
2018/10/26

年齢・
求人者名 職種 指針　 賃金 就業時間 必要な免許資格

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

5,400円～5,400円
年齢不問

TEL 0920-45-2300 （従業員数 5人 ）

42081- 1030681 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15分～17時00分

180,000円～180,000円
年齢不問

TEL 0920-47-6857 （従業員数 16人 ）

42081- 942981 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

月給
不問 (1) 9時00分～18時00分

150,000円～150,000円 (1)11時00分～20時00分
年齢不問

TEL 0920-48-9001 （従業員数 69人 ）

42081- 937781 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～16時00分

204,000円～251,000円
年齢不問

TEL 092-583-3213 （従業員数 6人 ）

40010-80649381 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

月給 交替制あり
不問 (1) 6時30分～15時30分

150,000円～150,000円 (2)15時00分～ 0時00分
年齢不問 (3) 8時30分～17時30分

TEL 0920-47-0603 （従業員数 18人 ）

42081- 1026781 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) 8時00分～17時00分

135,000円～190,000円 (2)10時00分～19時00分
省令１号 (3)13時00分～22時00分

(4)22時00分～翌8時00分 TEL 0920-48-4020 （従業員数 59人 ）

42081- 1021381 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

月給 変形（１年単位）
45歳以下 (1) 8時30分～18時00分

135,000円～140,000円
省令３号のイ

TEL 0920-47-5560 （従業員数 55人 ）

42081- 1022681 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
45歳以下 (1) 8時00分～17時30分 ＡＴ限定の方も相談可

135,000円～140,000円
省令３号のイ

TEL 0920-47-5560 （従業員数 55人 ）

42081- 1024581 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

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）

株式会社　ヤマグチ

株式会社　ヤマグチ

株式会社　なかはら
※就業場所：（株）なかはら
食品事業部（芦辺町瀬戸浦
1245）

株式会社　壱岐工芸

株式会社レオパレス２１　壱
岐コ－ルセンタ－
※正社員登用の可能性あり

株式会社　エル三和
※就業場所：ス－パ－イチヤ
マ内

壱岐マリーナホテル　株式会
社

所在地・就業場所

塩製造員 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

フロント（正） 長崎県壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦２０５－１

雇用期間の定めなし

布団の営業 長崎県壱岐市郷ノ浦町田中触１２１１－４

雇用期間の定めなし

精肉加工販売（正）／壱岐
市

福岡県福岡市博多区金の隈２丁目２０－６１

雇用期間の定めなし

コ－ルスタッフ（インタ－
ネットサ－ビス）

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）

店内販売員（レジ係） 長崎県壱岐市郷ノ浦町永田触２６８番地

雇用期間の定めなし

介護職員 長崎県壱岐市芦辺町箱崎大左右触２２７２番地２

雇用期間の定めなし

店内販売員（惣菜部） 長崎県壱岐市郷ノ浦町永田触２６８番地

雇用期間の定めなし
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時給 変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ
64歳以下 (1) 8時00分～17時00分

850円～850円
省令１号

TEL 0920-47-6884 （従業員数 2人 ）

42010-17343881 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市

月給 普通自動車免許ＡＴ
不問 (1) 9時00分～17時00分

140,000円～140,000円
年齢不問

TEL 0920-45-0225 （従業員数 2人 ）

42081- 943581 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

6,100円～6,100円
年齢不問

TEL 0920-48-3222 （従業員数 78人 ）

42081- 964181 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
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- 956181 正社員 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～980円 (2) 7時00分～16時00分
年齢不問 (3) 9時00分～18時00分

(4)11時00分～20時00分 TEL 0920-45-0051 （従業員数 27人 ）

42081- 954881 正社員以外 (5)16時00分～翌9時00分 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 250人 ）

42081- 935581 正社員以外 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- 1006381 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

日給 介護職員初任者研修
不問 (1) 8時15分～17時00分 介護福祉士

6,500円～6,500円
年齢不問

TEL 0920-43-0049 （従業員数 53人 ）

42081- 1019781 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市

株式会社　平山旅館

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

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

壱岐市森林組合

社会福祉法人　和光会（障害
者支援施設　希望の丘）

長崎県壱岐病院

介護職員（デイサ－ビス） 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）

受付外来／外来 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）

訪問介護員・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）

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

株式会社　高松設計コンサル
タント
就業場所：長崎県壱岐市郷ノ
浦町片原触1407-1

株式会社　若宮水産
※パ－ト勤務希望の方の応募
可

測量補助／壱岐市 長崎県壱岐市郷ノ浦町片原触１４０７－１

雇用期間の定めなし

おみやげ品の販売 長崎県壱岐市芦辺町諸吉本村触１３２９－１

雇用期間の定めなし

支援員 長崎県壱岐市芦辺町箱崎大左右触２３２０－３

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

林業技術職員 長崎県壱岐市芦辺町芦辺浦５６２

雇用期間の定めなし

2 ページ



2018/10/26

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 普通自動車免許一種
不問 (1) 8時00分～12時00分

