
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 薬剤師
不問 (1) 8時30分～16時45分 普通自動車免許AT

450,000円～550,000円 (2)10時00分～18時15分
年齢不問

TEL 0920-47-4312 （従業員数 11人 ）

42081-  815691 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

800円～820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-  816991 正社員以外 就業場所長崎県壱岐市

月給 変形（１年単位） 看護師
不問 (1) 9時00分～17時30分

220,000円～220,000円 (2) 9時00分～12時00分
年齢不問 (3) 8時00分～16時30分

(4)14時00分～ 9時00分 TEL 0920-47-0085 （従業員数 72人 ）

42081-  829591 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) 7時30分～16時30分 保育士

156,240円～164,640円 (2) 8時00分～17時00分
年齢不問 (3) 8時30分～17時30分

(4) 9時00分～18時00分 TEL 0920-47-1222 （従業員数 12人 ）

42081-　823691 正社員 就業場所長崎県壱岐市

月給 変形（１年単位） 調理師
60歳以下 (1) 9時00分～17時30分

137,000円～137,000円 (2) 6時00分～14時30分
省令１号 (3)10時00分～19時00分

(4) 9時00分～12時00分 TEL 0920-47-0085 （従業員数 72人 ）

42081-　824991 正社員 (5) 6時00分～ 9時00分 就業場所長崎県壱岐市

日給 変形（１年単位） 大型自動車免許一種
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-  820191 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

163,000円～173,000円
省令３号のイ

TEL 0920-47-1044 （従業員数 7人 ）

42081-  821091 正社員 就業場所長崎県壱岐市

月給
不問 (1) 8時30分～17時15分

144,000円～156,900円
年齢不問

TEL 0920-44-6113 （従業員数 2人 ）

42081-  812191 正社員 就業場所長崎県壱岐市

所在地・就業場所

調剤薬局薬剤師（正）有限会社
エムリスコーポレーション
いきいき調剤薬局
※パート勤務希望の方応募可

長崎県壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦５７－１

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

看護師(正)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

保育士合同会社　まごころ保育園
※雇用開始日：令和2年4/1～

長崎県壱岐市郷ノ浦町永田触２９８－１

雇用期間の定めなし

調理師医療法人　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

大型運転手平尾建設株式会社
※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

配管工有限会社　壱岐設備工業所
※就業場所：壱岐市内の各現場

長崎県壱岐市郷ノ浦町柳田触５５７－１

雇用期間の定めなし

事務職員いき農村環境保全協議会
※応募締切：12/6(金)17時迄
※雇用開始日：令和2年1/6～

長崎県壱岐市石田町石田西触１２９０
壱岐市役所石田庁舎内

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

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

170,000円～200,000円
年齢不問

TEL 0920-45-3016 （従業員数 24人 ）

42081-  811591 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)10時30分～20時30分

160,000円～180,000円 又は10時30分～20時30分
省令３号のイ の間の4時間程度

TEL 0920-45-3729 （従業員数 8人 ）

42081-  808991 正社員 就業場所長崎県壱岐市

月給 変形(１年単位)
不問 (1) 9時00分～17時30分

135,000円～135,000円 (2)10時00分～18時30分
年齢不問 (3) 7時00分～15時30分

(4) 9時00分～12時00分 TEL 0920-47-0085 （従業員数 72人 ）

42081- 826791 正社員 (5) 8時00分～16時30分 就業場所長崎県壱岐市

月給 交替制あり
不問 (1) 8時30分～17時15分

143,136円～238,941円 (2)16時30分～ 1時15分
年齢不問 (3) 0時30分～ 9時15分

TEL 0920-47-1131 （従業員数 250人 ）

42081-  804191 正社員以外 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

138,000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-  805091 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00分

7,000円～7,000円
省令３号のイ

TEL 0920-45-4040 （従業員数 11人 ）

42081-  806391 正社員 就業場所長崎県壱岐市

日給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許二種
不問 (1) 7時00分～15時30分

5,925円～6,425円 (2) 9時00分～17時30分
年齢不問

TEL 0920-47-1156 （従業員数 23人 ）

42081-  807691 正社員以外 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00分～18時30分 (AT限定の方応相談)

