
2018/7/27

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
40歳以下 (1) 8時15分～17時15分

165,000円～220,000円
省令３号のイ

TEL 092-737-2600（従業員数 2人 ）

40010-56009181 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～16時45分 調理師

128,900円～128,900円 (2) 8時30分～17時15分
年齢不問

TEL 0920-45-1202（従業員数 35人 ）

42081-  712681 正社員以外 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-  713981 正社員以外 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00分～17時00分 中型自動車免許一種

160,000円～160,000円 のいずれか
年齢不問

TEL 0920-45-4646（従業員数 5人 ）

42081-  622181 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

月給 交替制あり
不問 (1) 9時00分～18時00分

150,000円～150,000円 (2)11時00分～20時00分
年齢不問

TEL 0920-48-9001（従業員数 69人 ）

42081-  629781 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-  630081 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

月給 普通自動車免許一種
45歳以下 (1) 8時00分～17時00分

130,000円～250,000円
省令３号のイ

TEL 0920-45-0089（従業員数 7人 ）

42081-  632681 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

月給 変形（１年単位）
不問 (1) 8時15分～17時00分

135,000円～150,000円
年齢不問

TEL 0920-47-6857（従業員数 16人 ）

42081-  636781 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

株式会社　昇運
※就業場所：郷ノ浦営業所

壱岐建機　株式会社

株式会社　壱岐工芸
※パ－ト勤務希望の方応募
可

有限会社　壱岐商運

株式会社　日本管財環境
サービス　九州支店
※就業場所：北部水処理セ
ンタ－内

壱岐市学校用務給食会
※就業場所：壱岐市学校給
食センタ－

壱岐市役所
※就業場所：壱岐市立老人
ホ－ム

布団製造工

配送

貨物トラック運転手

雇用期間の定めなし

給食調理員

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

長崎県壱岐市郷ノ浦町田中触１２１１－４

雇用期間の定めなし

建設機械修理工 長崎県壱岐市芦辺町中野郷西触４６４－１

雇用期間の定めなし

長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触２４５

雇用期間の定めなし

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）

長崎県壱岐市芦辺町諸吉南触１１１７－１

雇用期間の定めなし

介護職員／老人ホーム　　
　　　　　　　　　　「介
護」

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）

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）

所在地・就業場所

維持管理業務設備員（正）
／壱岐市

福岡県福岡市中央区天神４丁目２番２０号
天神幸ビル５Ｆ
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2018/7/27

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 普通自動車免許一種
40歳以下 (1) 8時00分～17時00分

7,000円～7,000円
省令３号のイ

TEL 0920-45-4040（従業員数 11人 ）

42081-  638281 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

月給 交替制あり
18歳以上 (1) 7時00分～15時00分

160,000円～210,000円 (2) 8時00分～17時00分
省令２号 (3)15時00分～23時00分

TEL 090-3328-6554（従業員数 36人 ）

42081-  641981 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 43人 ）

42081-  649381 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 ホームヘルパー２級

5,900円～5,900円 介護職員初任者研修
年齢不問

TEL 0920-48-3222（従業員数 78人 ）

42081-  651481 正社員以外 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
59歳以下 (1) 8時00分～17時00分

7,000円～7,200円
省令１号

TEL 0920-45-2300（従業員数 4人 ）

42081-  660781 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 （4トン車までの運転があります）

7,000円～7,500円
年齢不問

TEL 0920-43-0117（従業員数 7人 ）

42081-  716781 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
64歳以下 (1) 8時00分～17時00分

6,000円～10,000円
省令１号

TEL 0920-45-0206（従業員数 4人 ）

42081-  668581 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ＡＴ
不問 (1) 6時30分～15時15分

144,000円～144,000円 (2)13時00分～21時45分
年齢不問 (3) 6時30分～14時30分

TEL 0920-47-3737（従業員数 49人 ）

42081-  673381 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

時給ソーイングＩＫＩ
※休日は相談可

縫製工 長崎県壱岐市石田町石田西触１２８５－１

有限会社　赤木硝子店

株式会社　太安閣

株式会社　なかはら
※就業場所：鎌崎漁港付近

有限会社トウケン工業

株式会社　壱松組

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

長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触７６０－１

雇用期間の定めなし

長崎県壱岐市芦辺町諸吉東触１９７番地

長崎県壱岐市勝本町布気触２８９番地

長崎県壱岐市芦辺町箱崎中山触８２８番地１

長崎県壱岐市勝本町大久保触１７３６－２

長崎県壱岐市芦辺町住吉前触７７７

長崎県壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦４０１

雇用期間の定めなし

林業技術職員 長崎県壱岐市芦辺町芦辺浦５６２

フロント（正）

土木作業員

介護職員（デイサービス）

フロント（正）

壱岐市森林組合

株式会社　ビュ－ホテル壱
岐
※採用日・就業時間は相談
可

ガラス・金属屋根工事作業
員

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）更新の可能性有

陸上養殖作業員

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

土木技術者

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし
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2018/7/27

