
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 変形（１ヶ月単位） 準中型自動車免許
35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- 3335791 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30分～17時00分 簿記検定3級以上

145,900円～145,900円
省令１号

TEL 0920-47-1255 （従業員数 52人 ）
42081-   80191 正社員 就業場所長崎県壱岐市

月給
不問 (1) 8時30分～17時30分

230,000円～230,000円
年齢不問

TEL 096-237-7266 （従業員数 16人 ）
43010- 4401891 正社員以外 就業場所長崎県壱岐市

月給 変形（１年単位） 電気工事士１種
不問 (1) 8時00分～17時00分 電気工事施工管理技士

180,000円～270,000円 1・2級のいずれか
年齢不問 普通自動車免許一種

TEL 0920-45-0084 （従業員数 14人 ）
42081-   78791 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

135,000円～250,000円
省令３号のイ

TEL 0920-45-0089 （従業員数 7人 ）
42081-   75691 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

8,000円～8,000円
年齢不問

TEL 0920-47-4254 （従業員数 17人 ）
42081-   74391 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) 6時00分～14時30分

130,600円～137,500円 (2) 7時15分～16時30分
年齢不問 (3) 9時00分～18時00分

(4)10時30分～19時30分 TEL 0920-47-5623 （従業員数 132人 ）
42081-   69491 正社員 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
不問 (1)8時00分～21時00分

133,000円～133,000円 の間の8時間
年齢不問

TEL 0920-44-5048 （従業員数 8人 ）
42081-   72191 正社員 就業場所長崎県壱岐市

建設機械修理工壱岐建機　株式会社 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

樹木伐採作業員有限会社　割石工務店
※就業場所：市内各現場及び
事業所近くの倉庫

長崎県壱岐市郷ノ浦町坪触２５８３

雇用期間の定めなし

調理業務員社会医療法人　玄州会
介護老人保健施設　光風

長崎県壱岐市郷ノ浦町東触字平１００６番地１

雇用期間の定めなし

レジ及び販売（正社員）有限会社
フーズショップにしかわ

長崎県壱岐市石田町印通寺浦４７１－１０

雇用期間の定めなし

所在地・就業場所

技術（船舶エンジンの据
付・整備等）（正）／壱
岐営業所

玄海ヤンマー株式会社
※就業場所：壱岐営業所
(芦辺町箱崎大左右触698-16)
※転勤の可能性あり
(北部九州)

福岡県宗像市鐘崎２３０番地５

雇用期間の定めなし

経理事務壱岐交通　株式会社 長崎県壱岐市郷ノ浦町東触５７５－２

雇用期間の定めなし

事業推進スタッフ株式会社　パブリックビジネ
スジャパン
※就業場所：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）

電気計装工株式会社　大和屋電機 長崎県壱岐市芦辺町諸吉大石触２１５－２

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 変形（１年単位） 普通自動車免許一種
35歳以下 (1) 8時00分～17時00分

7,500円～8,500円
省令３号のイ

TEL 0920-44-5293 （従業員数 14人 ）
42081-   65091 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 土木施工管理技士１・２級

8,000円～10,000円
年齢不問

TEL 0920-44-5293 （従業員数 14人 ）
42081-   66391 正社員 就業場所長崎県壱岐市

日給
不問 (1) 8時00分～17時00分

6,100円～6,100円
年齢不問

TEL 0920-47-1255 （従業員数 44人 ）
42081-   67691 正社員以外 就業場所長崎県壱岐市

時給
不問 (1) 9時00分～18時00分

762円～950円
年齢不問

TEL 090-3012-0736 （従業員数 8人 ）
40010-9593491 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
59歳以下 (1) 8時30分～17時30分

130,100円～130,100円
省令１号

TEL 0920-47-5904 （従業員数 6人 ）
42081-77491 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) 7時30分～18時30分

140,000円～140,000円 の間の8時間程度
省令３号のイ

TEL 0920-47-5560 （従業員数 50人 ）
42081-82391 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) 7時30分～18時30分

140,000円～140,000円 の間の8時間程度
省令３号のイ

TEL 0920-47-5560 （従業員数 50人 ）
42081-81091 正社員 就業場所長崎県壱岐市

月給 交替制あり 普通自動車免許
不問 (1) 2時00分～11時00分 (AT可・８ｔ限定)以上

161,900円～230,000円 (2) 4時00分～13時00分 フォークリフト
年齢不問 (3) 6時30分～15時30分 (カウンター式)

TEL 0920-45-3422 （従業員数 18人 ）
40010-10674091 正社員 就業場所長崎県壱岐市

車両清掃員・事務補助壱岐交通　株式会社 長崎県壱岐市郷ノ浦町東触５７５－２

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

エクセルでの資料作成業
務/壱岐市

株式会社　ペンシル
※就業場所：郷ノ浦町郷ノ浦
220

福岡市中央区天神１丁目３－３８　天神１２１ビ
ル５Ｆ

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

倉庫荷役受付及び陸上貨
物運送業務(正)/壱岐市

壱岐・対馬フェリー株式会社
※就業場所：芦辺発着所
(芦辺町箱崎中山触2575-19)

