
2018/1/26

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 変形（１年単位）
不問 (1) 8時30分～17時30分

800円～800円 (2) 9時00分～17時00分
年齢不問 (3) 8時30分～18時00分

TEL 0920-45-4066 （従業員数 22人 ）

42081-   82781 正社員 就業場所長崎県壱岐市

日給 交替制あり
不問 (1) 8時30分～17時15分

6,300円～6,500円 (2)16時00分～ 9時00分
年齢不問

TEL 0920-43-0049 （従業員数 50人 ）

42081-   84281 正社員以外 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～6,400円
年齢不問

TEL 0920-43-0049 （従業員数 50人 ）

42081-   85181 正社員以外 就業場所長崎県壱岐市

月給 社会福祉士
59歳以下 (1) 8時15分～17時15分 精神保健福祉士

152,100円～152,100円 介護福祉士
省令１号 介護支援専門員

社会福祉主事任用資格 TEL 0920-43-0107 （従業員数 88人 ）

42081-   86081 正社員 普通自動車免許ＡＴ 就業場所長崎県壱岐市

月給 変形（１ヶ月単位）
不問 (1) 6時00分～14時30分

127,000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-   83881 正社員 就業場所長崎県壱岐市

月給 普通自動車免許ＡＴ
35歳以下 (1) 8時30分～17時15分

135,500円～172,100円
省令３号のイ

TEL 0920-47-3700 （従業員数 15人 ）

42081-   77181 正社員 就業場所長崎県壱岐市

月給 交替制あり 保育士
不問 (1) 7時30分～16時30分

168,100円～178,100円 (2) 9時30分～18時30分
年齢不問

又は7：30～18：00の間の TEL 0920-47-0888 （従業員数 22人 ）

42081-   78081 正社員 8時間程度 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 48人 ）

42081-   93181 正社員 就業場所長崎県壱岐市

保育士 長崎県壱岐市郷ノ浦町片原触８０－１

雇用期間の定めなし

土木技術者 長崎県壱岐市芦辺町住吉前触７７７

雇用期間の定めなし

生活相談員（正）／デイ
サ－ビスセンタ－　「介
護」

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

調理職員／老人ホーム 長崎県壱岐市勝本町本宮南触１３２３－７

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

観光関連業務（正） 長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触６８３－２

雇用期間の定めなし

調理業務員 長崎県壱岐市郷ノ浦町東触字平１００６番地１

雇用期間の定めなし

所在地・就業場所

羽毛布団の製造・管理 長崎県壱岐市芦辺町諸吉大石触４２７番地

雇用期間の定めなし

介護職員／老人ホーム

　

長崎県壱岐市勝本町本宮南触１３２３－７

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

一般社団法人　壱岐市観光連
盟
※採用日：H30.4.1～

有限会社　壱岐保育園
採用日：H30.4.1～

株式会社　壱松組

富士新幸九州有限会社九州工
場

壱岐市役所
※就業場所：壱岐市立老人ホ
－ム
※半年度毎の更新制

壱岐市役所
※就業場所：壱岐市立老人ホ
－ム
※半年度毎の更新制
※月２１日勤務で調整

社会福祉法人　壱心会　特別
養護老人ホーム　壱岐のここ
ろ

社会医療法人　玄州会　介護
老人保健施設　光風
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2018/1/26

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 交替制あり
不問 (1) 9時00分～18時00分

140,000円～140,000円 (2)11時00分～20時00分
年齢不問

TEL 0920-48-9010 （従業員数 69人 ）

42081-   68281 正社員以外 就業場所長崎県壱岐市

月給 電気工事士（第１種）
40歳以下 (1) 8時00分～17時30分 電気工事士（第２種）

135,500円～176,000円 普通自動車免許一種
省令３号のイ

TEL 0920-47-0264 （従業員数 11人 ）

42081-   70681 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

125,000円～180,000円
年齢不問

TEL 0920-47-0016 （従業員数 4人 ）

42081-   72581 正社員 就業場所長崎県壱岐市

時給 変形（１年単位）
不問

800円～1,154円 7：00～22：00の間の
年齢不問 8時間

TEL 0920-43-0016 （従業員数 22人 ）

42081-   75881 正社員 就業場所長崎県壱岐市

日給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種
45歳以下 (1) 8時00分～17時00分

6,000円～8,000円
省令３号のイ

TEL 0920-45-1094 （従業員数 48人 ）

42081- 94081 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30分～17時15分

5,900円～5,900円
年齢不問

TEL 0920-48-3222 （従業員数 78人 ）

42081-   95381 正社員以外 就業場所長崎県壱岐市

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

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 変形（１ヶ月単位）
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