145,000円～165,000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-  798591 正社員 就業場所長崎県壱岐市

土木施工管理株式会社　宮坂組 長崎県壱岐市芦辺町国分本村触１２３４番地

雇用期間の定めなし

牛肉加工有限会社　梅嶋 長崎県壱岐市芦辺町箱崎中山触２６０４番地８
６

雇用期間の定めなし

看護補助者医療法人　玉水会　赤木病院
(6)14時00分～ 9時00分

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

看護補助者（一般病棟）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）

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

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

林業技術職員壱岐市森林組合
※就業場所：壱岐市内一円

長崎県壱岐市芦辺町芦辺浦５６２

雇用期間の定めなし

タクシードライバー壱岐交通タクシー株式会社 長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触６７６番地１３

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
不問 (1) 9時00分～17時00分

800円～900円 (2) 8時15分～12時15分
年齢不問 (3)13時15分～17時15分

TEL 0920-47-0023 （従業員数 132人 ）

42081-  813091 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

800円～850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-  814391 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)11時00分～14時00分

800円～850円 (2)18時00分～22時00分
年齢不問

TEL 0920-47-0507 （従業員数 4人 ）

42081-  822391 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

時給
不問 (1)17時30分～22時00分

800円～900円
年齢不問

TEL 0920-45-3729 （従業員数 8人 ）

42081-  809491 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

時給
不問 (1) 9時15分～16時00分

790円～790円
年齢不問

TEL 0920-42-0225 （従業員数 8人 ）

42081- 830391 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

時給
59歳以下 (1) 8時00分～13時00分

800円～900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-  797291 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

時給
60歳以下 (1) 6時00分～19時00分

790円～790円 の間の3時間以上
省令１号

TEL 0920-47-0085 （従業員数 72人 ）

42081-　825491 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

時給
不問 (1) 7時00分～18時30分

790円～790円 の間の4時間以上
年齢不問

TEL 0920-47-0085 （従業員数 72人 ）

42081-　828291 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

看護補助者医療法人　玉水会　赤木病院
※就業時間・就業日数は応相談

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

ハーネス加工株式会社　マツオ
※就業場所：壱岐工場

長崎県壱岐市勝本町西戸触５１９－１

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

調理員医療法人　玉水会　赤木病院
※就業時間・就業日数は応相談

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

ホールスタッフ有限会社　弦観光
壱岐牛・和牛　弦
※就業時間・就業日数は相談可

長崎県壱岐市郷ノ浦町片原触４４１

雇用期間の定めなし

レストラン接客業務有限会社　梅嶋 長崎県壱岐市芦辺町箱崎中山触２６０４番地８
６

雇用期間の定めなし

給食調理員（パート）社会医療法人　玄州会
光武内科循環器科病院
※就業時間は選択可

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）

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
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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 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 9人 ）

40010-　69498691 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
不問 (1) 7時00分～12時00分

790円～790円 (2) 7時30分～15時00分
年齢不問 (3)15時00分～20時00分

又は7時00分～20時00分 TEL 0920-40-0195 （従業員数 5人 ）

42081-　672791 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

日給
不問 (1) 8時30分～17時15分

6,600円～6,800円
年齢不問

TEL 0920-47-0741 （従業員数 38人 ）

42081-　670991 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)17時00分～21時30分

800円～800円
年齢不問

TEL 0920-47-0879 （従業員数 5人 ）

42081-　676191 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～15時00分

850円～850円 の間の2～4時間程度
年齢不問

TEL 0920-47-1233 （従業員数 1人 ）

42081-　690891 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

給食担当業務(武生水保育
所)

壱岐市役所
※就業場所：壱岐市立武生水
保育所
(郷ノ浦町郷ノ浦495番地)

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
月以上）

接客福寿飯店
※就業時間及び週所定労働日
数は応相談
※始業時間は相談可
(18時からでも可)

長崎県壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦１３１

雇用期間の定めなし

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番地

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
(郷ノ浦町東触1626)
※就業時間は選択可

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)

ベーカリーとカフェの製
造・販売

パンプラス
※就業時間は相談可
※シニア応援求人

長崎県壱岐市郷ノ浦町釘山触６２８

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）

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

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
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