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

不問 (1) 8時30分～12時30分
740円～740円 (2)13時00分～17時00分

年齢不問 (3) 8時30分～15時00分
TEL 0920-44-5786（従業員数 27人 ）

42081-  711381 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
59歳以下

770円～770円
省令１号

TEL 0920-45-2003（従業員数 24人 ）

42081-  640681 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) 9時00分～17時00分

850円～950円 (2)17時00分～23時30分
省令２号

TEL 0920-47-0142（従業員数 8人 ）

42081-  643481 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

TEL 0920-47-0023（従業員数 130人 ）

42081-  655181 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～16時00分

740円～825円 (2) 9時00分～17時00分
年齢不問 (3)10時00分～16時00分

8：00～17：00の間の TEL 0920-43-0107（従業員数 88人 ）

42081-  665381 パート労働者 4～8時間 就業場所 長崎県壱岐市

時給 普通自動車免許ＡＴ
59歳以下

750円～750円 8：00～17：00の間の
省令１号 7時間程度

TEL 0920-47-3737（従業員数 49人 ）

42081-  675981 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

時給
不問 (1) 6時00分～ 11時00分

820円～900円
年齢不問

TEL 0920-47-3737（従業員数 49人 ）

42081-  717881 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

1,000円～1,400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-  677481 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

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）

長崎県壱岐市郷ノ浦町東触８５４－２

雇用期間の定めなし

株式会社　昇運 ＬＰガス充填補助 長崎県壱岐市芦辺町芦辺浦１０３番地

株式会社　太安閣 フロント 長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触７６０－１

雇用期間の定めなし

株式会社　太安閣 サービス及び接客（朝食
係）

長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触７６０－１

雇用期間の定めなし

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）

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）

社会福祉法人　壱心会　特
別養護老人ホーム　壱岐の
こころ
※土日祝休み希望の方相談
可

介護職員（パート） 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

川添石油　株式会社
※就業場所：郷ノ浦ＳＳ・
瀬戸浦ＳＳ

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

有限会社　三和観光
※月20日前後の勤務

ホールスタッフ 長崎県壱岐市郷ノ浦町田中触９０７－２

雇用期間の定めなし

ソーイングＩＫＩ
※休日は相談可

縫製工 長崎県壱岐市石田町石田西触１２８５－１

雇用期間の定めなし
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2018/7/27

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

800円～900円 8：30～17：00の間の
年齢不問 3時間以上

TEL 0920-47-2670（従業員数 3人 ）

42081-  714581 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

750円～750円
年齢不問

TEL 0920-45-2230（従業員数 20人 ）

42081-  683681 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

800円～900円 00：00～23：59の間の
省令２号 4時間以上

TEL 0920-48-1211（従業員数 25人 ）

42081-  684981 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

時給
不問 (1) 7時00分～10時30分

740円～740円 (2)14時00分～17時00分
年齢不問

（従業員数 1人 ）

42081-  690381 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-  692981 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ＡＴ
不問

737円～737円 7：00～21：00の間の
年齢不問 4～8時間

TEL 0920-45-2153（従業員数 3人 ）

42081-  693581 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

780円～850円 (2)14時30分～19時00分
年齢不問

TEL 0920-47-0010（従業員数 7人 ）

42081-  695781 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00分～12時00分

800円～850円 (2）8時00分～15時00分
年齢不問

TEL 0920-45-2300（従業員数 2人 ）

42081-  718281 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

株式会社　なかはら
※就業場所：鎌崎漁港付近

陸上養殖作業員（パート） 長崎県壱岐市芦辺町箱崎中山触８２８番地１

雇用期間の定めなし

有限会社　はらほげ 調理補助・接客・配達 長崎県壱岐市芦辺町諸吉本村触　１３０７

雇用期間の定めなし

医療法人　村瀬歯科医院
※休日は相談可

歯科受付 長崎県壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦１２３番地

雇用期間の定めなし

ひらのファームランド
※就業時間・就業日数は相
談可
※雇用期間：～H30.9.30

ファームスタッフ 長崎県壱岐市芦辺町深江平触２１４

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

株式会社　イオンストア九
州　イオン壱岐店
※就業時間・週所定労働日
数は相談可

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）

立山建設　株式会社 一般事務 長崎県壱岐市芦辺町箱崎中山触２６０４－５
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
－ト壱岐勝本店
※今年10月頃オ－プン予定

コンビニエンスストア店員
（壱岐勝本店）

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　昇運 ＬＰガス充填補助 長崎県壱岐市芦辺町芦辺浦１０３番地

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）
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