
2018/1/12

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
64歳以下 (1) 6時00分～15時00分

125,000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 57人 ）

42081-    63981 正社員 就業場所長崎県壱岐市

月給 普通自動車免許ＡＴ
不問 (1) 8時30分～17時30分 介護支援専門員

158,000円～158,000円
年齢不問

TEL 0920-47-5904 （従業員数 7人 ）

42081-    62681 正社員 就業場所長崎県壱岐市

月給 普通自動車免許ＡＴ
不問 (1) 8時00分～17時00分

120,000円～200,000円
年齢不問

TEL 0920-45-1094 （従業員数 48人 ）

42081-   66781 正社員 就業場所長崎県壱岐市

月給 変形（１年単位）
不問

180,000円～180,000円 6：00～22：00の間の
年齢不問 8時間

TEL 0920-43-0770 （従業員数 12人 ）

42081-   978171 正社員 就業場所長崎県壱岐市

月給 介護支援専門員
59歳以下 (1) 8時20分～17時20分 社会福祉士

155,000円～200,000円 介護福祉士
省令１号 普通自動車免許ＡＴ

TEL 0920-47-5623 （従業員数 132人 ）

42081-   42881 正社員 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～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-   57581 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

月給
30歳以下 (1) 9時00分～18時00分

140,000円～160,000円 (2) 9時00分～13時00分
省令３号のイ

TEL 0920-44-5788 （従業員数 3人 ）

42081-   60081 正社員 就業場所長崎県壱岐市

月給 変形（１ヶ月単位） 理学療法士
不問 (1) 8時30分～17時30分 作業療法士

220,000円～220,000円
年齢不問

TEL 0920-43-0107 （従業員数 88人 ）

42081- 1069371 正社員 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）

歯科助手 壱岐市石田町印通寺浦３２７－２

雇用期間の定めなし

理学療法士・作業療法士 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

一般事務 長崎県壱岐市芦辺町住吉前触７７７

雇用期間の定めなし

調理師（補助） 長崎県壱岐市勝本町立石西触１１９－２

雇用期間の定めなし

支援相談員
「介護」

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

所在地・就業場所

調理員 長崎県壱岐市芦辺町箱崎大左右触２２７２－２

雇用期間の定めなし

介護支援専門員 長崎県壱岐市郷ノ浦町永田触２７５番地２

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

株式会社　海里村上

株式会社　壱松組

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）

社会医療法人　玄州会　在宅
ケア総合支援センタ－

社会福祉法人　和光会（障害
者支援施設　希望の丘）

江田歯科医院

社会福祉法人　壱心会　特別
養護老人ホーム　壱岐のここ
ろ
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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ヶ月単位） 柔道整復師
不問 (1) 8時30分～17時30分 あんまマッサージ指圧師

190,000円～190,000円 はり師
年齢不問 きゅう師

TEL 0920-43-0107 （従業員数 88人 ）

42081- 1070571 正社員 就業場所長崎県壱岐市

時給 変形（１ヶ月単位）
不問

760円～800円 7:30～17：00の間の
年齢不問 7時間

TEL 0920-47-3343 （従業員数 6人 ）

40010-95862471 正社員以外 就業場所長崎県壱岐市

月給
18歳以上 (1) 8時00分～15時00分

140,000円～210,000円 (2)15時30分～23時00分
省令２号 (3)17時00分～23時00分

TEL 090-3328-6554 （従業員数 36人 ）

42081- 1061571 正社員 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～16時45分

6,200円～6,200円 (2) 8時30分～17時15分
年齢不問 又は7：30～17：15の

間の8時間程度 TEL 0920-45-1202 （従業員数 56人 ）

42081- 1062471 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
30歳以下 (1) 8時30分～17時00分

130,000円～140,000円 (2) 8時30分～12時00分
省令３号のイ

TEL 0920-45-2350 （従業員数 18人 ）

42081- 1068071 正社員 就業場所長崎県壱岐市

月給 医療事務士
不問 (1) 8時30分～17時00分 医療事務管理士

131,500円～213,000円
年齢不問

TEL 0920-47-0023 （従業員数 130人 ）

42081- 1057271 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
35歳以下 (1) 8時00分～17時00分

170,000円～200,000円
省令３号のイ

TEL 0920-45-3016 （従業員数 25人 ）

42081- 1060671 正社員 就業場所長崎県壱岐市

月給 中型自動車免許一種
40歳以下 (1) 8時00分～17時00分

160,000円～170,000円 (2) 8時00分～12時00分
省令３号のイ

TEL 0920-47-4774 （従業員数 9人 ）

42081- 61381 正社員 就業場所長崎県壱岐市

柔道整復師・あん摩マッ
サージ指圧師・はり師・
きゅう師

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

精肉加工販売／壱岐市 長崎県壱岐市郷ノ浦町東触567-2
ス－パ－イチヤマ内精肉

雇用期間の定めなし

接客サービス係（正） 長崎県壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦４０１

雇用期間の定めなし

株式会社　ビュ－ホテル壱岐
※採用日は相談可
※パ－ト勤務希望の方は相談
可

社会福祉法人　壱心会　特別
養護老人ホーム　壱岐のここ
ろ

株式会社　エル三和
※勤務時間・勤務日は相談可
※就業場所：ス－パ－イチヤ
マ内

壱岐市学校用務給食会
※応募締切：H30.1.22（月）

箱崎漁業協同組合

社会医療法人玄州会　光武内
科循環器科病院

株式会社　宮坂組

協同組合　長崎県リサイクル
壱岐営業所

学校用務員または給食調
理員

長崎県壱岐市芦辺町芦辺浦５６２

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

事務及び荷捌き作業 長崎県壱岐市芦辺町瀬戸浦１７１

雇用期間の定めなし

医療事務 長崎県壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦１５－３

雇用期間の定めなし

一般廃棄物収集・運搬・
選別・構内作業

長崎県壱岐市郷ノ浦町大浦触１０５５－１

雇用期間の定めなし

土木施工管理「建設」 長崎県壱岐市芦辺町国分本村触１２３４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