長崎県壱岐市芦辺町住吉前触７７７技能・技術作業員

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

デイサ－ビス介護員 長崎県壱岐市勝本町大久保触１７３６－２

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

コールスタッフ（ブロー
ドバンド）

長崎県壱岐市勝本町仲触１９７６－１

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

株式会社レオパレス２１　壱
岐コールセンター
※正社員登用の可能性あり

社会福祉法人　壱岐市社会福
祉協議会　勝本事業所
※年度更新制

社会医療法人　玄州会　在宅
ケア総合支援センター

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）

大久保電工　株式会社

壱岐オリーブ園　株式会社

株式会社　平山旅館

株式会社　壱松組

電気工事士 長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触２９－３

雇用期間の定めなし

調理師（見習い・調理補
助も可能）

長崎県壱岐市勝本町立石西触７７

雇用期間の定めなし

オリーブ栽培作業員 長崎県壱岐市郷ノ浦町片原触１１９０番地

雇用期間の定めなし

調理員 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

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 交替制あり
不問 (1)10時00分～15時00分

737円～747円 (2)15時00分～20時00分
年齢不問

TEL 0920-45-2161 （従業員数 8人 ）

42081-   87381 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～16時30分

737円～737円
年齢不問

TEL 0920-45-2161 （従業員数 6人 ）

42081-   88681 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

時給
59歳以下

785円～795円 9：00～20：00の間の
省令１号 4時間以上

TEL 0120-221-214 （従業員数 10人 ）

12010- 2258281 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～16時30分

737円～737円 (2) 9時00分～18時00分
年齢不問

TEL 0920-47-5623 （従業員数 132人 ）

42081-   80581 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～13時00分

774円～774円
年齢不問

TEL 0920-47-1131 （従業員数 195人 ）

42081-   81481 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

時給
不問

900円～950円 11：00～14：00の間の
年齢不問 3時間程度

（従業員数 1人 ）

41020-  205681 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

767円～767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7：45～21：30の間の TEL 0920-45-1759 （従業員数 90人 ）

42081-   45081 パート労働者 5時間程度 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 (2) 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

赤木クリーニング店
※就業場所：イオン壱岐店内
※就業時間・休日については
相談可

クリーニング受付 長崎県壱岐市芦辺町瀬戸浦１５３番地

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
※年度更新制

調理業務員 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）

長崎県壱岐病院 受付事務／外来（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）

赤木クリーニング店 クリーニング工 長崎県壱岐市芦辺町瀬戸浦１５３番地

雇用期間の定めなし

株式会社　イオンファンタ
ジー
※就業場所：イオン壱岐店内

接客スタッフ
モーリーファンタジー壱
岐店

千葉市美浜区中瀬　１－５－１　イオンタワー１
３Ｆ

雇用期間の定めなし

有限会社　しまのたまご屋さ
ん
※就業時間・週所定労働日数
は相談可

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

株式会杜　袈裟丸
※就業場所：ドラッグストア
モリ郷ノ浦店内

販売員（壱岐市） 佐賀県唐津市浜玉町東山田　１１０７

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

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）
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2018/1/26

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) 8時30分～10時30分

800円～800円 (2)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

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 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

時給
不問 8：00～18：00の間の

750円～800円 8時間
年齢不問

TEL 0920-47-0417 （従業員数 50人 ）

42081-　90781 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 7：30～18：00の間の

737円～737円 5時間程度
年齢不問

TEL 0920-48-5800 （従業員数 5人 ）

42081-   971671 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ＭＴ
59歳以下 8：30～18：00の間の

770円～770円 6～8時間
省令１号

TEL 0920-45-2003 （従業員数 24人 ）

42081-   92281 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ＭＴ
不問 (1) 8時00分～13時00分

750円～750円
年齢不問

TEL 0920-44-5310 （従業員数 1人 ）

42081-   28181 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

750円～900円 7：00～22：00の間の
年齢不問 2～8時間

TEL 080-5265-8047 （従業員数 13人 ）

42081-   59781 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00分 准看護師

1,150円～1,300円 (2)13時00分～17時15分 普通自動車免許ＡＴ
年齢不問

又は8：30～17：15の間の TEL 0920-48-8008 （従業員数 8人 ）

42081-   27281 パート労働者 4時間以上 就業場所長崎県壱岐市

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

有限会社　マリンパル壱岐 販売員 長崎県壱岐市石田町印通寺浦４７１－２

雇用期間の定めなし

川添石油　株式会社
※就業場所：郷ノ浦ＳＳ（郷
ノ浦町田中触）瀬戸浦ＳＳ
（芦辺町芦辺浦）

事務兼販売員 長崎県壱岐市芦辺町瀬戸浦５５

雇用期間の定めなし

壱岐栽培センター
※年度更新制
※就業場所：郷ノ浦町大島１
１６８番地

現場労務作業 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）

株式会社クラカタ商事　壱岐
支店
※就業場所：壱岐市立一支国
博物館
※年度更新制

施設設備管理 長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触４７７－２

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

株式会社　ＣＳＫ
※就業時間・休日は相談可

准・正看護師（パート）
「看護」

長崎県壱岐市勝本町布気触８１８－１１

雇用期間の定めなし

有限会社中村たんぱく 豆腐・惣菜製造補助及び
配達（パート）

長崎県壱岐市石田町本村触１１８－７

雇用期間の定めなし

有限会社　ミキフ－ドサ－ビ
ス（モスバ－ガ－壱岐店）

販売員 長崎県壱岐市芦辺町箱崎中山触２６０４－１７

雇用期間の定めなし
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