
2018/6/22

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

180,000円～250,000円 8：00～22：00の間の
年齢不問 8時間程度

TEL 0920-40-0172 （従業員数 9人 ）

42081-  607081 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

月給 普通自動車免許一種
44歳以下 (1) 8時00分～17時00分

180,000円～250,000円
省令３号のイ

TEL 0920-40-0172 （従業員数 9人 ）

42081-  601581 正社員 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) 9時00分～17時30分

220,000円～255,000円
省令１号

TEL 0920-40-0231 （従業員数 3人 ）

42081-  596581 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

月給
不問

176,838円～176,838円 10：00～22：00の間の
年齢不問 6.5時間勤務

TEL 0920-40-0071 （従業員数 5人 ）

42081-  600981 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市

月給
不問 (1) 8時30分～17時30分

145,000円～150,000円
年齢不問

TEL 0920-45-2731 （従業員数 15人 ）

13040-69870081 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

150,000円～180,000円
年齢不問

TEL 0920-47-0239 （従業員数 6人 ）

42081-  590281 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

8,000円～10,000円
年齢不問

TEL 0920-44-5293 （従業員数 14人 ）

42081-  591181 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
21歳～59歳 (1)11時00分～20時00分

180,000円～192,500円 (2)10時00分～17時00分
省令１号

TEL 0920-47-0633 （従業員数 6人 ）

42081-  592081 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

教習指導員 長崎県壱岐市郷ノ浦町田中触９９１－１

雇用期間の定めなし

建設現場技術員 長崎県壱岐市石田町筒城仲触１４９３－３番地

雇用期間の定めなし

調理人 長崎県壱岐市勝本町勝本浦２５３

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

建築ＣＡＤオペレーター 長崎県壱岐市芦辺町深江鶴亀触１０９２番地５

雇用期間の定めなし

ルート営業 長崎県壱岐市郷ノ浦町片原触１５５１

雇用期間の定めなし

壱岐市立一支国博物館アテ
ンダントスタッフ（総合案
内等）

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）

所在地・就業場所

料理長 長崎県壱岐市勝本町本宮南触１４８番地

雇用期間の定めなし

農業技術者 長崎県壱岐市勝本町本宮南触１４８番地

雇用期間の定めなし

オランダフ－ズ　株式会社
※採用日：８月～予定

株式会社　大川建設工業　壱
岐支店

株式会社　共立自動車学校
壱岐市自動車教習所

株式会社　壱岐の潮風

株式会社　壱岐の潮風

一般社団法人　壱岐みらい創
りサイト
※就業場所：壱岐テレワ－ク
センタ－（芦辺町深江鶴亀触
1092番地5）

株式会社ＬＩＧ　ゲストハウ
スＬＡＭＰ壱岐
※就業場所：Ｂｉｓｔｒｏ
ＬＡＭＰ（勝本町勝本浦250）

株式会社　乃村工藝社
※就業場所：壱岐市立一支国
博物館
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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
35歳以下 (1) 8時00分～17時00分

7,500円～8,500円
省令３号のイ

TEL 0920-44-5293 （従業員数 14人 ）

42081-  593381 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

月給 変形（１ヶ月単位） 保育士
不問 (1) 7時30分～16時30分 看護師

145,000円～240,000円 (2) 8時30分～17時30分 子育て支援員研修修了者
年齢不問 (3) 9時00分～18時00分

TEL 0920-47-3633 （従業員数 9人 ）

42081-  589481 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30分～17時15分

5,900円～7,800円
年齢不問

TEL 0920-47-0132 （従業員数 91人 ）

42081-  587981 正社員以外 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-  588581 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市

月給
不問 (1) 8時30分～17時15分

139,200円～159,200円
年齢不問

TEL 0920-44-6113 （従業員数 2人 ）

42081-  594681 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

時給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ
不問 (1) 7時30分～17時30分

750円～750円 (2) 7時30分～18時30分
年齢不問 (3) 8時00分～18時00分

TEL 0920-44-6177 （従業員数 15人 ）

42040- 3176081 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市

月給 変形（１ヶ月単位）
不問

145,000円～250,000円 7：00～22：00の間の
年齢不問 8時間程度

TEL 0120-985-922 （従業員数 48人 ）

41010- 9360281 正社員 就業場所 長崎県対馬市

月給 (1) 9時00分～17時30分
60歳以下 (2) 6時00分～14時30分

129,000円～129,000円 (3)10時00分～19時00分
省令１号 (4) 9時00分～12時00分

(5) 6時00分～9時00分 TEL 0920-47-0085 （従業員数 80人 ）

42081-  574281 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

雇用期間の定めなし

店舗社員（壱岐・対馬エリ
ア）

佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬９３０

雇用期間の定めなし

保育士（正） 長崎県壱岐市郷ノ浦町柳田触８９３－１

雇用期間の定めなし

建設現場作業員 長崎県壱岐市石田町筒城仲触１４９３－３番地

雇用期間の定めなし

株式会社　大川建設工業　壱
岐支店

合同会社　こどもの家
※パ－ト勤務ご希望の方は相
談可

ダイレックス　株式会社

医療法人　玉水会　赤木病院
※パ－ト勤務希望の方は相談
可

社会福祉法人　壱岐市社会福
祉協議会郷ノ浦事業所

長崎県壱岐病院

いき農村環境保全協議会

ＯＲＣエアサービス株式会社
※就業場所：壱岐空港

医療事務補助 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）

通所介護職員　「介護」 壱岐市郷ノ浦町坪触３０９９番地

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

空港地上係員（壱岐空港） 長崎県壱岐市石田町筒城東触１７２４

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

事務職員 長崎県壱岐市石田町石田西触１２９０　壱岐市役
所石田庁舎内

雇用期間の定めなし

調理員 長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触１１１番地
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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 普通自動車免許一種
不問

