
2017/8/24

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
不問 (1) 6時00分～15時00分

150,000円～150,000円 (2) 8時00分～17時00分
年齢不問

TEL 0920-44-5310 （従業員数 1人 ）

42081-  672471 正社員 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

150,000円～150,000円
年齢不問

TEL 0920-44-5310 （従業員数 1人 ）

42081-  673771 正社員 就業場所長崎県壱岐市

日給 普通車免許（通勤用）
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-  669171 正社員以外 就業場所長崎県壱岐市

時給 変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ
不問 (1) 7時30分～16時30分

1,000円～1,200円
年齢不問

TEL 090-3076-5386 （従業員数 2人 ）

42081-  670671 正社員以外 就業場所長崎県壱岐市

時給
不問 (1) 8時30分～17時30分

854円～854円
年齢不問

TEL 090-3076-5386 （従業員数 2人 ）

42081-  671571 正社員以外 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00分～17時00分

6,000円～6,000円
年齢不問

TEL 0920-44-5827 （従業員数 4人 ）

42081-  667271 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) 8時00分～18時00分

135,000円～135,000円
年齢不問

TEL 092-762-3050 （従業員数 10人 ）

40010-59572171 正社員以外 就業場所長崎県壱岐市

月給 変形（１年単位） 大型自動車免許一種
不問 (1) 8時15分～17時00分 危険物取扱者（乙種）

141,500円～166,500円 危険物取扱者（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

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

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

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

壱岐市石田町本村触　１１８－７

雇用期間の定めなし

所在地・就業場所

工場内作業及び配達 壱岐市石田町本村触　１１８－７

有限会社　玄海自動車販売
※休日は相談可

総合メディカル　株式会社
※入社日より有給休暇あり

長崎県壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦１２２－６９

雇用期間の定めなし

レンタカー受付業務
（正）

長崎県壱岐市石田町池田東触７７番地１

雇用期間の定めなし

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）

接客業務・配送 長崎県壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦１２２－６９

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

雇用期間の定めなし

経理・通信販売受付事務

総務事務補助

一般事務

薬局事務（正社員化予
定）／
そうごう薬局　壱岐店

有限会社中村たんぱく
※休日は相談可

有限会社中村たんぱく
※休日は相談可

長崎県壱岐病院

有限会社　油屋通商　壱岐支
店
※休日は相談可
※正社員登用の可能性あり

有限会社　油屋通商　壱岐支
店
※就業時間相談可
※パ－ト勤務希望の方は相談
可

壱岐油槽株式会社　郷ノ浦油
槽所
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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） 普通自動車免許一種
不問 (1) 8時30分～17時30分

7,000～10,000円
年齢不問

TEL 0920-47-0239 （従業員数 2人 ）

42081-  674871 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) 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
不問 (1) 8時00分～17時00分

6,000円～6,500円
年齢不問

TEL 0920-43-0034 （従業員数 17人 ）

42010-13079671 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
不問 (1) 8時30分～17時00分 准看護師

150,000円～300,000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 58人 ）

42081-  616771 正社員 就業場所長崎県壱岐市

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種
64歳以下 (1) 8時00分～17時00分

200,000円～250,000円
省令１号

TEL 0920-45-1094 （従業員数 40人 ）

42081-  619971 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

7,000円～8,500円
年齢不問

TEL 0920-44-5309 （従業員数 17人 ）

42081-  621671 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

740円～740円
年齢不問

TEL 0920-48-4020 （従業員数 57人 ）

42081-  676971 正社員以外 就業場所長崎県壱岐市

建築・土木作業員 長崎県壱岐市石田町印通寺浦３０１番地

雇用期間の定めなし

清掃及び洗濯業務 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）

看護師・准看護師・助産
師　　
「看護」

長崎県壱岐市郷ノ浦町東触８５４－２

雇用期間の定めなし

土木技術者　「建設」 長崎県壱岐市芦辺町住吉前触７７７

雇用期間の定めなし

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

海事作業員／壱岐市 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）

50cc以上のバイクが運
転できる方

営業（福岡営業所） 長崎県壱岐市郷ノ浦町片原触１５５１

雇用期間の定めなし

介護職員（嘱託） 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）

株式会社　壱松組

株式会社　創栄建設

社会福祉法人　博愛会　特別
養護老人ホ－ム　ハッピ－ヒ
ルズ（幸せの丘）

オランダフ－ズ　株式会社
※就業場所：福岡営業所
福岡県福岡市博多区春町１丁
目２－２４　ブライトハイム
２０３

社会福祉法人　光風会　特別
養護老人ホーム　光の苑
※年度更新制

日本郵便株式会社　新福岡郵
便局
※正社員登用制度あり
※就業場所：芦辺郵便局
※6か月毎の更新制

金子真珠養殖株式会社
※就業場所：壱岐養殖場
（壱岐市勝本町立石西触
678）

医療法人　協生会　品川病院
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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
不問 (1) 8時00分～10時00分

