
2017/8/8

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）
不問 (1) 8時00分～17時00分

157,280円～160,800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 59人 ）

42081-  663571 正社員以外 就業場所長崎県壱岐市

時給 交替制あり 原動機付自転車免許
不問 (1) 8時00分～16時45分

820円～820円 (2) 8時30分～17時15分
年齢不問

TEL 092-674-8812 （従業員数 13人 ）

40120-18134671 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
不問 (1) 8時00分～17時00分

7,000円～8,000円
年齢不問

TEL 0920-47-3953 （従業員数 2人 ）

42081-  664471 正社員 就業場所長崎県壱岐市

時給 普通自動車免許（通勤用）
不問 (1) 8時00分～17時00分

715円～715円
年齢不問

TEL 0920-47-1147 （従業員数 6人 ）

42081-  622571 正社員以外 就業場所長崎県壱岐市

月給 保育士・看護士の
不問 (1) 7時30分～16時30分 いずれか

140,000円～200,000円 (2) 8時30分～17時30分
年齢不問 (3) 9時00分～18時00分

TEL 0920-47-3633 （従業員数 9人 ）

42081-  510771 正社員 就業場所長崎県壱岐市

月給 大型自動車免許一種
不問 (1) 8時15分～17時00分 危険物取扱免状

141,500円～166,500円 （乙種4類もしくは丙種）
年齢不問

TEL 0920-47-0518 （従業員数 6人 ）

42081-  665771 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

760円～980円 (2) 7時00分～16時00分
年齢不問 (3) 9時00分～18時00分

(4) 11時00分～20時00分 TEL 0920-45-0051 （従業員数 27人 ）

42081-  666871 正社員以外 (5) 16時00分～翌9時00分 就業場所長崎県壱岐市

日給
不問 (1) 9時00分～17時45分

6,200円～6,200円
年齢不問

TEL 0920-47-1127 （従業員数 119人 ）

42081-  640871 正社員以外 就業場所長崎県壱岐市

支援員 長崎県壱岐市芦辺町箱崎大左右触２３２０－３

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

一般事務補助（管理・用
地課）

長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触５７０番地

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

保育士 長崎県壱岐市郷ノ浦町柳田触893-1

雇用期間の定めなし

乗務員兼構内作業 長崎県壱岐市郷ノ浦町渡良南触字井良坂1130

雇用期間の定めなし

所在地・就業場所

介護職員（嘱託） 長崎県壱岐市郷ノ浦町志原西触１０６６番地１

有限会社　太陽商事
※休日の相談可

合同会社　こどもの家
※就業時間相談可

壱岐油槽株式会社　郷ノ浦油
槽所

社会福祉法人　光風会　特別
養護老人ホーム　光の苑

日本郵便株式会社　新福岡郵
便局
※就業場所：芦辺郵便局
※６ヶ月毎の更新制
（４月・１０月）

有限会社　ゼベット 土木作業員 長崎県壱岐市郷ノ浦町片原触１６３４－１

雇用期間の定めなし

事務 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）

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

郵便物の配達等（芦辺郵
便局）

福岡市東区蒲田４丁目１３－７０

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）更新の可能性有

社会福祉法人　和光会（障害
者支援施設　希望の丘）
※正社員登用の可能性あり

長崎県　壱岐振興局（建設
部）
雇用期間
H29.9.1～H29.9.29
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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 普通自動車免許ＡＴ
不問 (1) 9時00分～18時00分

