
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 普通自動車免許一種
不問 (1) 8時30分～17時30分

762円～852円 (2) 9時00分～18時00分
年齢不問

TEL 0920-47-1110 （従業員数 9人 ）
42081-36491 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

158,000円～182,480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 ）
42081-37791 正社員 (5)16時00分～翌9時00分 就業場所長崎県壱岐市

月給 交替制あり 普通自動車免許ＡＴ
18歳以上 (1) 9時00分～17時45分

128,500円～128,500円 (2) 7時30分～16時15分
省令２号

TEL 095-845-1770 （従業員数 2人 ）
42010-576391 正社員以外 就業場所長崎県壱岐市

時給
不問 (1) 8時30分～16時30分

785円～850円 (2)11時00分～19時00分
年齢不問

TEL 0946-21-8700 （従業員数 34人 ）
40150-203991 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
不問 (1) 8時00分～17時30分 土木施工管理技士１級

8,000円～9,500円 土木施工管理技士２級
年齢不問

TEL 0920-45-0897 （従業員数 2人 ）
42081-    2791 正社員 就業場所長崎県壱岐市

月給 変形（１年単位） 土木施工管理技士１級
64歳以下 (1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許一種

180,000円～230,000円
省令１号

TEL 0920-45-0196 （従業員数 19人 ）
42081-    3891 正社員 就業場所長崎県壱岐市

月給 薬剤師
不問 (1) 8時30分～16時45分 普通自動車免許ＡＴ

450,000円～550,000円 (2)10時00分～18時15分
年齢不問

TEL 0920-47-4312 （従業員数 11人 ）
42081-    4291 正社員 就業場所長崎県壱岐市

時給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種
59歳以下 (1) 8時00分～17時00分

780円～780円 (2) 9時00分～18時00分
省令１号 (3)10時00分～19時00分

又は8時00分～20時00分 TEL 0920-45-2003 （従業員数 24人 ）
42081-    6191 正社員以外 の間の8時間程度 就業場所長崎県壱岐市

交通安全指導員/壱岐市郷
ノ浦町

一般財団法人
長崎県交通安全協会
※就業場所：壱岐警察署内
壱岐地区交通安全協会

長崎県長崎市城栄町４１番７５号

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

販売員（郷ノ浦店）
（ロングパート）

株式会社　ドラッグストアモ
リ
※就業場所：郷ノ浦店

福岡県朝倉市一ツ木１１４８－１

雇用期間の定めあり(4ヶ月
以上)

所在地・就業場所

漁具販売補助及び漁具の製
作補助

有限会社　サダカタ商会
※就業場所：郷ノ浦店・勝本
店・瀬戸店のいずれか

長崎県壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦４０５－６

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

支援員社福）和光会（障害者支援施
設　希望の丘）

長崎県壱岐市芦辺町箱崎大左右触２３２０－３

雇用期間の定めなし

調剤薬局薬剤師有限会社　エムリスコーポ
レーション　いきいき調剤薬
局

長崎県壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦５７－１

雇用期間の定めなし

ガソリンスタンド販売員川添石油　株式会社
※就業場所：郷ノ浦SS(郷ノ浦
町田中触)瀬戸浦SS(芦辺町瀬
戸浦)
(就業場所は相談可)

長崎県壱岐市芦辺町瀬戸浦５５

雇用期間の定めなし

土木技術者有限会社　アシベ工業 長崎県壱岐市芦辺町諸吉仲触４３３番地１

雇用期間の定めなし

土木技術者株式会社　岡本組 長崎県壱岐市芦辺町諸吉二亦触５６０番地２

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

日給 介護職員初任者研修以上
不問 (1) 8時15分～17時00分

6,500円～6,500円
年齢不問

TEL 0920-43-0049 （従業員数 53人 ）
42081-    7091 正社員以外 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 ）
42081-1491 正社員 就業場所長崎県壱岐市

月給 薬剤師
不問 (1) 8時30分～17時00分

303,000円～503,000円
年齢不問

TEL 0920-47-0023 （従業員数 132人 ）
42081-   10491 正社員 就業場所長崎県壱岐市

月給 電気工事士・管工事
40歳以下 (1) 8時00分～17時30分 消防設備士

138,300円～230,900円 浄化槽設備士の
省令３号のイ いずれかの資格

普通自動車免許一種 TEL 0920-47-0264 （従業員数 9人 ）
42081-   13291 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-   15191 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-   16091 正社員以外 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-   18691 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) 7時45分～16時45分

130,100円～135,100円 (2) 9時00分～18時00分
年齢不問 (3)10時30分～19時30分

(4)16時45分～9時45分 TEL 0920-43-0107 （従業員数 88人 ）
42081-   26691 正社員以外 就業場所長崎県壱岐市

薬剤師社会医療法人　玄州会
光武内科循環器科病院

長崎県壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦１５－３

雇用期間の定めなし

電気工事士大久保電工　株式会社 長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触２９－３

雇用期間の定めなし

訪問介護員・介護職員（老
人ホーム）

壱岐市役所
※就業場所：壱岐市立老人
ホーム

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）

介護職員社福）　博愛会　特別養護老
人ホーム　ハッピーヒルズ
（幸せの丘）

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（レジ係）株式会社　ヤマグチ
※就業場所：スーパーヤマグチ
八畑店