2,000円～2,000円
年齢不問

TEL 095-820-8344 （従業員数 0人 ）

42016- 4062771 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) 8時00分～12時00分

730円～730円 (2)13時00分～17時00分
年齢不問

TEL 0920-44-5827 （従業員数 4人 ）

42081-  668971 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 9：00～23：00の間の

750円～1,000円 3時間以上
年齢不問

TEL 092-283-3219 （従業員数 11人 ）

40010-60608371 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) 6時00分～11時00分

800円～800円 (2)11時00分～16時00分
年齢不問

TEL 092-715-3121 （従業員数 10人 ）

40010-59049671 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)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 TEL 0920-47-4855 （従業員数 9人 ）

40010-58550671 パート労働者 間の5時間程度 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

6,400～6,400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

日給
不問 (1) 8時30分～17時15分

5,900円～5,900円
年齢不問

TEL 0920-44-6111 （従業員数 40人 ）

42081-677171 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

715円～715円 7：30～18：00の間の
年齢不問 5時間程度

TEL 0920-45-1759 （従業員数 86人 ）

42081-  679371 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

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

農産売場担当 長崎県壱岐市芦辺町箱崎中山触２６０４－２

雇用期間の定めなし

壱岐市役所
※就業場所：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

壱岐市役所
※就業場所：石田庁舎：農林
課
※雇用期間
Ｈ29年9月1日～12月31日

一般事務（農林課） 長崎県壱岐市石田町石田西触１２９０

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

壱岐・対馬フェリー　株式会
社

一般事務職 福岡県福岡市中央区那の津３丁目４６－７

雇用期間の定めなし

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

有限会社　玄海自動車販売 レンタカー受付業務
（パート）

長崎県壱岐市石田町池田東触７７番地１

雇用期間の定めなし

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

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）

株式会社　リンク
※就業場所：壱岐文化ホ－ル
就業日：
H29.9.17/9.24/10.1/10.8
の4日間

受付案内／壱岐市≪急募
≫

長崎県長崎市興善町４－１
興善ビル７Ｆ

日雇
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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
59歳以下 (1) 8時30分～17時00分

770円～770円
省令１号

TEL 0920-45-2003 （従業員数 24人 ）

42081-  641271 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

715円～715円 7：30～18：00の間の
年齢不問 5時間程度

TEL 0920-45-1759 （従業員数 86人 ）

42081-  678071 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 普通自動車免許（通勤用）
不問 (1) 7時30分～11時30分

800円～1,000円 (2)14時00分～21時30分
年齢不問 (3)17時30分～21時30分

TEL 0920-43-0016 （従業員数 22人 ）

42081-  651171 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

850円～1,000円 9：00～18：00の間の
年齢不問 6時間以上

TEL 0920-47-1850 （従業員数 13人 ）

42081-  654671 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

時給 普通車免許（通勤用）
不問

720円～800円 16：00～1：00の間の
年齢不問 3時間以上

TEL 0920-43-0828 （従業員数 2人 ）

42081-  656471 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

時給 (1)8時00分～14時00分 普通車免許（通勤用）
不問 (2)8時30分～12時30分

761円～812円 (3)8時00分～18時15分の
年齢不問 　間の7時間45分

又は8：00～18：15の TEL 0920-45-1202 （従業員数 56人 ）

42081-680571 パート労働者 間の4時間 就業場所長崎県壱岐市

壱岐市教育委員会
※就業場所：壱岐市内幼稚園
※半年度毎の更新
※就業時間相談可

幼稚園補助員（パート） 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ヵ
月未満）更新の可能性有

壱岐ビジョン株式会社
※就業時間・労働日数は相談
可

レポーター業務（パー
ト）

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

カラオケ一番
※休日は相談可

調理補助・接客 長崎県壱岐市勝本町湯本浦４９－１

雇用期間の定めなし

株式会社イチヤマ
※正社員登用の可能性あり
※休日は相談可

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）

株式会社　平山旅館 フロント・客室係 長崎県壱岐市勝本町立石西触７７

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

一般食品の売場担当 長崎県壱岐市芦辺町箱崎中山触２６０４－２

雇用期間の定めなし

有限会社　ヨブコ
※休日は相談可

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

川添石油　株式会社
※正社員登用の可能性あり

経理事務 長崎県壱岐市芦辺町瀬戸浦５５

雇用期間の定めなし
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