
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ＡＴ
39歳以下 (1) 8時30分～17時00分

150,000～200,000円
省令３号のイ

TEL 0920-47-0951 （従業員数 8人 ）

42081- 486991 正社員 就業場所長崎県壱岐市

月給
不問 7時30分～21時30分

134,400円～150,000円 の間の8時間
年齢不問

TEL 0920-43-0016 （従業員数 15人 ）

42081-  484391 正社員 就業場所長崎県壱岐市

時給 変形（１年単位）
不問 7時00分～22時00分

800円～1,154円 の間の8時間
年齢不問

TEL 0920-43-0016 （従業員数 22人 ）

42081-  485691 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
不問 8時00分～20時00分

145,000円～300,000円 の間の8時間程度
年齢不問

TEL 0920-44-5294 （従業員数 9人 ）

42081-  483091 正社員 就業場所長崎県壱岐市

月給 普通自動車免許一種
40歳以下 (1) 8時30分～17時30分

158,000円～180,000円
省令３号のイ

TEL 0920-43-0262 （従業員数 9人 ）

42081-  479491 正社員 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00分

160,000円～160,000円 (2) 8時30分～12時00分
省令１号

TEL 0920-47-0405 （従業員数 2人 ）

42081-  480291 正社員 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00分～17時00分

150,000円～200,000円 (2) 8時00分～17時30分
省令１号

TEL 0920-47-0711 （従業員数 17人 ）

42081-  478991 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10分～16時30分

5,590円～5,590円
年齢不問

TEL 0920-47-0376 （従業員数 4人 ）

42081-  474191 正社員 就業場所長崎県壱岐市

所在地・就業場所

現場作業員（正）株式会社　片山住宅電設 長崎県壱岐市勝本町百合畑触５０５－５

雇用期間の定めなし

経理事務・労働保険関係事
務

一般社団法人
長崎県建設業協会壱岐支部
※雇用開始日：令和元年8/1～

長崎県壱岐市郷ノ浦町片原触５－１

雇用期間の定めなし

牛乳配達販売員（正）壱岐乳業株式会社 長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触６１番地

雇用期間の定めなし

真珠養殖作業員（正）有限会社　山内真珠 長崎県壱岐市郷ノ浦町坪触２１０１番地

雇用期間の定めなし

内燃機の検査・整備・点検
【有期実習型訓練】

有限会社　ハラダ 長崎県壱岐市郷ノ浦町大原触５０５番地４

雇用期間の定めなし

調理師（見習い・調理補助
も可能）

株式会社　平山旅館 長崎県壱岐市勝本町立石西触７７

雇用期間の定めなし

フロント・客室係株式会社　平山旅館 長崎県壱岐市勝本町立石西触７７

雇用期間の定めなし

調理師（見習い）有限会社　伊千福（繁屋　千
賀荘）

長崎県壱岐市石田町筒城東触１０８５番地

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

時給 普通自動車免許一種
不問 (1) 8時00分～18時00分

770円～800円 の間の8時間程度
年齢不問

TEL 0920-47-1928 （従業員数 1人 ）

42081-  476391 正社員 就業場所長崎県壱岐市

月給 変形（１ヶ月単位） 介護支援専門員
59歳以下 (1) 8時30分～17時30分

201,100円～201,100円
省令１号

TEL 0920-43-0107 （従業員数 88人 ）

42081-  463791 正社員 就業場所長崎県壱岐市

月給 変形（１ヶ月単位）
39歳以下 (1) 6時00分～13時30分

133,000円～183,000円 (2) 8時30分～17時00分
省令３号のイ (3) 9時00分～16時30分

(4)12時00分～19時30分 TEL 0920-47-0023 （従業員数 132人 ）

42081-  465291 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～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-  466591 正社員 就業場所長崎県壱岐市

月給 家畜人工授精師
不問 (1) 9時00分～18時00分 普通自動車免許一種

200,000円～200,000円
年齢不問

TEL 0920-47-0013 （従業員数 5人 ）

42081-  468091 正社員 就業場所長崎県壱岐市

月給 交替制あり 普通自動車免許一種
40歳以下 (1) 7時30分～23時00分

170,000円～200,000円 の間の8時間程度
省令３号のイ

TEL 0920-44-5887 （従業員数 13人 ）

42081-  471891 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
59歳以下 (1) 9時00分～18時00分

228,900円～228,900円
省令１号

TEL 092-303-3870 （従業員数 4人 ）

40120-15900791 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30分～15時30分

131,900円～131,900円 (2) 7時30分～16時30分
年齢不問 (3) 8時45分～17時45分

(4)10時30分～19時30分 TEL 0920-43-0107 （従業員数 88人 ）

42081-  457291 正社員以外 就業場所長崎県壱岐市

農作業及び畜産作業補助成石畜産 長崎県壱岐市郷ノ浦町若松触２１７７番地

雇用期間の定めなし

調理員社会福祉法人　壱心会
特別養護老人ホーム
壱岐のこころ
※パート勤務希望の方の応募可

長崎県壱岐市勝本町布気触９４８－１

雇用期間の定めなし

介護支援専門員社会福祉法人　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布気触９４８－１

雇用期間の定めなし

介護職員・介護福祉士（介
護助手）

社会医療法人　玄州会
光武内科循環器科病院
※日勤のみの勤務も可

長崎県壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦１５－３

雇用期間の定めなし

給食調理員社会医療法人　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

畜産技術者壱岐黒牛企画株式会社
※就業場所：勝本牛舎
(勝本町大久保触791)

