
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 交替制あり
18歳以上 (1) 9時00分～17時00分

210,000円～250,000円 (2)17時00分～23時00分
省令２号

TEL 0920-47-5153 （従業員数 35人 ）

42081-  847091 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
59歳以下 (1) 8時00分～17時00分

206,500円～281,500円
省令１号

TEL 0920-47-1209 （従業員数 4人 ）

42081-  850491 正社員 就業場所長崎県壱岐市

月給
35歳以下 (1) 9時00分～18時00分

140,000円～180,000円
省令３号のイ

TEL 0920-40-0228 （従業員数 1人 ）

42081-  843891 正社員 就業場所長崎県壱岐市

月給 交替制あり
59歳以下 (1) 6時30分～15時30分

150,000円～150,000円 (2)15時00分～ 0時00分
省令１号

TEL 0920-47-0603 （従業員数 18人 ）

42081-  845591 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- 5728191 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

8,500円～10,000円
年齢不問

TEL 0920-45-3113 （従業員数 17人 ）

42081-  837591 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) 7時45分～16時45分

134,900円～134,900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-  840991 正社員以外 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00分～17時30分 電気工事士

138,300円～230,900円 管工事施工管理技士
省令３号のイ 消防設備士

浄化槽設備士 TEL 0920-47-0264 （従業員数 9人 ）

42081-  841491 正社員 就業場所長崎県壱岐市

廃棄物収集作業員竹原清備株式会社 長崎県壱岐市郷ノ浦町東触６６７番地２

雇用期間の定めなし

一般事務ＫＴＡＸ株式会社 長崎県壱岐市石田町印通寺浦４６９－４６

雇用期間の定めなし

所在地・就業場所

ホールスタッフ（正）有限会社　ピーパーク 長崎県壱岐市郷ノ浦町東触７１８番地

雇用期間の定めなし

土木作業員壱岐土木工業　株式会社 長崎県壱岐市芦辺町中野郷本村触８００番地

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

介護職員社会福祉法人　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

フロント（正）壱岐マリーナホテル
株式会社

長崎県壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦２０５－１

雇用期間の定めなし

営業職（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

電気工事士大久保電工　株式会社 長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触２９－３

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
40歳以下 (1) 9時00分～18時00分

6,320円～6,800円
省令３号のイ

TEL 0920-47-2789 （従業員数 1人 ）

42081-  834791 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AT
59歳以下 (1) 8時30分～17時30分

790円～800円
省令１号

TEL 0920-47-0623 （従業員数 5人 ）

42081-  835891 正社員以外 就業場所長崎県壱岐市

月給 変形（１ヶ月単位） 調理師
64歳以下 (1) 6時00分～15時00分

140,000円～185,000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-  833491 正社員 就業場所長崎県壱岐市

日給
不問 (1) 8時30分～17時15分

6,200円～6,200円
年齢不問

TEL 0920-47-1131 （従業員数 250人 ）

42081-　855191 正社員以外 就業場所長崎県壱岐市

時給
不問 (1) 9時00分～18時00分

790円～950円
年齢不問

TEL 090-3012-0736 （従業員数 8人 ）

40010-83795991 正社員以外 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～17時30分

800円～1,000円 (2) 9時00分～18時00分
年齢不問

TEL 0920-47-1110 （従業員数 9人 ）

42081-　831691 正社員以外 就業場所長崎県壱岐市

月給 変形(１年単位)
不問 (1) 8時00分～17時00分

150,000円～160,000円
年齢不問

TEL 0920-47-0239 （従業員数 9人 ）

42081-　854591 正社員 就業場所長崎県壱岐市

月給
不問 (1) 8時30分～17時30分

145,000円～190,000円 (2) 8時30分～12時30分
年齢不問

TEL 0920-45-4825 （従業員数 5人 ）

42081-　851791 正社員 就業場所長崎県壱岐市

ＬＰガス販売事務員川添石油　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

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）
※パート希望の方は応相談

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

美容師ヘアーズ　シナリオ
※パート勤務希望の方も応募可

長崎県壱岐市郷ノ浦町田中触９８９－６

雇用期間の定めなし

アイスクリーム製造オランダフーズ　株式会社
※パート希望の方は応相談

長崎県壱岐市郷ノ浦町片原触１５５１

雇用期間の定めなし

有限会社　サダカタ商会
※就業場所：郷ノ浦店
就業時間は(1)、(2)のいずれ
かで希望に応じて決定

ルート営業 長崎県壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦４０５－６

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

事務補助(総務係/産休・
育休代替)

