
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 自動車整備士（３級）
59歳以下 (1) 8時00分～17時00分

150,000円～180,000円
省令１号

TEL 090-8911-8273 （従業員数 12人 ）

42081-  628091 正社員 就業場所長崎県壱岐市

月給 普通自動車免許ＡＴ
40歳以下 (1) 8時00分～17時00分

140,000円～180,000円
省令３号のイ

TEL 090-8911-8273 （従業員数 12人 ）

42081-  629391 正社員 就業場所長崎県壱岐市

月給
不問 (1) 8時30分～18時00分

143,000円～170,000円 (2) 8時30分～13時00分
年齢不問

TEL 0920-45-3434 （従業員数 8人 ）

42081-  625291 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
40歳以下 (1) 8時30分～18時00分

144,000円～180,000円 又は8時30分～19時00分
省令３号のイ の間の8時間

TEL 0920-47-5211 （従業員数 4人 ）

42081-  624891 正社員 就業場所長崎県壱岐市

日給 変形（１年単位）
不問 (1) 8時15分～17時00分

5,715円～6,000円
年齢不問

TEL 0920-47-6857 （従業員数 16人 ）

42081-  622491 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
不問 (1) 9時00分～17時40分

146,000円～210,000円
年齢不問

TEL 0942-53-0333 （従業員数 7人 ）

40140- 4030891 正社員 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 ）

40010-57642191 正社員以外 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 ）

42081-601191 正社員 就業場所長崎県壱岐市

技術職（壱岐支店）ヤンマーアグリジャパン株式
会社　九州支社
※就業場所：壱岐支店
(石田町本村触38-1)

福岡県筑後市大字一条５３５番地２

雇用期間の定めなし

エクセルでの資料作成業
務／長崎県壱岐市

株式会社　ペンシル
※就業場所：郷ノ浦町郷ノ浦220
※就業時間・就業日数は相談可

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）

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

布団製造工（正）株式会社　壱岐工芸 長崎県壱岐市郷ノ浦町田中触１２１１－４

雇用期間の定めなし

歯科助手医療法人　百田歯科医院 長崎県壱岐市芦辺町諸吉大石触４２７－５

雇用期間の定めなし

営業・販売有限会社　ヨブコ 長崎県壱岐市郷ノ浦町志原西触１４２番地

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

経理事務株式会社　玄海モータース 長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触７２２番地

雇用期間の定めなし

所在地・就業場所

自動車整備士株式会社　玄海モータース
※就業場所：住吉工場
(芦辺町住吉後触376-1)

長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触７２２番地
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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
不問 (1) 8時00分～17時00分

7,500円～9,000円
年齢不問

TEL 0920-47-5018 （従業員数 33人 ）

42081-  604691 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

7,500円～9,000円
年齢不問

TEL 0920-47-5018 （従業員数 33人 ）

42081-  605991 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) 8時30分～17時30分
省令１号

TEL 0920-45-2003 （従業員数 7人 ）

42081-  607791 正社員以外 就業場所長崎県壱岐市

月給 変形(１ヶ月単位)
18歳以上 (1) 9時00分～23時00分

180,000円～200,000円 の間の8時間
省令２号

TEL 0920-47-0507 （従業員数 4人 ）

42081-633591 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) 6時00分～15時00分

135,000円～180,000円 (2) 9時00分～18時00分
省令１号 (3)10時30分～19時30分

TEL 0920-48-4020 （従業員数 59人 ）

42081-  609291 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) 6時00分～14時45分

133,000円～203,000円 (2) 6時30分～15時00分
省令１号 (3)10時45分～19時00分

TEL 0920-47-0121 （従業員数 60人 ）

42081-566991 正社員 就業場所長崎県壱岐市

月給
不問 (1) 9時00分～18時30分

140,000円～150,000円 (2) 9時00分～12時00分
年齢不問

TEL 0920-45-0051 （従業員数 3人 ）

42081-563091 正社員 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～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 ）

42081-630791 正社員 就業場所長崎県壱岐市

給食調理員(正)医療法人　協生会　品川病院
※パート勤務希望の方は応相談

長崎県壱岐市郷ノ浦町東触８５４－２

雇用期間の定めなし

歯科助手左野歯科医院 長崎県壱岐市芦辺町芦辺浦８３番地

雇用期間の定めなし

調理師有限会社　弦観光
壱岐牛・和牛　弦

長崎県壱岐市郷ノ浦町片原触４４１

雇用期間の定めなし

調理員（正）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）

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

プロパンガス販売員川添石油　株式会社
※就業場所：カワゾエホーム
ガスセンター
(郷ノ浦町東触1172-2)