800円～800円
年齢不問

TEL 0920-45-2300 （従業員数 5人 ）

42081- 1031981 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

時給 変形（１年単位）
不問

762円～800円 8：15～17：00の間の
年齢不問 3時間以上

TEL 0920-47-6857 （従業員数 16人 ）

42081- 1029181 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

800円～800円 13：00～19：00の間の
年齢不問 5時間

TEL 0920-40-0225 （従業員数 3人 ）

42081- 1028281 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 (1) 8時00分～13時00分

800円～830円
省令１号

TEL 0920-47-5560 （従業員数 55人 ）

42081- 1023981 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

時給
59歳以下 (1) 8時00分～13時00分

780円～830円 (2)13時00分～18時00分
省令１号

TEL 0920-47-5560 （従業員数 55人 ）

42081- 1025481 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 8：30～17：00の間の

2時間以上 TEL 0920-47-0023 （従業員数 130人 ）

42081- 951581 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) 8時30分～17時00分
年齢不問

TEL 0920-47-0121 （従業員数 96人 ）

42081- 988281 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

762円～762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- 1003281 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

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

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 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）

医療法人　協生会　介護老人
保健施設　壱岐
※就業時間・週労働日数相談
可

看護師・准看護師 長崎県壱岐市勝本町本宮南触２３６

雇用期間の定めなし

株式会社　ヤマグチ 店内販売員（鮮魚部） 長崎県壱岐市郷ノ浦町永田触２６８番地

雇用期間の定めなし

株式会社　ヤマグチ 店内販売員（惣菜部）／
パート

長崎県壱岐市郷ノ浦町永田触２６８番地

雇用期間の定めなし

株式会社　壱岐工芸
※就業時間・労働日数は相談
可

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

株式会社フリースタイルアク
ティブ
※休日は相談可

婚活カウンセラ－ 長崎県壱岐市勝本町新城西触１１９１番地１

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

株式会社　なかはら
※就業場所：（株）なかはら
食品事業部（芦辺町瀬戸浦
1245）
※就業時間の相談可

塩製造員（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
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時給
不問

800円～800円 8：00～17：00の間の
年齢不問 4～8時間

TEL 0920-45-3986 （従業員数 10人 ）

42081- 1033481 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

792円～792円 (2)15時00分～20時00分
年齢不問 (3)16時30分～21時30分

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

42081- 1002881 パート労働者 5時間程度 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 4～8時間

TEL 0920-47-0239 （従業員数 6人 ）

42081- 995881 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

770円～850円 8：00～18：00の間の
年齢不問 4～8時間

TEL 0920-47-0412 （従業員数 6人 ）

42081- 994781 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

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- 991981 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

時給
不問 (1)17時00分～22時00分

800円～800円
年齢不問

TEL 0920-43-0016 （従業員数 22人 ）

42081- 971281 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

800円～800円 8：00～19：00の間の
年齢不問 5～8時間

TEL 090-1344-0194 （従業員数 3人 ）

42081- 993481 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

6,000円～6,000円
年齢不問

TEL 0920-48-1117 （従業員数 15人 ）

42081- 1032581 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

壱岐市役所
※月13日程度の勤務（フルタ
イム勤務も可）
※就業時間の相談可

子育て支援・療育支援員/
壱岐こどもセンタ－

長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触５６２番地

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

株式会社　平山旅館 調理補助 長崎県壱岐市勝本町立石西触７７

雇用期間の定めなし

株式会社　アグリコマ－ス藤 レンタルバイクの配送 長崎県壱岐市郷ノ浦町長峰東触１５５

雇用期間の定めなし

株式会社　ナガオカ
就業場所：永岡石油店
※勤務日数・休日は相談可

レンタカ－業務 長崎県壱岐市郷ノ浦町平人触５１

雇用期間の定めなし

株式会社　昇運
※休日は相談可

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）

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）

オランダフ－ズ　株式会社
※就業時間・週労働日数は相
談可

アイスクリ－ム・氷器製造 長崎県壱岐市郷ノ浦町片原触１５５１

雇用期間の定めなし

株式会社オーカワ セメント製品製造作業員補
助

長崎県壱岐市芦辺町瀬戸浦５９２－１

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）
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