
2018/10/12

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 普通自動車免許一種
不問 (1) 8時30分～17時00分

150,000円～150,000円 (2) 8時00分～17時00分
年齢不問

TEL 0920-47-0108 （従業員数 2人 ）

42081- 1014381 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

150,000円～150,000円
年齢不問

TEL 095-865-7186 （従業員数 0人 ）

42010-16877381 正社員 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30分～17時15分

6,300円～6,600円
年齢不問

TEL 0920-47-0116 （従業員数 50人 ）

42081-  1017581 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30分～17時00分

150,000円～180,000円 (2) 6時30分～16時30分
年齢不問

TEL 0920-47-0036 （従業員数 7人 ）

42081-  1016981 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

日給 普通自動車免許ＡＴ
59歳以下 (1) 8時00分～17時00分

7,000円～8,000円
省令１号

TEL 0920-45-0675 （従業員数 5人 ）

42081-  938881 正社員以外 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-  941681 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-  955281 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市

時給
不問 7：30～17：00の間の

800円～850円 7時間
年齢不問

TEL 0920-47-3343 （従業員数 6人 ）

40010- 78740281 正社員以外/パートナ－ 就業場所 長崎県壱岐市

精肉加工販売/壱岐市 長崎県壱岐市郷ノ浦町東触５６７－２

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）

布団製造工 長崎県壱岐市郷ノ浦町田中触１２１１－４

雇用期間の定めなし

日本酒・焼酎製造工 長崎県壱岐市石田町印通寺浦２００

雇用期間の定めなし

ＦＲＰ工事作業助手 長崎県壱岐市芦辺町箱崎大左右触５０８番地６

雇用期間の定めなし

障害者の通所支援と相談支
援

長崎県壱岐市郷ノ浦町片原触２５１０番地

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

人材コーディネーター／壱
岐市

長崎県長崎市上銭座町１１－８

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

所在地・就業場所

焼酎製造補助 長崎県壱岐市郷ノ浦町田中触８０８天の川酒造　株式会社
※パ－ト勤務希望の方は相談
可

株式会社　Ｋｏｋｏｒｏ　Ｈ
ｕｍａｎ　Ｓｔａｇｅ
※就業場所：こころ医療福祉
専門学校壱岐校内

壱岐市役所
※就業場所：壱岐障害者地域
活動支援センタ－ひまわり

重家酒造株式会社
※就業場所：本社所在地及び
本社近くの製造工場

ＦＲＰ九州　株式会社
※就業場所：工場（長崎県壱
岐市芦辺町諸吉大石触368-2）
※正社員登用の可能性あり

株式会社　壱岐工芸
※パ－ト勤務希望の方は相談
可

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

株式会社　エル三和
※就業場所：ス－パ－イチヤ
マ内精肉
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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 普通自動車免許一種
不問 (1) 8時00分～17時30分

6,500円～8,000円
年齢不問

TEL 0920-44-5840 （従業員数 0人 ）

42081-  970881 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
59歳以下 (1) 8時00分～17時00分

131,800円～150,000円
省令１号

TEL 0920-45-2111 （従業員数 29人 ）

42081- 1005081 正社員 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

7,200円～7,200円
年齢不問

TEL 0920-45-3986 （従業員数 15人 ）

42081-  931081 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

8,500円～10,000円
年齢不問

TEL 0920-45-3113 （従業員数 17人 ）

42081-  930181 正社員以外 就業場所

時給 変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ
不問 (1) 8時30分～17時00分

762円～762円 (2) 8時30分～12時00分
年齢不問

TEL 0920-47-1960 （従業員数 59人 ）

42081-  928781 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市

時給 変形（１年単位） 介護福祉士
不問 (1) 8時00分～17時00分

845円～845円
年齢不問

TEL 0920-48-4020 （従業員数 58人 ）

42081-  926581 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30分～17時00分

133,000円～253,000円 (2)10時30分～19時00分
年齢不問 (3)16時30分～ 9時00分

TEL 0920-47-0023 （従業員数 130人 ）

42081-  921181 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

日給 交替制あり 普通自動車免許ＡＴ
不問 (1) 8時30分～17時15分

6,100円～8,100円 (2) 7時30分～16時15分
年齢不問

TEL 0920-45-2378 （従業員数 111人 ）

42081-  924681 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市

一般事務 長崎県壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦４０５番地６

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

介護職員 長崎県壱岐市芦辺町箱崎大左右触２２７２番地２

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

介護職員・介護福祉士（介
護助手）

長崎県壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦１５－３

雇用期間の定めなし

介護職員（常勤） 長崎県壱岐市芦辺町箱崎中山触２５４８番地

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

塗装工（見習） 長崎県壱岐市石田町石田西触１０７３

雇用期間の定めなし

焼酎製造・販売（正） 長崎県壱岐市芦辺町湯岳本村触５２０

雇用期間の定めなし

セメント製品製造作業員 長崎県壱岐市芦辺町瀬戸浦字鯨崎５９２－１

雇用期間の定めなし

土木作業員 長崎県壱岐市芦辺町中野郷本村触８００番地

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

社会福祉法人　壱岐市社会福
祉協議会　芦辺事業所
※就業場所：クオリティライ
フセンタ－つばさ
※休日の相談可

壱岐の蔵酒造株式会社

株式会社オーカワ

壱岐土木工業　株式会社

郷ノ浦町漁業協同組合
※正社員登用の可能性あり

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）

野本塗装
※休日の相談可
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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- 1013081 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