長崎県壱岐市郷ノ浦町永田触１４４－２

雇用期間の定めなし

医療機器の営業（長崎県壱
岐市／正）

株式会社　キシヤ
※就業場所：長崎県壱岐病院
内事務所(郷ノ浦町東触1626)

福岡市東区松島１丁目４１－２１

雇用期間の定めなし

フロント業務・レンタカー
業務

有限会社　網元 長崎県壱岐市石田町印通寺浦１７６－２１

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

日給月給
18歳以上 (1)17時30分～23時30分

124,799円～138,665円
省令２号

TEL 0920-47-1290 （従業員数 5人 ）

42081-  475091 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30分～17時30分

800円～800円 (2)10時30分～19時30分
年齢不問

TEL 0920-44-8171 （従業員数 9人 ）

42081-  473591 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

825円～825円
年齢不問

TEL 092-452-4111 （従業員数 15人 ）

40010-47029391 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

810円～850円 (2)18時00分～22時30分
年齢不問

TEL 0920-44-5887 （従業員数 13人 ）

42081-  469391 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～14時00分

780円～900円 (2) 8時30分～14時30分
年齢不問

TEL 0920-44-5887 （従業員数 13人 ）

42081-  470791 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

850円～1,000円 (2) 7時30分～14時00分
年齢不問

TEL 0920-43-0016 （従業員数 20人 ）

42081-  458591 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-  459191 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

時給
60歳以上 (1)17時00分～22時00分

850円～1,000円 (2) 7時30分～14時00分
省令３号のニ

TEL 0920-43-0016 （従業員数 20人 ）

42081-  460691 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

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

調理補助（シニア応援求
人）

株式会社　平山旅館
※就業時間は(1)(2)のいずれ
か選択可

長崎県壱岐市勝本町立石西触７７

雇用期間の定めなし

客室清掃有限会社　網元
※就業時間は相談可

長崎県壱岐市石田町印通寺浦１７６－２１

雇用期間の定めなし

調理補助株式会社　平山旅館
※就業時間は(1)(2)のいずれ
か選択可

長崎県壱岐市勝本町立石西触７７

雇用期間の定めなし

病院での受付・医療事務の
お仕事／長崎県壱岐市（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）

接客・サービス（夕食）有限会社　網元
※就業時間は相談可

長崎県壱岐市石田町印通寺浦１７６－２１

雇用期間の定めなし

接客・調理見習・洗い場寿司割烹　魚よし 長崎県壱岐市郷ノ浦町東触１７１－１

雇用期間の定めなし

介護職／デイサービスセン
ター

有限会社　弦観光
※就業場所：デイサービスセン
ターまごころ
※就業時間・週所定労働日数は
相談可

長崎県壱岐市石田町筒城東触１８４０－３

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) 7時30分～21時30分

762円～900円 の間の3～8時間
年齢不問

TEL 0920-43-0016 （従業員数 20人 ）

42081-  461991 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

時給
60歳以上 (1) 7時30分～21時30分

762円～900円 の間の3～8時間
省令３号のニ

TEL 0920-43-0016 （従業員数 20人 ）

42081-  462491 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

日給月給
18歳以上 (1)17時30分～23時30分

130,000円～140,000円
省令２号

TEL 0920-47-1290 （従業員数 5人 ）

42081-  455791 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-  449291 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～17時00分 もしくは原付免許

762円～850円 の間の4時間以上
年齢不問

TEL 0920-47-1628 （従業員数 9人 ）

42081-481591 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

6,400円～6,400円
年齢不問

TEL 0920-44-6114 （従業員数 6人 ）

42081-370091 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) 7時00分～22時00分

790円～790円 の間の4時間程度
年齢不問

TEL 0920-47-1147 （従業員数 0人 ）

42081-376891 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) 7時00分～22時00分

790円～790円 の間の4時間程度
年齢不問

TEL 0920-47-1147 （従業員数 0人 ）

42081-377291 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

有限会社　太陽商事
※就業場所：エレナＦＣ壱岐
郷ノ浦店(郷ノ浦町東触758-1)
※就業時間は相談可

販売員(エレナ/パート) 長崎県壱岐市郷ノ浦町東触７８４

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

客室係（シニア応援求人）株式会社　平山旅館
※午前のみ、午後のみの勤務
希望の方応相談

長崎県壱岐市勝本町立石西触７７

雇用期間の定めなし

清掃有限会社　大真ビル研装
※就業場所：壱岐市内各現場

長崎県壱岐市郷ノ浦町志原南触１１４３番地

雇用期間の定めなし

壱岐栽培センター 現場労務作業 長崎県壱岐市郷ノ浦町大島１１６８番地

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

有限会社　太陽商事
※就業場所：エレナＦＣ壱岐
郷ノ浦店(郷ノ浦町東触758-1)
※就業時間は相談可

生鮮食品(エレナ/パート) 長崎県壱岐市郷ノ浦町東触７８４

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

調理師見習い・調理補助寿司割烹　魚よし 長崎県壱岐市郷ノ浦町東触１７１－１

雇用期間の定めなし

ナイトフロント株式会社　太安閣
※就業時間は選択可

長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触７６０－１

雇用期間の定めなし

客室係株式会社　平山旅館
※午前のみ、午後のみの勤務
希望の方応相談

長崎県壱岐市勝本町立石西触７７

雇用期間の定めなし
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