長崎県壱岐市芦辺町瀬戸浦５５

雇用期間の定めなし

型枠大工平尾建設株式会社
※就業場所：島内一円

長崎県壱岐市郷ノ浦町柳田触１４２

雇用期間の定めなし

土木作業員平尾建設株式会社
※就業場所：島内一円

長崎県壱岐市郷ノ浦町柳田触１４２

雇用期間の定めなし

成石畜産 農作業及び畜産作業補助 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
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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～13時30分

800円～800円
年齢不問

TEL 0920-47-3633 （従業員数 8人 ）

42081-  626591 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 (1) 8時15分～17時00分

762円～800円 の間の3～5.5時間
年齢不問

TEL 0920-47-6857 （従業員数 16人 ）

42081-  623791 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

月給 原付自動二輪免許(50cc)
18歳以上 (1) 4時30分～ 6時00分

55,200円～55,200円
省令２号

TEL 0920-48-5511 （従業員数 21人 ）

42081-  571091 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

770円～825円 (2) 9時00分～17時00分
年齢不問 (3)10時00分～16時00分

又は8時00分～17時00分 TEL 0920-43-0107 （従業員数 88人 ）

42081-528891 パート労働者 の間の4～8時間 就業場所長崎県壱岐市

時給 変形（１ヶ月単位）
不問 (1) 8時00分～17時00分

800円～850円 の間の5時間程度
年齢不問

TEL 0920-47-3343 （従業員数 8人 ）

40010-55542291 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～14時30分

762円～800円 (2)10時30分～17時00分
年齢不問

TEL 0920-44-5826 （従業員数 20人 ）

42081-  564391 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～17時00分

800円～850円 の間の4～8時間
年齢不問

TEL 0920-47-0239 （従業員数 6人 ）

42081-  565691 パート労働者 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

6,000円～6,000円
年齢不問

TEL 0920-48-1137 （従業員数 0人 ）

42081-632291 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

保育補助合同会社　こどもの家
※就業場所：保育所　こども
の家

長崎県壱岐市郷ノ浦町柳田触８９３－１

雇用期間の定めなし

布団製造工株式会社　壱岐工芸
※就業時間相談可
※シニア応援求人

長崎県壱岐市郷ノ浦町田中触１２１１－４

雇用期間の定めなし

朝刊新聞配達員有限会社
エリアサービス壱岐
※配達地域：中継所・志原

長崎県壱岐市石田町石田西触６３０－６

雇用期間の定めなし

介護職員(パート)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

精肉加工販売／壱岐市株式会社　エル三和
※就業場所：スーパーイチヤマ
内　　　※勤務時間は応相談

長崎県壱岐市郷ノ浦町東触５６７－２

雇用期間の定めなし

事務員株式会社　玄海交通
※就業時間は相談可

長崎県壱岐市石田町筒城東触１７３０

雇用期間の定めなし

アイスクリーム製造
（パート）

オランダフ－ズ　株式会社
※就業時間・週労働日数は相談
可

長崎県壱岐市郷ノ浦町片原触１５５１

雇用期間の定めなし

壱岐ウルトラマラソン実行委
員会

事務補助 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
月未満)
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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ＡＴ
不問 (1)11時00分～20時00分

780円～900円
年齢不問

TEL 0920-47-3338 （従業員数 0人 ）

42081-554191 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30分～14時00分 (AT限定の方、応相談)

800円～800円 (2) 8時30分～15時30分
年齢不問

TEL 0920-45-0824 （従業員数 7人 ）

42081-557691 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 ）

42081-558991 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5～7.75時間
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
不問 (1) 5時00分～12時00分

762円～762円 又は5時00分～17時00分
年齢不問 の間の4～8時間

TEL 0920-45-0101 （従業員数 14人 ）

42081-627191 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～17時00分

762円～762円 の間の5～8時間
年齢不問

TEL 0920-42-2139 （従業員数 4人 ）

42081-631891 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

ぱん工房　夢
※週所定労働日数は相談可

製造助手 長崎県壱岐市勝本町仲触１８１５

雇用期間の定めなし

野中農園 農作業員 長崎県壱岐市芦辺町住吉前触６９２

雇用期間の定めなし

長崎県壱岐病院
※就業時間・週所定労働日数
は相談可

看護師(パート) 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)

株式会社　檸檬
※就業場所：カフェレストラ
ン　レモン

調理員(見習い可) 長崎県壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦６９　レモンビル

雇用期間の定めなし

有限会社
しまのたまご屋さん
※就業時間・週所定労働日数は
相談可

卵の出荷作業員 長崎県壱岐市芦辺町箱崎江角触２

雇用期間の定めなし

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

調理業務員(パート) 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)

株式会社　ヤマグチ
※就業場所：スーパーヤマグ
チ八畑店

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

有限会社
大川鯨屋(スーパーマルダイ)
※就業場所：スーパーマルダイ

惣菜部での製造 長崎県壱岐市芦辺町諸吉大石触４２７－４５

雇用期間の定めなし
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