
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
不問 (1) 8時00分～17時00分

180,000円～230,000円
年齢不問

TEL 0920-45-0044 （従業員数 16人 ）

42081-  663491 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ＡＴ
59歳以下 (1) 9時00分～18時00分

180,000円～230,000円
省令１号

TEL 0920-42-0759 （従業員数 15人 ）

42081-  660391 正社員 就業場所長崎県壱岐市

日給 普通自動車免許一種
40歳以下 (1) 8時00分～17時30分

6,200円～8,000円
省令３号のイ

TEL 0920-47-0643 （従業員数 8人 ）

42081-  661691 正社員 就業場所長崎県壱岐市

時給 普通自動車免許ＡＴ
18歳～39歳 (1) 7時30分～16時30分

1,000円～1,000円 (2) 7時30分～17時00分
省令３号のイ

TEL 0920-44-5876 （従業員数 12人 ）

42081-  658291 正社員以外 就業場所長崎県壱岐市

日給
不問 (1) 8時15分～17時15分

6,096円～6,096円
年齢不問

TEL 0920-44-5295 （従業員数 77人 ）

42081- 667591 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 ）

40120-22501391 正社員 就業場所長崎県壱岐市

月給 変形（１ヶ月単位） 準中型一種
35歳以下 (1) 8時30分～17時30分 (5t限定)以上

159,800円～187,400円
省令３号のイ

TEL 0940-62-3300 （従業員数 5人 ）

40120-22886291 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 (2) 8時30分～17時30分
年齢不問

TEL 092-452-4111 （従業員数 15人 ）

40010-69805191 正社員以外 就業場所長崎県壱岐市

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
(郷ノ浦町東触1626)
※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)

船舶エンジンの整備士
（据付・整備等）／壱岐
（正）

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)

福岡県宗像市鐘崎２３０番地５

雇用期間の定めなし

縫製工株式会社　三協 長崎県壱岐市石田町池田東触４７４－２

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

電気工事士株式会社　横清商会 長崎県壱岐市郷ノ浦町片原触１５０２－１

雇用期間の定めなし

魚類養殖作業員金子産業株式会社
石田事業所

長崎県壱岐市石田町池田東触８７７番地１３

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

カフェ・アウトドアス
タッフ

ＩＫＩ　ＰＡＲＫ　ＭＡＮＡ
ＧＥＭＥＮＴ株式会社

長崎県壱岐市勝本町東触２６６８番地３
壱岐イルカパーク＆リゾート

雇用期間の定めなし

所在地・就業場所

大工（見習い含）株式会社　吉川建設 長崎県壱岐市芦辺町芦辺浦６９２
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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

月給 交替制あり
18歳以上 (1) 7時00分～15時00分

160,000円～210,000円 (2) 8時00分～17時00分
省令２号 (3)15時00分～23時00分

TEL 090-3328-6554 （従業員数 36人 ）

42081-  642191 正社員 就業場所長崎県壱岐市

時給 交替制あり
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-  645691 正社員以外 就業場所長崎県壱岐市

日給 変形（１年単位） 土木施工管理技士１級
不問 (1) 8時00分～17時00分 土木施工管理技士２級

7,500円～10,000円 普通自動車免許一種
年齢不問

TEL 0920-47-5018 （従業員数 33人 ）

42081-  646991 正社員 就業場所長崎県壱岐市

日給 看護師
不問 (1) 8時30分～17時15分 准看護師

7,700円～8,200円
年齢不問

TEL 0920-43-0049 （従業員数 50人 ）

42081-  648791 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 132人 ）

42081-  652391 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-  655491 正社員以外 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
35歳以下 (1) 8時30分～17時30分

180,000円～190,000円 (2)11時15分～20時15分
省令３号のイ

TEL 092-433-0663 （従業員数 0人 ）

40010-65162391 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) 8時00分～17時00分

150,000円～180,000円
年齢不問

TEL 0920-47-0239 （従業員数 9人 ）

42081-　664791 正社員 就業場所長崎県壱岐市

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

長崎県壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦１５－３

雇用期間の定めなし

ルート営業オランダフーズ　株式会社 長崎県壱岐市郷ノ浦町片原触１５５１

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

エリア社員（正）／壱岐
店

株式会社　コスモス薬品
※就業場所：壱岐店
(郷ノ浦町柳田触251-1)
※2019年11月オープン予定

福岡市博多区博多駅東２－１０－１
第一福岡ビルＳ館４階

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

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

土木施工管理技士平尾建設株式会社 長崎県壱岐市郷ノ浦町柳田触１４２

雇用期間の定めなし

看護職員／老人ホーム
 

壱岐市役所
※就業場所：壱岐市立老人
ホーム
※パート勤務希望の方、応募可

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
月未満）

フロント（正）株式会社　ビュ－ホテル壱岐 長崎県壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦４０１

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 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-  662991 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)10時00分～16時00分

762円～850円
年齢不問

TEL 0920-42-0759 （従業員数 15人 ）

42081-  659591 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
65歳以上 (1)10時00分～14時00分