長崎県壱岐市芦辺町箱崎中山触２５７５－１９

雇用期間の定めなし

事務社会医療法人　玄州会
在宅ケア総合支援センター

長崎県壱岐市郷ノ浦町永田触２７５番地２

雇用期間の定めなし

店内販売員(食品部)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

店内販売員(鮮魚部)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

株式会社　大川建設工業
壱岐支店

長崎県壱岐市石田町筒城仲触１４９３－３番地

雇用期間の定めなし

建設現場作業員株式会社　大川建設工業
壱岐支店

長崎県壱岐市石田町筒城仲触１４９３－３番地

雇用期間の定めなし

建設現場技術員
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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
不問 (1) 8時00分～16時45分

6,000円～6,000円
年齢不問

TEL 0920-45-1202 （従業員数 3人 ）
42081-   79891 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～16時30分

762円～762円 (2) 9時00分～18時00分
年齢不問

TEL 0920-47-5623 （従業員数 132人 ）
42081-   68991 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

時給
不問 (1) 9時00分～16時00分

762円～800円 (2) 9時00分～13時00分
年齢不問

TEL 0920-47-5623 （従業員数 132人 ）
42081-   70291 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

時給
不問 (1) 5時00分～14時00分

762円～800円 (2) 5時00分～ 9時00分
年齢不問 (3) 9時00分～14時00分

TEL 0920-47-1883 （従業員数 15人 ）
42081-   71591 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

時給 交替制あり 普通自動車免許ＡＴ
不問 (1) 8時00分～13時00分

770円～770円 (2)13時00分～17時00分
年齢不問 (3)17時00分～21時00分

(4) 8時00分～21時00分 TEL 0920-44-5048 （従業員数 8人 ）
42081-   73091 パート労働者 の間の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 (1) 9時00分～12時00分

850円～850円
年齢不問

TEL 092-665-7146 （従業員数 4人 ）
40120- 2524691 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

日給 看護師又は准看護師
不問 (1) 8時30分～17時15分 普通自動車免許ＡＴ

8,000円～8,000円
年齢不問

TEL 0920-44-6150 （従業員数 50人 ）
42081-83691 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～20時00分

762円～762円 の間の6～8時間
年齢不問

TEL 0920-47-3157 （従業員数 1人 ）
42081-   62291 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

学校司書壱岐市教育委員会
※就業場所：壱岐市内小中学
校(６校)
※応募締切：2/22(金)17時迄

長崎県壱岐市芦辺町芦辺浦５６２番地

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

介護職（パート）社会医療法人　玄州会
介護老人保健施設　光風

長崎県壱岐市郷ノ浦町東触字平１００６番地１

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

レストラン接客・調理補
助

きてみ店
※就業場所：かもめの朝ごはん
(郷ノ浦町郷ノ浦405-12)

長崎県壱岐市郷ノ浦町志原西触５５２－１

雇用期間の定めなし

調理業務員（パート）社会医療法人　玄州会
介護老人保健施設　光風

長崎県壱岐市郷ノ浦町東触字平１００６番地１

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

通所看護職員　「看護」社会福祉法人
壱岐市社会福祉協議会
石田事業所

長崎県壱岐市石田町石田西触１４８６－１

雇用期間の定めあり(4ヶ
月未満)

生花販売・接客・製作フラワーガーデン葉花 長崎県壱岐市郷ノ浦町柳田触４５９－７

雇用期間の定めなし

.有限会社
フーズショップにしかわ

長崎県壱岐市石田町印通寺浦４７１－１０

雇用期間の定めなし

医療用医薬品のルート配
送／壱岐市

株式会社　アトル
※就業場所：石田町池田東触
984-3

福岡市東区香椎浜ふ頭２丁目５－１

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
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30分～17時30分

850円～850円 (2)12時00分～21時00分
年齢不問

TEL 096-237-7266 （従業員数 16人 ）
43010-45106481 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～12時00分

850円～850円 (2)14時00分～18時00分
年齢不問 (3) 8時00分～18時00分

の間の4～8時間 TEL 0920-47-0003 （従業員数 15人 ）
42081-1173281 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

(4) 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 看護師
不問 (1) 9時00分～12時30分

1,200円～1,200円 (2)13時30分～17時30分
年齢不問 (3) 9時00分～17時30分

(4) 9時00分～12時00分 TEL 0920-47-0085 （従業員数 80人 ）
42081-1139881 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

時給
18歳以上 (1)17時00分～8時00分

762円～916円 (2)18時00分～8時00分
省令２号

TEL 0920-47-3737 （従業員数 54人 ）
42081-1143681 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～10時00分

762円～800円 (2)15時00分～17時00分
年齢不問

TEL 080-1772-7208 （従業員数 2人 ）
42081-1145581 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) 9時00分～15時00分

762円～762円 (2)15時00分～21時00分
年齢不問 (3) 8時45分～21時00分

の間の5時間以上 TEL 0920-45-1759 （従業員数 90人 ）
42081-1146481 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

ターミナル売店販売員九州郵船株式会社　壱岐支店
※就業場所：郷ノ浦港フェ
リーターミナル内　九州郵船
売店

長崎県壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦２８１－６

雇用期間の定めあり(4ヶ
月未満)

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

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：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)

コンシェルジュ(総合案内
等)

株式会社　パブリックビジネ
スジャパン
※就業場所：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)

農作業員野中農園 長崎県壱岐市芦辺町住吉前触６９２

雇用期間の定めなし

販売員(衣料品・住居・余
暇売場)

株式会社　イオンストア九州
イオン壱岐店

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）

看護師(パート)医療法人　玉水会　赤木病院 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

ナイトフロント株式会社　太安閣 長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触７６０－１

雇用期間の定めなし
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