
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年単位） 普通自動車免許一種
45歳以下 (1) 7時00分～18時30分 (AT限定の方も相談可)

180,000円～200,000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-  538591 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00分

133,000円～203,000円
年齢不問

TEL 0920-47-0023 （従業員数 133人 ）

42081-  531391 正社員 就業場所長崎県壱岐市

月給 変形（１ヶ月単位） 看護師
不問 (1) 8時30分～17時00分

198,000円～368,000円 (2)16時30分～ 9時00分
年齢不問

TEL 0920-47-0023 （従業員数 132人 ）

42081-  532691 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級

8,000円～10,000円 土木施工管理技士２級
年齢不問

TEL 0920-44-5293 （従業員数 14人 ）

42081-  491091 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～800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-  492391 正社員以外 の間の8時間程度 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-  494991 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30分

8,000円～9,000円
年齢不問

TEL 0920-45-0897 （従業員数 2人 ）

42081-  496791 正社員 就業場所長崎県壱岐市

月給
不問 (1) 8時00分～17時00分

143,000円～143,000円
年齢不問

TEL 092-452-4111 （従業員数 15人 ）

40010-53975691 正社員以外 就業場所長崎県壱岐市

病院での医療事務(検診事
務)/壱岐市(壱岐病院)

株式会社
ソラスト　福岡支社
※就業場所：長崎県壱岐病院
※請負

福岡市博多区博多駅前３丁目２３－２２
シティ２２ビル５階

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

川添石油　株式会社
※就業場所：郷ノ浦ＳＳ、
瀬戸浦ＳＳ
※就業場所の希望があれば相談
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

普通作業員有限会社　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

店内販売員（店長・副店
長候補）

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

所在地・就業場所

建設現場技術員株式会社　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

ドクターズクラーク（病
棟）

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

看護師社会医療法人　玄州会
光武内科循環器科病院
※就業時間等は相談可

長崎県壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦１５－３

雇用期間の定めなし

ガソリンスタンド販売員

1



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 自動車整備士(３級以上)
59歳以下 (1) 8時00分～16時30分 普通自動車免許一種

150,900円～157,900円
省令１号

TEL 0920-47-1255 （従業員数 6人 ）

42081-  508691 正社員 就業場所長崎県壱岐市

月給 変形（１年単位） 看護師
不問 (1) 7時30分～16時30分 准看護師

160,000円～200,000円 (2) 9時00分～18時00分
年齢不問 (3) 9時30分～18時30分

(4)16時45分～ 9時45分 TEL 0920-47-5623 （従業員数 132人 ）

42081-  522091 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
21歳～59歳 (1)11時00分～20時00分

150,000円～150,000円 (2)10時00分～17時00分
省令１号

TEL 0920-47-0633 （従業員数 6人 ）

42081-548091 正社員 就業場所長崎県壱岐市

日給 介護職員初任者研修以上
不問 (1) 8時15分～17時00分 (ヘルパー2級も可)

6,500円～6,500円
年齢不問

TEL 0920-43-0049 （従業員数 53人 ）

42081-  525991 正社員以外 就業場所長崎県壱岐市

月給 変形（１ヶ月単位） 介護福祉士
不問 (1) 7時45分～16時45分

152,100円～152,100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-  529291 正社員 就業場所長崎県壱岐市

時給 自動二輪車免許
不問 (1) 8時30分～17時15分 (原動機付自転車の場合

870円～870円 応相談）
年齢不問

TEL 092-674-8812 （従業員数 28人 ）

40120-16902791 正社員以外 就業場所長崎県壱岐市

日給 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

7,600円～8,400円
省令１号

TEL 0920-42-2217 （従業員数 10人 ）

42081-549391 正社員以外 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 ）

42081-546591 正社員以外 就業場所長崎県壱岐市

土木作業員株式会社　松本建設 長崎県壱岐市勝本町大久保触１７２６

雇用期間の定めなし

郵便物等の配達業務／郷
ノ浦

日本郵便株式会社
新福岡郵便局
※就業場所：郷ノ浦郵便局

福岡市東区蒲田４丁目１３－７０

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

教習指導員株式会社　共立自動車学校
壱岐市自動車教習所
※過去1年間以上、無事故・
無違反の方

長崎県壱岐市郷ノ浦町田中触９９１－１

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

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）

介護職員（正）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布気触９４８－１

雇用期間の定めなし

自動車整備士壱岐交通　株式会社
※就業場所：郷ノ浦町東触1120

長崎県壱岐市郷ノ浦町東触５７５－２

雇用期間の定めなし

看護職（正）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

長崎県壱岐病院 受付事務/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）
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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
59歳以下 (1) 8時00分～13時00分

