
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 変形（１ヶ月単位）
64歳以下 (1) 6時00分～15時00分

135,000円～180,000円 (2) 9時00分～18時00分
省令１号 (3)10時30分～19時30分

TEL 0920-48-4020 （従業員数 59人 ）

42081-  395091 正社員 就業場所長崎県壱岐市

月給
35歳以下 (1) 9時00分～18時00分

140,000円～180,000円
省令３号のイ

TEL 0920-40-0228 （従業員数 1人 ）

42081-  393591 正社員 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 ）

42081-409091 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
59歳以下 (1) 9時00分～18時00分 

180,000円～230,000円
省令１号

TEL 0920-42-0759 （従業員数 15人 ）

42081-407591 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
不問 (1) 8時30分～17時00分 准看護師

155,000円～295,000円 (2)17時00分～ 8時30分
年齢不問

TEL 0920-47-0121 （従業員数 108人 ）

42081-  384891 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
不問 (1) 8時30分～17時00分 准看護師

155,000円～305,000円 (2)17時00分～ 8時30分 助産師
年齢不問

TEL 0920-47-0121 （従業員数 60人 ）

42081-  386591 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

7,500円～9,000円
年齢不問

TEL 0920-47-5018 （従業員数 33人 ）

42081-  390791 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

7,500円～9,000円
年齢不問

TEL 0920-47-5018 （従業員数 33人 ）

42081-  391891 正社員 就業場所長崎県壱岐市

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）

土木作業員平尾建設株式会社 長崎県壱岐市郷ノ浦町柳田触１４２

雇用期間の定めなし

型枠大工平尾建設株式会社 長崎県壱岐市郷ノ浦町柳田触１４２

雇用期間の定めなし

所在地・就業場所

調理員（正）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）
※就業時間は交替制

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

看護師・准看護師・助産
師

医療法人　協生会　品川病院
※(2)の就業時間は月4回程度

長崎県壱岐市郷ノ浦町東触８５４－２

雇用期間の定めなし

看護師・准看護師
「看護」

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

一般事務ＫＴＡＸ株式会社
※入社後3ヶ月間の試用期間中
は、東京本社にて研修有り

長崎県壱岐市石田町印通寺浦４６９－４６

雇用期間の定めなし

カフェ・アウトドアス
タッフ

ＩＫＩ　ＰＡＲＫ　ＭＡＮＡ
ＧＥＭＥＮＴ株式会社

長崎県壱岐市勝本町東触２６６８番地３
壱岐イルカパーク＆リゾート

雇用期間の定めなし

総務事務補助業務
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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 変形（１年単位） 大型自動車免許一種
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-  392291 正社員 就業場所長崎県壱岐市

月給
不問 (1) 9時00分～17時30分

200,000円～220,000円
年齢不問

TEL 03-5292-2611 （従業員数 2人 ）

13080-43156191 正社員以外 就業場所長崎県壱岐市

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種
不問 (1) 8時00分～17時00分

180,000円～230,000円
年齢不問

TEL 0920-45-0044 （従業員数 16人 ）

42081-  379191 正社員 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30分

7,000円～9,000円
年齢不問

TEL 0920-43-0091 （従業員数 4人 ）

42081-  380691 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
59歳以下 (1) 8時00分～17時00分

131,800円～150,000円
省令１号

TEL 0920-45-2111 （従業員数 29人 ）

42081-  381991 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 (1) 8時00分～17時00分

131,800円～150,000円
年齢不問

TEL 0920-45-2111 （従業員数 28人 ）

42081-  382491 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) 9時00分～23時00分

180,000円～200,000円 の間の8時間程度
年齢不問

TEL 0920-47-0507 （従業員数 0人 ）

42081-403491 正社員 就業場所長崎県壱岐市

時給 変形(１年単位)
不問 (1) 8時15分～17時00分

762円～780円
年齢不問

TEL 0920-47-6857 （従業員数 16人 ）

42081-404791 正社員以外 就業場所長崎県壱岐市

布団製造工株式会社　壱岐工芸
※パート勤務希望の方は相談可

長崎県壱岐市郷ノ浦町田中触１２１１－４

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

調理師有限会社　弦観光
※就業場所：壱岐牛　和牛・弦
※令和元年７月開店予定

長崎県壱岐市郷ノ浦町片原触４４１

雇用期間の定めなし

事務及びＰＯＰデザイン壱岐の蔵酒造株式会社 長崎県壱岐市芦辺町湯岳本村触５２０

雇用期間の定めなし

焼酎製造・販売（正）壱岐の蔵酒造株式会社 長崎県壱岐市芦辺町湯岳本村触５２０

雇用期間の定めなし

普通作業員有限会社　ハウスランド小川 壱岐市勝本町立石東触７２０番地

雇用期間の定めなし

大工（見習い含）株式会社　吉川建設 長崎県壱岐市芦辺町芦辺浦６９２

雇用期間の定めなし

ＣＡＤオペレーターエースホーム株式会社
※就業場所：壱岐テレワークセ
ンター内当社スペース
(芦辺町深江鶴亀触1092-5)

東京都新宿区高田馬場２丁目１４番５号　ホン
ダビル４階

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

大型運転手平尾建設株式会社 長崎県壱岐市郷ノ浦町柳田触１４２

雇用期間の定めなし
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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
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 14人 ）

42081-  397691 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-  398991 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