762円～762円 8：30～17：30の間の
年齢不問 4～8時間

TEL 0920-42-2139 （従業員数 4人 ）

42081- 1011281 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～17時30分

800円～800円
年齢不問

TEL 0920-45-2731 （従業員数 15人 ）

42081- 1012181 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

時給
不問 (1)15時00分～17時30分

762円～762円
年齢不問

TEL 0920-47-0603 （従業員数 18人 ）

42081- 1010881 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

時給
不問

762円～762円 11：00～17：00の間の
年齢不問 4～6時間

TEL 0920-42-0072 （従業員数 5人 ）

42081- 1007681 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

時給
不問

850円～900円 7：30～18：00の間の
年齢不問 6時間

TEL 0920-47-3633 （従業員数 9人 ）

42081- 1008981 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

日給
不問 (1) 8時45分～17時30分

6,650円～6,650円
年齢不問

TEL 0920-45-4080 （従業員数 13人 ）

42081- 1009581 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

780円～800円 8：30～18：00の間の
省令１号 6～8時間

TEL 0920-45-2003 （従業員数 24人 ）

42081-  940381 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

雇用期間の定めなし

ぱん工房　夢
※休日は相談可

パンの配達・販売 長崎県壱岐市勝本町仲触１８１５

雇用期間の定めなし

キッズコーナー係員 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
月未満）

長崎県教育庁　長崎県埋蔵文
化財センター
※就業場所：原の辻遺跡内
※雇用期間：H30.11.1～
H30.12.28

川添石油　株式会社
※就業場所：郷ノ浦ＳＳもし
くは瀬戸浦ＳＳ（就業場所の
希望があれば相談可）

長崎県壱岐市勝本町大久保触１８２７－５

雇用期間の定めなし

保育補助 長崎県壱岐市郷ノ浦町柳田触８９３－１

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

調理補助 長崎県壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦２０５－１

雇用期間の定めなし

接客および配膳

接客・配膳・雑用 長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触５７２－８

発掘作業員（原の辻遺跡調
査研究事業）

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
月未満）

ガソリンスタンド販売員 長崎県壱岐市芦辺町瀬戸浦５５

雇用期間の定めなし

合同会社　こどもの家
※就業場所：こどもの家
※正社員登用の可能性あり
※就業時間相談可

壱岐マリーナホテル　株式会
社
※休日は相談可

割烹　一富士
※休日は相談可

株式会社　乃村工藝社　（壱
岐市立一支国博物館）
※就業場所：壱岐市立一支国
博物館

四季　優彩
※休日の相談可
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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) 8時00分～16時00分

770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

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

42081-  966381 パート労働者 間の4～8時間 就業場所 長崎県壱岐市

時給 普通自動車免許一種
不問 (1)13時00分～17時00分 ＊ＡＴ限定の方は応相談

800円～800円
年齢不問

TEL 0920-44-5002 （従業員数 7人 ）

42081-  1015681 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-  990681 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

時給
不問

800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- 78752381 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～12時30分

762円～762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-  992581 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

時給 歯科衛生士
不問

1,200円～1,200円 (1) 14時30分～18時00分
年齢不問

TEL 0920-45-3434 （従業員数 9人 ）

42081- 1018481 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

時給
18歳以上 (1)18時00分～23時00分

762円～800円 (2)17時00分～23時00分
省令２号

TEL 0920-47-0268 （従業員数 5人 ）

42081-  929881 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

月給 原動機付自転車免許
不問 (1) 4時00分～ 6時00分

70,000円～70,000円
年齢不問

TEL 0920-48-5511 （従業員数 21人 ）

42081-  919481 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

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

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

社会福祉法人　壱心会　特別
養護老人ホーム　壱岐のここ
ろ
※就業時間・休日は相談可

重家酒造株式会社
※休日は相談可

医療法人　村瀬歯科医院
※就業時間・休日は相談可

有限会社　エリアサービス壱
岐
※休日は相談可
※就業場所：壱岐市郷ノ浦町
本村触２８０

朝刊新聞配達員 長崎県壱岐市石田町石田西触６３０－６

雇用期間の定めなし

ソーイングＩＫＩ
※週所定労働日数・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

医療法人　百田歯科医院 歯科衛生士 長崎県壱岐市芦辺町諸吉大石触４２７－５

雇用期間の定めなし

三益寿司
※休日は相談可

接客・配膳・厨房の手伝
い・片づけ

長崎県壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦７４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

雇用期間定めなし

酒類製造の補助業務 長崎県壱岐市石田町池田西触５４５－１　横山蔵

雇用期間の定めなし

株式会社　エル三和
※就業場所：ス－パ－イチヤ
マ内精肉
※勤務時間は相談可
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