800円～850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-  542491 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～850円
省令１号

TEL 0920-47-5560 （従業員数 55人 ）

42081-  544891 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

時給
18歳以上 (1) 5時00分～11時00分

762円～762円 又は5時00分～11時00分
省令２号 の間の4時間以上

TEL 0920-48-4008 （従業員数 20人 ）

42081-  545291 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 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-  534491 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～17時15分

1,303円～1,303円 の間の5時間以上
年齢不問

TEL 0920-47-1131 （従業員数 250人 ）

42081-547191 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30分～18時00分

780円～800円 の間の6～8時間
省令１号

TEL 0920-45-2003 （従業員数 24人 ）

42081-  493691 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～13時30分

851円～851円 又は12時30分～18時00分
年齢不問 の間の5時間

TEL 0920-47-1131 （従業員数 250人 ）

42081-  500491 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

時給
不問 (1)13時00分～18時00分

826円～826円
年齢不問

TEL 0920-47-1131 （従業員数 250人 ）

42081-  504591 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

看護ヘルパ－（パート）長崎県壱岐病院
※就業時間帯は応相談

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）

看護師(パート)長崎県壱岐病院 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)

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、
瀬戸浦ＳＳ
※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

看護師・准看護師（パー
ト）

社会医療法人　玄州会
光武内科循環器科病院
※就業時間は相談可

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）

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

清掃員株式会社　ホーベウィン
※就業場所：ファミリーマー
ト壱岐芦辺店・郷ノ浦東店

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

店内販売員（惣菜部）／
パート

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

給食業務（パート）長崎県壱岐病院 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）
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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)13時00分～18時00分

762円～762円 (2)14時00分～18時00分
年齢不問

TEL 0920-45-1759 （従業員数 95人 ）

42081-  512591 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～13時00分

762円～762円 (2)12時00分～17時00分
年齢不問 又は8時00分～17時00分

の間の5時間程度 TEL 0920-45-1759 （従業員数 95人 ）

42081-  513191 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

時給
不問 (1) 7時45分～12時45分

762円～800円 (2) 8時00分～13時30分
年齢不問 (3)13時00分～18時15分

TEL 0920-47-5623 （従業員数 7人 ）

42081-516691 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 (3) 8時30分～12時30分

TEL 0920-47-5623 （従業員数 132人 ）

42081-514091 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

日給
不問 (1) 10時00分～17時00分

5,400円～6,900円 又は9時30分～16時30分
年齢不問 の間の6時間

TEL 095-820-8344 （従業員数 0人 ）

42016-3121991 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

時給 交替制あり
18歳以上 (1) 1時00分～ 5時00分

800円～900円
省令２号

TEL 0920-48-4008 （従業員数 20人 ）

42081-  526491 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 の間の5時間程度
年齢不問

TEL 096-237-7266 （従業員数 16人 ）

43010-25680991 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

時給
不問 (1) 7時30分～16時30分

770円～790円 (2) 8時00分～17時00分
年齢不問

TEL 0920-47-0417 （従業員数 52人 ）

42081-  487491 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

清掃作業員株式会社クラカタ商事
壱岐支店
※就業場所：郷ノ浦町東触
※請負
※就業時間は相談可

長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触４７７－２

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（壱岐芦辺店）

株式会社　ホーベウィン 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

イベント補助スタッフ/一
支国博物館

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

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
月未満)

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
※就業時間は選択可
※シニア応援求人

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
月以上）

アンケート調査員/壱岐市
＜急募＞

株式会社　リンク
※就業日：8/25(日)のみ
※就業場所：市内各フェリー
ターミナル、一支国博物館
※請負

長崎県長崎市興善町４－１　興善ビル７Ｆ

日雇

保育業務社会医療法人　玄州会
介護老人保健施設　光風
※就業場所：壱岐さくらんぼ
保育園

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
月以上）

惣菜調理員株式会社　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
※シニア応援求人

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）

畜産売場担当株式会社　イオンストア九州
イオン壱岐店
※就業時間は選択可
※シニア応援求人

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
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