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）

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：PIC壱岐
(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）

あしべクリニック 医療事務 長崎県壱岐市芦辺町芦辺浦６０６－１

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)14時30分～18時00分

790円～850円 (2) 8時00分～12時00分
年齢不問 (3)13時00分～17時30分

TEL 0920-47-0237 （従業員数 4人 ）

42081-  846191 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

時給
18歳以上 (1)12時00分～17時00分

1,000円～1,200円 (2)17時00分～23時00分
省令２号

TEL 0920-47-5153 （従業員数 35人 ）

42081-  848391 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

時給
18歳以上 (1) 9時00分～17時00分

1,000円～1,100円 (2)17時00分～ 0時00分
省令２号

TEL 0920-47-5153 （従業員数 35人 ）

42081-  849691 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

時給
不問 (1) 6時30分～15時30分

815円～815円 (2)15時00分～ 0時00分
年齢不問

TEL 0920-47-0603 （従業員数 18人 ）

42081-  844291 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

790円～790円 の間の5～8時間
年齢不問

TEL 0920-42-2139 （従業員数 4人 ）

42081-  842791 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～14時30分

790円～850円 (2)13時00分～19時00分
年齢不問 (3)17時00分～ 0時00分

TEL 0946-21-8700 （従業員数 34人 ）

40150- 9190291 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
年齢不問

TEL 092-433-0663 （従業員数 0人 ）

40010-84388291 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 ）

40010-84390391 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

児童支援員【急募】学童保育
なかよし児童クラブ

長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触６６８

雇用期間の定めなし

ホールスタッフ（午後勤
務）

有限会社　ピーパーク
※就業時間及び休日は相談可

長崎県壱岐市郷ノ浦町東触７１８番地

雇用期間の定めなし

ホールスタッフ有限会社　ピーパーク
※就業時間及び休日は相談可

長崎県壱岐市郷ノ浦町東触７１８番地

雇用期間の定めなし

フロント壱岐マリーナホテル
株式会社
※就業時間は選択可

長崎県壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦２０５－１

雇用期間の定めなし

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)

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

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）

パン製造助手ぱん工房　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

販売員（郷ノ浦店）
（パート）

株式会社
ドラッグストアモリ
※就業場所：郷ノ浦店
(郷ノ浦町田中触955-1)

福岡県朝倉市一ツ木１１４８－１

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) 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 ）

40010-84391691 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 ）

40010-84392991 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

800円～850円 の間の5～8時間
年齢不問

TEL 0920-45-4777 （従業員数 3人 ）

42081-　747591 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～12時30分

790円～800円 (2)13時00分～17時00分
年齢不問 (3) 8時30分～15時00分

TEL 0920-44-5786 （従業員数 27人 ）

42081-　742991 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
59歳以下 (1)10時00分～16時00分

1,000円～1,000円 の間の1時間程度
省令１号

TEL 0957-25-5552 （従業員数 0人 ）

42030-　10282191 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
不問 (1) 8時30分～13時00分

800円～800円
年齢不問

TEL 0920-47-1131 （従業員数 250人 ）

42081-　856091 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

840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-　87838791 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

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)

登録販売者/壱岐市 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）

お弁当・お惣菜の販売新鮮魚類　吉祥 長崎県壱岐市芦辺町芦辺浦１５０－２

雇用期間の定めなし

縫製工ソーイングＩＫＩ
※就業時間は(1)～(3)のいず
れか相談の上決定

長崎県壱岐市石田町石田西触１２８５－１

雇用期間の定めなし

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)
※就業時間は選択可

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)
※就業時間は選択可

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）

受付事務(外来部門/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）

情報収集員/パート株式会社　建設新聞社
※就業場所：壱岐市(自宅か
ら直行・直帰が基本となりま
す)

長崎県諫早市若葉町１６５－１１

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
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