時給 変形（１ヶ月単位）
不問 (1) 8時00分～13時00分

765円～795円 又は8時00分～17時00分
年齢不問 の間の4～8時間

TEL 0920-48-4020 （従業員数 59人 ）

42081-  396391 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
59歳以下 (1) 8時00分～12時00分

762円～762円 (2)12時30分～16時30分
省令１号

TEL 0920-47-0376 （従業員数 4人 ）

42081-  388091 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

時給 交替制あり
18歳以上 (1) 9時00分～17時00分

850円～950円 (2)17時00分～23時30分
省令２号

TEL 0920-47-0142 （従業員数 8人 ）

42081-  383791 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

時給 看護師
不問 (1) 8時30分～13時00分 准看護師

1,000円～1,400円 (2) 8時30分～17時00分
年齢不問

TEL 0920-47-0121 （従業員数 108人 ）

42081-  385291 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

時給 看護師
不問 (1) 8時30分～13時00分 准看護師

1,000円～1,400円 (2)13時00分～17時00分
年齢不問

TEL 0920-47-0121 （従業員数 60人 ）

42081-  387191 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

850円～850円 (2)10時00分～16時00分
年齢不問 (3)11時00分～17時00分

又は9時00分～17時30分 TEL 03-5292-2611 （従業員数 2人 ）

13080-43390291 パート労働者 の間の5時間以上 就業場所長崎県壱岐市

文化財調査員（非常勤嘱
託職員）

長崎県教育庁
長崎県埋蔵文化財センター
※紹介期限：6/10(月)又は応募
者が10名に達した時点

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）

調理補助業務（パート）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）

調理員（パート）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）
※フルタイム勤務希望の方も相
談可

長崎県壱岐市芦辺町箱崎大左右触２２７２番地
２

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

ＣＡＤオペレーターエースホーム株式会社
※就業場所：壱岐テレワークセ
ンター内当社スペース
(芦辺町深江鶴亀触1092-5)

東京都新宿区高田馬場２丁目１４番５号　ホン
ダビル４階

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

牛乳配達販売員壱岐乳業株式会社 長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触６１番地

雇用期間の定めなし

ホールスタッフ有限会社　三和観光
※Ｗワーク可
就業時間(2)のみの勤務も可

長崎県壱岐市郷ノ浦町田中触９０７－２

雇用期間の定めなし

看護師・准看護師（パー
ト）

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

看護師・准看護師（パー
ト）

医療法人　協生会　品川病院 長崎県壱岐市郷ノ浦町東触８５４－２

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 登録販売者
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 ）

40010-40017191 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

時給 交替制あり
18歳以上 (1)17時00分～21時00分

800円～800円 (2)21時00分～01時00分
省令２号 (3)01時00分～05時00分

(4)05時00分～09時00分 TEL 0920-48-1211 （従業員数 25人 ）

42081-400391 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

時給 交替制あり
18歳以上 (1)17時00分～21時00分

800円～900円 (2)21時00分～01時00分
省令２号 (3)05時00分～09時00分

TEL 0920-48-4008 （従業員数 20人 ）

42081-401691 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

時給
18歳以上 (1) 7時00分～11時00分

762円～762円
省令２号

TEL 0920-48-4008 （従業員数 20人 ）

42081-402991 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)10時00分～16時00分

762円～850円
年齢不問

TEL 0920-42-0759 （従業員数 15人 ）

42081-405891 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

時給
不問 (1)10時00分～16時00分

800円～900円
年齢不問

TEL 0920-45-3265 （従業員数 3人 ）

42081-323491 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) 9時00分～15時00分 

762円～762円 (2)15時00分～21時00分
年齢不問 又は8時45分～21時00分

の間の5時間程度 TEL 0920-45-1759 （従業員数 95人 ）

42081-333891 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45分～12時45分

792円～792円 (2)15時00分～20時00分
年齢不問 (3)16時30分～21時30分

又は7時45分～21時30分 TEL 0920-45-1759 （従業員数 95人 ）

42081-334291 パート労働者 の間の5時間程度 就業場所長崎県壱岐市

登録販売者/壱岐市株式会社
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

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
※就業時間は相談により決定

レジ係 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）

ＩＫＩ　ＰＡＲＫ　ＭＡＮＡ
ＧＥＭＥＮＴ株式会社

カフェスタッフ 長崎県壱岐市勝本町東触２６６８番地３
壱岐イルカパーク＆リゾート

雇用期間の定めなし

割烹　豊月 お客様への接客業務 長崎県壱岐市芦辺町瀬戸浦２５６－７

雇用期間の定めなし

株式会社　イオンストア九州
イオン壱岐店
※就業時間は相談可

販売員(衣料品売場) 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）

清掃(ファミリーマート壱
岐芦辺店)

株式会社　ホーベウィン
就業場所：ファミリーマート壱
岐芦辺店
※週労働日数は相談可

長崎県壱岐市芦辺町諸吉大石触丸石３６８番１

雇用期間の定めなし

コンビニエンスストア店
員(壱岐郷ノ浦東店)

株式会社　ホーベウィン
※就業場所：ファミリーマート
壱岐郷ノ浦東店(郷ノ浦町東触
699-1)　※就業時間及び週労働
日数は相談可

長崎県壱岐市芦辺町諸吉大石触丸石３６８番１

雇用期間の定めなし

コンビニエンスストア店
員(壱岐芦辺店)

株式会社　ホーベウィン
※就業場所：ファミリーマート
壱岐芦辺店
※就業時間及び週労働日数は相
談可

長崎県壱岐市芦辺町諸吉大石触丸石３６８番１

雇用期間の定めなし
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