
2018/8/10

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
不問

1,000円～1,000円 10：00～20：00の間の
年齢不問 7.75時間

TEL 0120-139-050 （従業員数 0人 ）

40010-60446481 有期雇用派遣 就業場所 長崎県壱岐市

月給 普通自動車免許ＡＴ
39歳以下 (1) 8時30分～17時00分

150,000円～200,000円
省令３号のイ

TEL 0920-47-0951 （従業員数 8人 ）

42081-  788381 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

月給 変形（１ヶ月単位） 準中型自動車免許
40歳以下 (1) 8時30分～17時30分 （5ｔ限定）以上

155,000円～201,000円
省令３号のイ

TEL 0940-62-3300 （従業員数 5人 ）

40120-19395581 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
不問 (1) 9時00分～17時40分

146,000円～210,000円
年齢不問

TEL 0942-53-0333 （従業員数 7人 ）

40140- 3842981 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

日給 変形（１年単位）
不問 (1) 8時00分～17時00分 車両系基礎工事用運転

15,000円～15,000円 車両系整地掘削用運転
年齢不問

TEL 0957-68-2552 （従業員数 4人 ）

42010-13002881 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市

日給 変形（１年単位）
不問 (1) 8時00分～17時00分

13,000円～13,000円
年齢不問

TEL 0957-68-2552 （従業員数 4人 ）

42010-13003281 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市

月給
不問 (1)10時00分～19時00分

150,000円～150,000円
年齢不問

TEL 0920-48-9007 （従業員数 98人 ）

42081-  724781 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 (1) 8時00分～17時00分

155,760円～162,800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 65人 ）

42081-  731481 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市

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）

長崎県長崎市魚の町３－１４

社保ＹＫＯ

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

コールスタッフ（回収コー
ルセンター）

長崎県壱岐市勝本町仲触１９８１－２

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

所在地・就業場所

配送助手／長崎県壱岐市 福岡県福岡市中央区天神１丁目１４－１６　福岡
三栄ビル３Ｆ

田中工業　株式会社
就業場所：壱岐現場事務所
（壱岐市勝本町仲触73）
※雇用期間：～H30.12.31

株式会社レオパレス２１　壱
岐サービスセンター

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）更新の可能性有

内燃機の検査・整備・点検
【有期実習型訓練】

長崎県壱岐市郷ノ浦町大原触５０５番地４

雇用期間の定めなし

技術（船舶エンジンの据
付・整備等）（正）／壱岐
営業所

福岡県宗像市鐘崎２３０番地５

雇用期間の定めなし

技術職（壱岐支店） 福岡県筑後市大字一条５３５番地２

雇用期間の定めなし

重機オペレーター／壱岐市
勝本町≪急募≫

長崎県長崎市魚の町３－１４

社保ＹＫＯ

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

建設作業員／壱岐市勝本町
≪急募≫

株式会社　Ｊ・スタッフ
※就業場所：（株）ベスト電
器　壱岐店

有限会社　ハラダ

玄海ヤンマー株式会社
※就業場所：壱岐営業所（壱
岐市芦辺町箱崎大左右触698-
16）

ヤンマーアグリジャパン株式
会社　九州支社
就業場所：壱岐支店（壱岐市
石田町本村触38-1）

田中工業　株式会社
就業場所：壱岐現場事務所
（壱岐市勝本町仲触73）
※雇用期間：～H30.12.31

社会福祉法人　光風会　特別
養護老人ホーム　光の苑
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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年単位）
60歳以下 (1) 9時30分～18時00分

129,000円～129,000円 (2) 9時30分～12時30分
省令１号

TEL 0920-47-0085 （従業員数 80人 ）

42081-  733881 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30分～17時30分

135,000円～135,000円 (2) 9時00分～18時00分
年齢不問

TEL 092-762-3050 （従業員数 10人 ）

40010-62301281 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市

月給
18歳以上 (1)14時00分～23時00分

130,000円～150,000円
省令２号

TEL 0920-47-1290 （従業員数 5人 ）

42081-  743181 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

6,600円～6,600円 (2) 7時30分～16時15分
年齢不問 (3)10時30分～19時15分

TEL 0920-47-1131 （従業員数 250人 ）

42081-  746681 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市

日給
18歳以上 (1) 8時00分～17時00分

6,000円～7,000円
省令２号

TEL 080-1777-3778 （従業員数 6人 ）

42081-  750281 正社員以外 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30分

750円～800円
年齢不問

TEL 0920-47-4368 （従業員数 0人 ）

42081-  751181 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 (2) 8時00分～17時45分
年齢不問

TEL 0920-43-0049 （従業員数 50人 ）

42081-  722581 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ＡＴ
59歳以下 (1) 8時00分～17時00分

128,800円～150,000円
省令１号

TEL 0920-45-2111 （従業員数 29人 ）

42081-  723481 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

観光案内員（製造補助） 長崎県壱岐市芦辺町湯岳本村触５２０

雇用期間の定めなし

庶務・事務係 長崎県壱岐市郷ノ浦町若松触１４６１

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

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）

看護ヘルパ－ 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）

警備員（臨時） 長崎県壱岐市芦辺町箱崎中山触２６０４－２　イ
オン壱岐店２階

雇用期間の定めなし

薬局事務（正社員化予定）
そうごう薬局　壱岐店

福岡県福岡市中央区天神２丁目１４－８　福岡天
神センタ－ビル１６Ｆ

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

調理師見習い・調理補助 長崎県壱岐市郷ノ浦町東触１７１－１

雇用期間の定めなし

調理補助 長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触１１１番地

雇用期間の定めなし

総合メディカル　株式会社
就業場所：そうごう薬局　壱
岐支店（壱岐市郷ノ浦町志原
西触20-5）

寿司割烹　魚よし

医療法人　玉水会　赤木病院
※パ－ト勤務希望の方の応募
可

壱岐の蔵酒造株式会社

長崎県壱岐病院
※６ヶ月毎の更新制
※就業時間の相談可

壱岐商業開発株式会社
※壱岐市内各現場

市山建築設計事務所
※パ－ト勤務希望の方応募可

壱岐市役所
※就業場所：壱岐市立老人ホ
－ム
※月２１日勤務
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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