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

介護職員社会福祉法人　壱心会
特別養護老人ホーム
壱岐のこころ

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

土木技術者株式会社　壱松組 長崎県壱岐市芦辺町住吉前触７７７

雇用期間の定めなし

コールスタッフ（インター
ネットサービス）

株式会社レオパレス２１
壱岐コールセンター

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）
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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 交替制あり 普通自動車免許一種
不問 (1)6時30分～14時00分

765円～900円 (2)14時00分～20時00分
年齢不問

TEL 0920-43-0124 （従業員数 27人 ）
42081-39291 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 ）
42081-34691 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

時給 看護師又は准看護師
不問 (1) 8時30分～12時30分

1,100円～1,300円 (2)13時00分～17時00分
年齢不問 又は8時30分～17時00分

の間の2時間以上 TEL 0920-47-0023 （従業員数 132人 ）
42081-9691 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)13時00分～17時00分

800円～900円
年齢不問

TEL 0920-47-2670 （従業員数 3人 ）
42081-1187581 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 ）
42081-40091 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～17時00分

1,100円～1,100円 の間の5時間程度
年齢不問

TEL 0920-45-4777 （従業員数 0人 ）
42081-1189781 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～14時00分

762円～800円 の間の5時間程度
年齢不問

TEL 0920-45-4777 （従業員数 0人 ）
42081- 1188481 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)6時00分～22時00分

900円～1,200円 の間の8時間程度
年齢不問

TEL 03-6709-9562 （従業員数 2人 ）
42081- 1192681 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

魚の調理・魚の買い付け新鮮魚類　吉祥 長崎県壱岐市芦辺町瀬戸浦１５０－２

雇用期間の定めなし

お弁当・お惣菜の販売新鮮魚類　吉祥 長崎県壱岐市芦辺町瀬戸浦１５０－２

雇用期間の定めなし

調理及び調理補助海里合同会社　海里村上 長崎県壱岐市勝本町立石西触１１９－２

雇用期間の定めなし

調理補助一般財団法人　壱岐市開発公
社
※就業場所：国民宿舎　壱岐
島荘

長崎県壱岐市勝本町立石西触１０１

キッズコーナー係員及び庶
務業務

株式会社　乃村工藝社
※就業場所：一支国博物館
（芦辺町深江鶴亀触515-1）

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)

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

縫製工ソーイングIKI 長崎県壱岐市石田町石田西触１２８５－１

雇用期間の定めなし

看護師・准看護師社会医療法人　玄州会
光武内科循環器科病院

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）

ＬＰガス充填補助株式会社　昇運
※就業場所：郷ノ浦町渡良南
触1130

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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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 交替制あり
18歳以上 (1)17時00分～ 1時00分

800円～800円
省令２号

TEL 0920-48-1211 （従業員数 25人 ）
42081- 1185681 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

850円～850円
年齢不問

TEL 096-237-7266 （従業員数 16人 ）
43010-45105581 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

762円～900円 の間の4時間以上
年齢不問

TEL 0920-40-0172 （従業員数 11人 ）
42081- 1179581 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

時給
不問 (1)11時00分～14時00分

800円～800円 の間の2～3時間程度
年齢不問

TEL 0920-47-1233 （従業員数 1人 ）
42081- 1176381 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～18時00分

850円～900円 の間の8時間程度
年齢不問

TEL 090-4827-1096 （従業員数 3人 ）
42081- 1172881 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～22時00分

762円～1,000円 の間の5～8時間
年齢不問

TEL 0920-44-5818 （従業員数 1人 ）
42081- 1159081 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～12時00分

762円～762円 (2) 6時00分～15時00分
年齢不問 (3)15時00分～20時00分

又は6時00分～20時00分 TEL 0920-40-0195 （従業員数 5人 ）
42081- 1148881 パート労働者 の間の2～8時間程度 就業場所長崎県壱岐市

時給 交替制あり 普通自動車免許一種
不問 (1)14時30分～17時30分

770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- 1121881 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

調理師（見習）及び食品製
造

壱岐牧場 長崎県壱岐市石田町筒城仲触１７８６

雇用期間の定めなし

児童支援員【急募】学童保育　なかよし児童クラ
ブ

長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触６６８

雇用期間の定めなし

ベーカリーとカフェの製
造・販売

パンプラス 長崎県壱岐市郷ノ浦町釘山触６２８

雇用期間の定めなし

トマト栽培作業員株式会社　壱岐の潮風
※就業場所：トマト栽培ハウス
(勝本町本宮南触１４８－１)

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

ホールスタッフ洋食と珈琲の店　トロル 長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触５２６

雇用期間の定めなし

アスパラガス収穫作業員吉野農園
※就業場所：ビニールハウス出
荷作業場
（郷ノ浦町大原触）

長崎県壱岐市郷ノ浦町東触１１４

雇用期間の定めなし

一般事務株式会社　パブリックビジネ
スジャパン
※就業場所：壱岐市立一支国
博物館内３Ｆ開設準備室

熊本県熊本市南区江越１丁目１４－１０－２Ｆ

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

コンビニエンスストア店員
（壱岐郷ノ浦東店）

株式会社　ホーベウィン
※就業場所：ファミリーマー
ト壱岐郷ノ浦東店　　　　(郷
ノ浦町東触699-1)

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
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