷ノ浦町東触)
※1年毎の更新制
※就業時間は相談可能

販売員（エレナ／パー
ト）

長崎県壱岐市郷ノ浦町東触７８４

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

社会医療法人玄州会　光武内
科循環器科病院
※半年毎の更新制
※転勤の可能性有(市内)
※就業時間は選択可

給食調理員（パート） 長崎県壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦１５－３

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

清掃員壱岐マリーナホテル　株式会
社

長崎県壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦２０５－１

雇用期間の定めなし

現場労務作業壱岐栽培センター
※年度更新制
※締切:5/31(金)迄

長崎県壱岐市郷ノ浦町大島１１６８番地

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

生鮮食品（エレナ／パー
ト）

有限会社　太陽商事
※場所:エレナFC壱岐郷ノ浦
店(郷ノ浦町東触)
※1年毎の更新制
※就業時間は相談可能

長崎県壱岐市郷ノ浦町東触７８４

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

株式会社　リンク
※勤務日:6/2(日)のみ
※場所:市内各フェリーター
ミナル、一支国博物館

アンケート調査員／壱岐
市≪急募≫

長崎県長崎市興善町４－１ 
興善ビル７Ｆ

日雇

有限会社　弦観光
※場所:グループホーム壱岐
の郷
※時間・休日相談可能
※半年毎の更新制

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　春一番Ｉｋｉ
※時間・日数相談可能

ハウス野菜の収穫作業、
栽培管理

長崎県壱岐市郷ノ浦町物部本村触３５２－１

雇用期間の定めなし

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 不問
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

※週5日程度の勤務 TEL 0920-47-1131 （従業員数 250人 ）

42081-  352591 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
18歳以上 (1) 6時00分～15時00分

900円～1,200円 (2)12時00分～22時00分
省令２号 (3)22時00分～ 7時00分

※週3～5日程度の勤務 TEL 03-6709-9562 （従業員数 2人 ）

42081-  357991 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 6時00分～22時00分

900円～1,200円 の間の8時間程度
年齢不問

※週3～5日程度の勤務 TEL 03-6709-9562 （従業員数 2人 ）

42081-  358491 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

時給 不問
不問 (1) 7時00分～12時00分

762円～762円 (2) 7時30分～15時00分
年齢不問 (3)15時00分～20時00分

※週3～6日程度の勤務 又は7時00分～20時00分 TEL 0920-40-0195 （従業員数 5人 ）

42081-  359791 パート労働者 の間の2～8時間 就業場所長崎県壱岐市

時給 不問
不問 (1) 7時45分～12時45分

762円～800円 (2) 8時00分～13時30分
年齢不問 (3)13時00分～18時15分

※週5日の勤務 TEL 0920-47-5623 （従業員数 7人 ）

42081-  343291 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
不問 (1) 7時00分～12時00分

762円～762円 (2) 7時30分～12時30分
年齢不問 又は7時00分～13時00分

※週3～5日程度の勤務 の間の5時間程度 TEL 0920-45-1759 （従業員数 95人 ）

42081-  336191 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

時給 不問
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

※週3～5日程度の勤務 の間の5時間程度 TEL 0920-45-1759 （従業員数 95人 ）

42081-  335591 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) 8時30分～17時30分 看護師

1,000円～1,000円 (2) 9時00分～18時00分 准看護師
年齢不問

※週2～3日程度の勤務 TEL 0920-44-8171 （従業員数 9人 ）

42081-  339691 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

有限会社　弦観光
※場所:デイサービスセン
ターまごころ

看護職員（機能訓練指導
員兼務）／デイサービス
センター

長崎県壱岐市石田町筒城東触１８４０－３

雇用期間の定めなし

社会医療法人　玄州会　介護
老人保健施設　光風
※場所:壱岐さくらんぼ保育
園
※年度更新制

保育業務 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
※半年毎の更新制
※時間・日数相談可能

惣菜調理員 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）

株式会社　イオンストア九州
イオン壱岐店
※半年毎の更新制
※時間・日数相談可能

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）

海里合同会社　海里村上
※時間・日数相談可能

調理及び調理補助（パー
ト）

長崎県壱岐市勝本町立石西触１１９－２

雇用期間の定めなし

パンプラス
※就業時間は相談可能
※制服貸与

ベーカリーとカフェの製
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

長崎県壱岐病院
※半年度毎の更新制
※就業時間は応相談

看護ヘルパ－（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）

海里合同会社　海里村上
※時間・日数相談可能

ホテルスタッフ（パー
ト）

長崎県壱岐市勝本町立石西触１１９－２

雇用期間の定めなし
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