800円～1,000円
年齢不問

TEL 0920-40-0105 （従業員数 10人 ）

42081-  613671 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30分～17時30分

180,000円～200,000円
年齢不問

TEL 0920-47-2670 （従業員数 15人 ）

42081-  614571 正社員 就業場所長崎県壱岐市

月給
不問 (1) 8時30分～17時30分

220,000円～300,000円
年齢不問

TEL 03-5962-1289 （従業員数 17人 ）

13040-88171071 正社員以外 就業場所長崎県壱岐市

日給
不問 (1) 8時00分～17時00分

5,720円～5,720円
年齢不問

TEL 0920-47-1255 （従業員数 44人 ）

42081-  607471 正社員以外 就業場所長崎県壱岐市

時給
不問 (1) 9時00分～18時00分

750円～950円
年齢不問

TEL 092-515-1000 （従業員数 0人 ）

40010-54087571 正社員以外 就業場所長崎県壱岐市

月給 普通自動車免許ＡＴ
59歳以下 (1) 8時30分～17時00分

130,000円～150,000円 (2) 8時30分～12時00分
省令１号

TEL 0920-45-0385 （従業員数 13人 ）

42081-  604371 正社員 就業場所長崎県壱岐市

日給 交替制あり 普通自動車免許一種
不問 (1) 4時00分～12時00分

5,500円～6,500円 (2) 8時30分～17時00分
年齢不問 (3)12時00分～20時00分

(4)4時00分～8時00分 TEL 0920-47-1960 （従業員数 13人 ）

42081-  605671 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

160,000円～160,000円
年齢不問

TEL 0920-45-0225 （従業員数 6人 ）

42081-  603071 正社員 就業場所長崎県壱岐市

エクセルでの資料作成業
務／壱岐市

福岡市中央区天神１丁目３－３８　天神１２１ビ
ル５Ｆ

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

海産物の出荷・選別作業
員

長崎県壱岐市芦辺町諸吉本村触１３２９－１

雇用期間の定めなし

一般事務（会計事務） 長崎県壱岐市芦辺町諸吉本村触１３４２－１４

雇用期間の定めなし

競り市場業務 長崎県壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦４０５番地６

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

株式会社　若宮水産

壱岐市立一支国博物館事
業推進スタッフ（常勤）

東京都港区台場２丁目３番４号

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

車両清掃員 長崎県壱岐市郷ノ浦町東触５７５－２

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

補助作業員 長崎県壱岐市郷ノ浦町柳田触３１６番地１１

雇用期間の定めなし

配送 長崎県壱岐市芦辺町芦辺浦１０３番地

雇用期間の定めなし

壱岐ビジョン株式会社
※正社員登用の可能性あり
※就業場所：ビジョンショッ
プ

株式会社　昇運
※就業場所：郷ノ浦営業所

株式会社　乃村工藝社（壱岐
市立一支国博物館）

壱岐交通　株式会社

株式会社　ペンシル
※就業時間・就業日数は相談
可

壱岐東部漁業協同組合

郷ノ浦町漁業協同組合
※雇用期間：採用日から１年
間（嘱託職員として従事）そ
の後、正職員への登用の可能
性あり
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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 交替制あり
不問 (1)10時00分～18時45分

800円～850円 (2)10時15分～19時00分
年齢不問 又は10：00～19：00の

間の5時間程度 TEL 0920-47-4855 （従業員数 9人 ）

40010-58550671 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

日給 調理師
不問 (1) 8時30分～17時15分

6,400円～6,400円
年齢不問

TEL 0920-47-0741 （従業員数 38人 ）

42081-  662671 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～12時30分

715円～715円
年齢不問 又は7：30～13：00の

間の5時間程度 TEL 0920-45-1759 （従業員数 86人 ）

42081-  642971 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

時給
不問 (1)13時00分～19時00分

720円～720円 (2) 8時30分～15時30分
年齢不問

TEL 0920-47-5211 （従業員数 3人 ）

42081-  644071 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

750円～800円 6：00～17：00の間の
年齢不問 4時間以上

TEL 0920-47-1987 （従業員数 67人 ）

42081-  645371 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

時給
60歳以上

720円～720円 5：00～19：00の間の
省令３号のニ 3時間以上

TEL 0920-48-4008 （従業員数 25人 ）

42081-  646671 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

720円～850円 (2)21時00分～ 1時00分
省令２号 (3) 5時00分～ 9時00分

(4) 9時00分～ 13時00分 TEL 0920-48-4008 （従業員数 25人 ）

42081-  647571 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) 5時00分～ 9時00分