時給
60歳以上 (1) 9時00分～18時00分

750円～950円
省令３号のニ

TEL 090-3012-0736 （従業員数 3人 ）

40010-  643681 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

900円～1,250円 (2)13時00分～17時00分
年齢不問

TEL 0920-47-0121 （従業員数 58人 ）

42081-   18881 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

900円～1,250円 (2) 8時30分～17時00分
年齢不問

TEL 0920-47-0121 （従業員数 96人 ）

42081-   19281 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～12時30分 准看護師

1,100円～1,300円 (2)13時00分～17時00分
年齢不問 又は8：30～17：00の

間の2時間以上 TEL 0920-47-0023 （従業員数 116人 ）

42081-   22981 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～10時30分

800円～800円 (1) 18時30分～21時00分
年齢不問

TEL 0920-43-0770 （従業員数 12人 ）

42081-   65481 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) 8時30分～13時30分

737円～737円 (1) 8時30分～15時30分
年齢不問

TEL 0920-45-0824 （従業員数 7人 ）

42081-   64581 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)12時30分～19時00分

737円～750円 (2)12時30分～15時30分
年齢不問 (3)16時00分～19時30分

TEL 0920-47-5623 （従業員数 132人 ）

42081-   43281 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) 8時30分～12時00分

852円～852円 (2)13時00分～17時15分
年齢不問

TEL 0920-47-1131 （従業員数 195人 ）

42081-   49581 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

株式会社　ペンシル
※就業時間・就業日数は相談
可

コンサルティングアシス
タント・資料作成補助業
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）

社会医療法人玄州会　光武内
科循環器科病院
※就業時間・休日は相談可

看護師・准看護師（パー
ト）
「看護」

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）

株式会社　海里村上
※休日は相談可

厨房の皿洗い 長崎県壱岐市勝本町立石西触１１９－２

雇用期間の定めなし

医療法人　協生会　品川病院
※就業時間・週労働日数は相
談可

看護師・准看護師（パー
ト）
「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

医療法人　協生会　介護老人
保健施設　壱岐
※就業時間・週労働日数は相
談可

看護師・准看護師（パー
ト）
「看護」

長崎県壱岐市勝本町本宮南触２３６

雇用期間の定めなし

長崎県壱岐病院
※半年度毎の更新制

看護補助者（パート）／
手術室勤務

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）

有限会社　しまのたまご屋さ
ん

卵の出荷作業員 長崎県壱岐市芦辺町箱崎江角触２

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

介護サポート員 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）
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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)17時00分～22時00分

800円～800円
年齢不問

TEL 0920-43-0016 （従業員数 22人 ）

42081-   53081 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

時給
不問

760円～980円 8：00～21：00の間の
年齢不問 4時間程度

TEL 0920-45-0051 （従業員数 27人 ）

42081-   58481 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

760円～850円 8：00～17：00の間の
年齢不問 5時間程度

TEL 0920-47-3343 （従業員数 6人 ）

40010-95877071 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

時給
不問

750円～750円 13：00～19：00の間の
年齢不問 5～6時間程度

TEL 0920-47-5211 （従業員数 3人 ）

42081- 1064871 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30分～17時15分

738円～738円
年齢不問

TEL 0920-44-6150 （従業員数 50人 ）

42081- 1065271 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ＡＴ
不問 (1) 8時30分～17時15分

5,900円～5,900円
年齢不問

TEL 0920-44-6150 （従業員数 50人 ）

42081- 1066971 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

時給 ホームヘルパー２級
不問 介護福祉士

950円～950円 8：00～18：00の間の 介護職員初任者研修修了者
年齢不問 5～6時間程度 普通自動車免許ＡＴ

TEL 0920-44-6150 （従業員数 53人 ）

42081- 1067171 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

日給
不問 (1) 8時00分～17時00分

5,900円～5,900円
年齢不問

TEL 0920-44-6114 （従業員数 7人 ）

42081- 67881 パ－ト労働者 就業場所長崎県壱岐市

株式会社　平山旅館 調理補助 長崎県壱岐市勝本町立石西触７７

雇用期間の定めなし

有限会社　ヨブコ
※就業時間・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

社会福祉法人　壱岐市社会福
祉協議会　石田事業所
※年度更新制

食事サービス調理員 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）

社会福祉法人　和光会（障害
者支援施設　希望の丘）
※就業時間・就業日数は相談
可
※正社員登用の可能性あり

支援員（パート） 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

株式会社　エル三和
※勤務時間・勤務日は相談可
※就業場所：ス－パ－イチヤ
マ内

精肉加工販売／壱岐市 長崎県壱岐市郷ノ浦町東触567-2
ス－パ－イチヤマ内精肉

雇用期間の定めなし

壱岐栽培センタ－
※就業場所：壱岐栽培センタ
－
（郷ノ浦町大島１１６８番
地）

現場労務作業 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）

社会福祉法人　壱岐市社会福
祉協議会　石田事業所
※年度更新制

介護職員（デイサービ
ス）　　「介護」

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）

社会福祉法人　壱岐市社会福
祉協議会　石田事業所
※年度更新制

ホームヘルパー　「介
護」

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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