750円～750円 9：00～00：00の間の
年齢不問 3時間以上

TEL 0920-48-0777 （従業員数 9人 ）

40010-61676881 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～15時00分

750円～800円 (2)18時00分～21時30分
年齢不問

TEL 0920-47-0909 （従業員数 3人 ）

42081-  787081 パート労働者 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円～6,400円
年齢不問

TEL 0920-47-0741 （従業員数 38人 ）

42081-  789681 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～15時30分

750円～750円 (2) 9時00分～16時00分
年齢不問

TEL 092-406-8990 （従業員数 3人 ）

40010-58466681 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 0920-44-6114 （従業員数 7人 ）

42081-  754681 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30分～16時15分

800円～800円 (2) 8時30分～17時15分
年齢不問 (3) 9時45分～18時30分

TEL 0920-44-8171 （従業員数 8人 ）

42081-  755981 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

737円～737円
年齢不問

TEL 0920-42-2139 （従業員数 4人 ）

42081-  792881 パート労働者 就業場所

時給
不問

737円～737円 8：00～18：00の間の
年齢不問 5時間程度

TEL 0920-45-1759 （従業員数 95人 ）

42081-  763681 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・週所定労働日数
は相談可

畜産売場担当 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

有限会社　弦観光
※就業場所：グル－プホ－ム
壱岐の郷
※就業時間・週所定労働日数
は相談可

介護職／グループホーム 長崎県壱岐市石田町筒城東触１８４０－３

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

ぱん工房　夢
※週所定労働日数は相談可

製造助手 長崎県壱岐市勝本町仲触１８１５

雇用期間の定めなし

株式会社　キャリア・リード
福岡オフィス
※就業場所：市内病院（壱岐
市郷ノ浦町東触1626）

総合病院内での医療物品管
理・配置／壱岐市

福岡県福岡市中央区高砂１－２４－２０　ちくぎ
ん福岡ビル４Ｆ

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

壱岐栽培センター
※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）

中華ダイニング　華花
※就業時間・就業日数・休日
は相談可

フロアスタッフ 長崎県壱岐市郷ノ浦町東触７１８

雇用期間の定めなし

壱岐市役所
※就業場所：武生水保育所
※月２０日勤務
※半年度毎の更新制

給食担当業務（武生水保育
所）

長崎県壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦４９５番地

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）更新の可能性有

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

商品片付け・販売／壱岐市 長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触２８－１０

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 登録販売者
不問 (1) 9時30分～15時15分

862円～862円 (2)15時45分～20時45分
年齢不問 又は9：00～21：00の間の

5時間程度 TEL 0920-45-1759 （従業員数 86人 ）

42081-  764981 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～14時30分

750円～800円 (2)10時30分～17時00分
年齢不問

TEL 0920-44-5826 （従業員数 20人 ）

42081-  767781 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

時給
不問

750円～750円 8：00～23：00の間の
年齢不問 3～8時間

TEL 0920-45-0988 （従業員数 3人 ）

42081-  768881 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～ 8時00分

740円～740円 (2)15時00分～22時00分
年齢不問

TEL 0920-40-0095 （従業員数 3人 ）

42081-  772981 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～14時30分

760円～850円 (2)13時00分～19時00分
年齢不問 (3)17時00分～00時00分

TEL 0946-21-8700 （従業員数 34人 ）

40150- 6386281 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
18歳以上

800円～900円 18：00～23：00の間の
省令２号 3～5時間

TEL 0920-47-1039 （従業員数 2人 ）

42081-  774481 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

時給
不問

737円～1,000円 8：00～18：00の間の
年齢不問 4～8時間

TEL 0920-42-0207 （従業員数 16人 ）

42081-  782481 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

737円～800円 9：00～18：00の間の
年齢不問 4時間程度

TEL 0920-48-1211 （従業員数 0人 ）

42081-  720681 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

株式会社　ホーベウィン
※就業場所：ファミリ－マ－
ト壱岐郷ノ浦東店

調理及び配達員 長崎県壱岐市郷ノ浦町東触６９９－１

雇用期間の定めなし

四季　優彩
※休日は相談可

接客・配膳・雑用 長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触５７２－８

雇用期間の定めなし

土肥製菓　有限会社
※就業場所：本店（勝本
町）、郷ノ浦店のいずれか
※就業時間・休日は相談可

菓子の販売・事務 長崎県壱岐市勝本町仲触４７１

雇用期間の定めなし

民ファミリーホーム
※就業時間・休日は相談可

児童養育補助職員 長崎県壱岐市郷ノ浦町志原南触５－３

雇用期間の定めなし

（株）ドラッグストアモリ
※就業場所：ドラッグストア
モリ　郷ノ浦店
※月１５日程度の勤務

販売員（郷ノ浦店） 福岡県朝倉市一木１１４８－１

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

株式会社　玄海交通
※月20日勤務
※休日は相談可

事務員 長崎県壱岐市石田町筒城東触１７３０

雇用期間の定めなし

民宿　明るい農村
※就業時間・休日は相談可

客室清掃・接客 長崎県壱岐市芦辺町中野郷仲触１１０２番地

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・週所定労働日数
は相談可

登録販売者 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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