800円～900円 8：00～16：00の間の
年齢不問 4時間程度

TEL 0920-40-0172 （従業員数 9人 ）

42081-  602481 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～17時00分

750円～800円
年齢不問

TEL 0920-47-1883 （従業員数 0人 ）

42081-  603781 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～16時30分

737円～750円
年齢不問

TEL 0920-47-1883 （従業員数 0人 ）

42081-  604881 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)14時30分～17時30分

750円～800円 (2) 8時30分～17時30分
年齢不問 (3) 8時30分～12時30分

(4)13時00分～17時30分 TEL 0920-47-0237 （従業員数 4人 ）

42081-  597481 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

時給
不問 (1)18時00分～22時00分

750円～1,000円
年齢不問

TEL 0920-40-0071 （従業員数 5人 ）

42081-  599881 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 (2) 9時30分～18時15分
年齢不問

TEL 0920-45-1202 （従業員数 8人 ）

42081-  595981 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～10時00分

750円～800円 (2)15時00分～17時00分
年齢不問

TEL 080-1772-7208 （従業員数 2人 ）

42081-  499981 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～17時00分

800円～800円
年齢不問

TEL 0920-44-6666 （従業員数 4人 ）

42081-  500181 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

株式会社　壱岐の潮風
※休日は相談可

トマト栽培、選別、出荷作
業員

長崎県壱岐市勝本町本宮南触１４８番地

雇用期間の定めなし

学童保育　なかよし児童クラ
ブ

児童支援員 長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触６６８

雇用期間の定めなし

株式会社ＬＩＧ　ゲストハウ
スＬＡＭＰ壱岐
※就業場所：Ｂｉｓｔｒｏ
ＬＡＭＰ（勝本町勝本浦250）

レストランスタッフ 長崎県壱岐市勝本町勝本浦２５３

雇用期間の定めなし

きてみ店
※就業場所：水産加工場（郷
ノ浦町郷ノ浦405番地12）

一般事務 長崎県壱岐市郷ノ浦町志原西触５５２－１

雇用期間の定めなし

きてみ店
※就業場所：水産加工場（郷
ノ浦町郷ノ浦405番地12）

水産加工作業員 長崎県壱岐市郷ノ浦町志原西触５５２－１

雇用期間の定めなし

株式会社　シ－ガルイン
※土日のみの勤務可能

接客（ペンション・海の家
／パート）

長崎県壱岐市石田町筒城東触１５３１－１

雇用期間の定めなし

壱岐市教育委員会
就業場所：壱岐市立郷ノ浦図
書館
※月１０日程度の勤務

図書業務全般 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ヶ
月以上）

野中農園 農作業員 長崎県壱岐市芦辺町住吉前触６９２

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
不問 (1) 6時00分～10時00分

737円～737円
年齢不問

TEL 0920-40-0195 （従業員数 5人 ）

42081-  606181 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

時給
18歳以上 (1)14時00分～22時00分

850円～850円
省令２号

TEL 0920-44-5887 （従業員数 10人 ）

42081-  506481 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～14時00分

737円～850円 (2)17時00分～21時30分
年齢不問

TEL 0920-47-5169 （従業員数 15人 ）

42081-  513581 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

時給
不問

770円～850円 18：30～23：00の間の
年齢不問 4時間以上

TEL 0920-47-5671 （従業員数 1人 ）

42081-  514481 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～17時00分

800円～800円
年齢不問

TEL 0920-44-6666 （従業員数 4人 ）

42081-  515781 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00分～13時00分

740円～800円 (2)15時00分～20時30分
年齢不問

TEL 0920-43-0124 （従業員数 27人 ）

42081- 488081 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～16時30分

740円～780円 (2) 8時00分～17時00分
年齢不問 (3) 8時00分～12時00分

TEL 0920-47-0417 （従業員数 49人 ）

42081-  517281 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～750円 7：00～21：00の間の
年齢不問 6時間程度

TEL 0920-43-0770 （従業員数 12人 ）

42081-  521581 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

パンプラス
※休日・就業時間は相談可

ベ－カリ－とカフェの製
造・販売（早朝勤務）

長崎県壱岐市郷ノ浦町釘山触６２８

雇用期間の定めなし

ビストロ　まさなお
※就業時間・休日は相談可

接客 長崎県壱岐市郷ノ浦町大原触女鳥４６６

雇用期間の定めなし

株式会社　シ－ガルイン
※土日のみの勤務可能
※休日は相談可

マリンスポーツインストラ
クター（アシスタント／
パート）

長崎県壱岐市石田町筒城東触１５３１－１

雇用期間の定めなし

有限会社　網元
※月１０～１５日勤務
※就業時間・休日は相談可

接客・サービス（夕食） 長崎県壱岐市石田町印通寺浦１７６－２１

雇用期間の定めなし

有限会社　百崎商店
※就業場所：ほっともっと郷
ノ浦店
※就業日数は相談可

弁当製造・販売員 長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触６９４－１

雇用期間の定めなし

株式会社　海里村上
※休日は相談可

客室管理 長崎県壱岐市勝本町立石西触　１１９－２

雇用期間の定めなし

一般財団法人　壱岐市開発公
社
※就業場所：国民宿舎　壱岐
島荘

フロント係 長崎県壱岐市勝本町立石西触１０１

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

清掃作業員 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）
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