800円～800円
省令３号のニ

TEL 0920-48-3535 （従業員数 3人 ）

42081-  657891 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

時給 薬剤師
不問 (1) 8時30分～18時00分

2,500円～2,500円 の間の5時間程度
年齢不問

TEL 092-762-3050 （従業員数 9人 ）

40010-66072891 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

845円～845円
年齢不問

TEL 092-433-0663 （従業員数 0人 ）

40010-65143591 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00分

865円～1,055円 (2)12時30分～17時00分
年齢不問 (3)15時40分～20時15分

TEL 092-433-0663 （従業員数 0人 ）

40010-65151591 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00分

865円～1,055円 (2)11時15分～20時15分
年齢不問

TEL 092-433-0663 （従業員数 0人 ）

40010-65155691 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～20時15分

945円～945円 の間の5～8時間以内
年齢不問

TEL 092-433-0663 （従業員数 0人 ）

40010-65160191 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

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）

カフェスタッフＩＫＩ　ＰＡＲＫ　ＭＡＮＡ
ＧＥＭＥＮＴ株式会社

長崎県壱岐市勝本町東触２６６８番地３
壱岐イルカパーク＆リゾート

雇用期間の定めなし

調理員特定非営利活動法人　のぎく
※シニア応援求人

長崎県壱岐市勝本町西戸触２３２番地

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

薬剤師／壱岐市総合メディカル　株式会社
※就業場所：そうごう薬局
壱岐店(郷ノ浦町志原西触20-
5)
※近隣店舗でも相談可

福岡県福岡市中央区天神２丁目１４－８
福岡天神センタービル１６Ｆ

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

品出し業務／壱岐店株式会社　コスモス薬品
※就業場所：壱岐店
(郷ノ浦町柳田触251-1)

福岡市博多区博多駅東２－１０－１
第一福岡ビルＳ館４階

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

店内販売／壱岐店株式会社　コスモス薬品
※就業場所：壱岐店
(郷ノ浦町柳田触251-1)
※就業時間はいずれかの固定
勤務

福岡市博多区博多駅東２－１０－１
第一福岡ビルＳ館４階

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

店内販売／壱岐店株式会社　コスモス薬品
※就業場所：壱岐店
(郷ノ浦町柳田触251-1)
※就業時間はいずれかの固定
勤務

福岡市博多区博多駅東２－１０－１
第一福岡ビルＳ館４階

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

オープン短期パート（品
出し業務）／壱岐店

株式会社　コスモス薬品
※就業場所：壱岐店
(郷ノ浦町柳田触251-1)
※オープン日より1ヶ月以内
の限定雇用

福岡市博多区博多駅東２－１０－１
第一福岡ビルＳ館４階

日雇
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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～17時00分

800円～800円
年齢不問

TEL 0920-45-3986 （従業員数 10人 ）

42081-  638991 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6～8時間
年齢不問

TEL 0920-47-3157 （従業員数 1人 ）

42081-  639491 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

時給 登録販売者
不問 (1) 9時00分～00時00分

820円～1,000円 の間の3時間以上
年齢不問

TEL 092-283-3219 （従業員数 11人 ）

40010-64991391 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-  634191 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 9人 ）

42081-　665891 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～14時00分

825円～825円 (2)11時00分～15時00分
年齢不問 (3)12時00分～16時00分

TEL 092-452-4111 （従業員数 15人 ）

40010-69802891 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-　615791 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

株式会社
ソラスト　福岡支社
※就業場所：長崎県壱岐病院
(郷ノ浦町東触1626)
※就業時間は選択可　※請負

病院での受付・医療事務
のお仕事/長崎県壱岐市
(壱岐病院)

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)

海里合同会社　海里村上
※就業時間及び週所定労働日
数相談可

調理及び調理補助(パー
ト)

長崎県壱岐市勝本町立石西触１１９－２

雇用期間の定めなし

セメント製品製造作業員
補助

株式会社オーカワ 長崎県壱岐市芦辺町瀬戸浦字鯨崎５９２－１

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

生花販売・接客・製作フラワーガーデン葉花
※就業場所：エレナＦＣ壱岐
郷ノ浦店

長崎県壱岐市郷ノ浦町柳田触４５９－７

雇用期間の定めなし

アイスクリーム製造(パー
ト)

オランダフーズ株式会社
※就業時間・週所定労働日数
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

登録販売者／壱岐市株式会社
マツモトキヨシ九州販売
※就業場所：壱岐店
(郷ノ浦町本村触28-10)

福岡市博多区住吉２丁目２－１　井門博多ビル
イースト９Ｆ

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

野菜栽培業務ぱん工房　夢
※週所定労働日数は相談可

長崎県壱岐市勝本町仲触１８１５

雇用期間の定めなし

製造助手ぱん工房　夢
※週所定労働日数は相談可

長崎県壱岐市勝本町仲触１８１５

雇用期間の定めなし
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