720円～850円 (2) 9時00分～13時00分
省令２号 (3)13時00分～17時00分

(4)17時00分～21時00分 TEL 0920-48-4008 （従業員数 25人 ）

42081-  648471 パート労働者 (5)21時00分～1時00分他 就業場所長崎県壱岐市

株式会社　ホーベウィン
※就業場所：ファミリ－マ－
ト壱岐郷ノ浦店

コンビニエンスストア店
員（壱岐郷ノ浦店）

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

株式会社　ホーベウィン
※就業時間、週所定労働日
数、就業場所、休日は相談可

清掃員 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

株式会社　ホーベウィン
就業場所：ファミリ－マ－ト
壱岐芦辺店

コンビニエンスストア店
員（壱岐芦辺店）

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

有限会社　ヨブコ
※休日については相談可

販売員 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

株式会社イチヤマ
※休日については相談可
※正社員登用の可能性あり

惣菜調理員 長崎県壱岐市郷ノ浦町東触５６７－２

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

壱岐市役所
※就業場所：壱岐市立武生水
保育所
※半年度毎の更新制

給食担当業務（武生水保
育所）

壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦４９５

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）更新の可能性有

株式会社　イオンストア九州
イオン壱岐店
※休日については相談可

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）

株式会社ベスト電器
※就業場所：ベスト電器　壱
岐店

家電量販店における販
売、販売補助業務／壱岐
市

長崎県壱岐市郷ノ浦町柳田触８５１－１

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）更新の可能性有
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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 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-  652071 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

日給 保育士
不問 (1) 8時30分～17時15分

6,300円～6,300円
年齢不問

TEL 0920-48-1117 （従業員数 15人 ）

42081-  653371 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

839円～929円 10：00～19：00の
年齢不問 間の2時間以上

TEL 0920-47-1166 （従業員数 62人 ）

42081-  660071 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

時給
不問

820円～900円 7：30～18：00の間の
年齢不問 6時間程度

TEL 0920-47-3633 （従業員数 9人 ）

42081-  615471 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

720円～750円
年齢不問

TEL 0920-47-5868 （従業員数 5人 ）

42081-  611071 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) 7時00分～10時00分

750円～800円 (2)16時00分～19時00分
年齢不問

TEL 0920-47-1331 （従業員数 11人 ）

42081-  606571 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) 9時00分～18時00分

725円～725円
年齢不問

TEL 0920-43-0107 （従業員数 84人 ）

42081-  608771 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) 9時00分～15時00分

720円～720円
年齢不問

TEL 0920-45-2230 （従業員数 20人 ）

42081-  609871 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

株式会社　立山建設 一般事務 長崎県壱岐市芦辺町箱崎中山触２６０４－５１

雇用期間の定めなし

壱岐市　農業協同組合
※就業場所
アグリプラザ四季菜館
島の駅壱番館
※年度更新制

接客・販売（パート） 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）

社会福祉法人　壱心会　特別
養護老人ホーム　壱岐のここ
ろ
※就業時間・休日等の労働条
件は相談可

リネン・シーツ交換係 長崎県壱岐市勝本町本宮南触２９８番地

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）更新の可能性有

合同会社　こどもの家
※正社員登用の可能性あり

保育士 長崎県壱岐市郷ノ浦町柳田触８９３－１

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

アイランド壹岐　２号館
雇用期間：～H29.8.31

清掃員 長崎県壱岐市郷ノ浦町片原触２２１

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

壱岐市役所
※就業場所：壱岐こどもセン
タ－
（郷ノ浦町本村触９３）

子育て支援・療育支援員 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）

社会福祉法人　光風会　特別
養護老人ホーム　光の苑
※勤務日数・時間については
相談可
※年度更新制

介護職員（パート）
「介護」

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）

壱岐市役所
※就業場所：壱岐こどもセン
タ－
（郷ノ浦町本村触９３）

子育て支援員（看護師）
　
「看護」

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）
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