
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
45歳以下 (1) 8時00分～17時00分

140,000円～160,000円 (2) 8時30分～17時30分
省令３号のイ (3) 8時30分～17時00分

又は8時00分～12時00分 TEL 0920-43-0253 （従業員数 8人 ）

42081-  871191 正社員 の間の2時間程度 就業場所長崎県壱岐市

月給 フレックスタイム
64歳以下 (1) 9時30分～18時00分

200,000円～200,000円 (2) 8時30分～20時30分
省令１号 (3)12時00分～16時00分

TEL 03-6434-9577 （従業員数 0人 ）

13040-47119892 正社員 就業場所長崎県壱岐市

日給 普通自動車免許一種
59歳以下 (1) 8時10分～16時30分

5,794円～5,794円
省令１号

TEL 0920-47-0376 （従業員数 4人 ）

42081-  868491 正社員 就業場所長崎県壱岐市

月給 交替制あり 准看護師
不問 (1) 8時30分～17時15分

161,035円～243,915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-  866691 正社員以外 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

7,000円～8,500円
年齢不問

TEL 0920-44-5309 （従業員数 16人 ）

42081-  859991 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ＡＴ
不問 (1) 8時30分～17時00分

6,000円～6,000円
年齢不問

TEL 0920-47-1255 （従業員数 52人 ）

42081-　887291 正社員以外 就業場所長崎県壱岐市

月給
不問 (1) 8時30分～17時30分

185,000円～185,000円
年齢不問

TEL 096-237-7266 （従業員数 16人 ）

43010-　42984591 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-  862591 正社員 就業場所長崎県壱岐市

総務・庶務・経理スタッ
フ／一支国博物館

株式会社
パブリックビジネスジャパン
※就業場所：壱岐市立一支国
博物館
(芦辺町深江鶴亀触515番地1)

熊本県熊本市南区江越１丁目１４－１０－２Ｆ

雇用期間の定めあり(4ヶ
月未満)

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

建築・土木作業員株式会社　創栄建設 長崎県壱岐市石田町印通寺浦３０１番地

雇用期間の定めなし

一般事務(産休・育休代
替)

壱岐交通　株式会社
※就業場所：整備工場事務所
(郷ノ浦町東触1120)

長崎県壱岐市郷ノ浦町東触５７５－２

雇用期間の定めあり(4ヶ
月未満)

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

准看護師長崎県壱岐病院 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）

牛乳配達販売員（正）

所在地・就業場所

レンタル業務有限会社　キョ－トク
※パート勤務希望の方の応募可

長崎県壱岐市勝本町立石西触４８４

雇用期間の定めなし

技術職（ソフトウェアの
テスト業務）／壱岐市

株式会社テクノスター
※就業場所：壱岐テレワーク
センター内当社事務所
(芦辺町深江鶴亀触1092-5)

東京都港区赤坂七丁目１番１号青山安田ビル６
Ｆ

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ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ
45歳以下 (1) 8時30分～17時15分

135,000円～214,000円 (2) 7時30分～16時15分
省令３号のイ (3)10時30分～19時15分

(4)17時00分～ 9時00分 TEL 0920-43-0888 （従業員数 105人 ）

42081-  858691 正社員 就業場所長崎県壱岐市

日給 交替制あり
不問 (1) 8時00分～17時00分

6,320円～6,400円 (2)10時00分～19時00分
年齢不問 (3)12時00分～21時00分

TEL 0920-47-5868 （従業員数 5人 ）

42081-　852891 正社員 就業場所長崎県壱岐市

月給 変形(１ヶ月単位) 薬剤師
59歳以下 (1) 8時30分～18時00分

300,000円～416,000円 の間の8時間程度
省令１号

TEL 092-762-3050 （従業員数 9人 ）

40010-　90421591 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-　874691 正社員 就業場所長崎県壱岐市

日給 変形(１ヶ月単位) 普通自動車免許一種
45歳以下 (1) 8時00分～17時00分

5,530円～8,000円
省令３号のイ

TEL 0920-45-1094 （従業員数 43人 ）

42081-　877791 正社員以外 就業場所長崎県壱岐市

月給 大型自動車免許一種
45歳以下 (1) 8時00分～17時00分 車両系建設機械   

150,000円～180,000円 (整地・運搬・積込)
省令３号のイ

TEL 0920-45-3645 （従業員数 4人 ）

42081-　878891 正社員 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-　880091 正社員 就業場所長崎県壱岐市

月給 変形(１ヶ月単位) 調理師
不問 (1) 6時30分～15時30分

137,900円～137,900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-　881391 正社員 就業場所長崎県壱岐市

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

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

調理員(正) 長崎県壱岐市勝本町布気触９４８－１

雇用期間の定めなし

土木作業員株式会社　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

大型運転手有限会社　末永重機運輸 長崎県壱岐市芦辺町住吉前触７７７ー１

雇用期間の定めなし

薬剤師(正)／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)

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

雇用期間の定めなし

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

介護職員　「介護」医療法人　協生会
介護老人保健施設　壱岐

長崎県壱岐市勝本町本宮南触２３６

雇用期間の定めなし

フロントアイランド壹岐　２号館
※採用日：R2/1/4～

長崎県壱岐市郷ノ浦町片原触２２１

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) 9時00分～15時15分

900円～900円 (2) 9時15分～15時30分
年齢不問 (3)10時15分～16時30分

TEL 0920-47-0315 （従業員数 14人 ）

42081-  872091 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

6,200円～6,200円
年齢不問

TEL 0920-48-1118 （従業員数 300人 ）

42081-  870591 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～23時00分

790円～790円 の間の4～6時間
年齢不問

TEL 0920-42-0072 （従業員数 5人 ）

42081-  867991 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)11時00分～17時00分

790円～790円
年齢不問

TEL 0920-48-1211 （従業員数 4人 ）

42081-  869791 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

810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-  863191 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

840円～900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-  864091 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30分

800円～800円
年齢不問

TEL 0920-47-1131 （従業員数 250人 ）

42081-  865391 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

790円～790円
年齢不問

TEL 0920-47-5868 （従業員数 5人 ）

42081-  853291 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

一般事務（税務課）壱岐市役所
※就業場所：郷ノ浦庁舎税務課
または市内税申告会場
※応募締切：12/19(木)17時迄

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）

接客および配膳割烹　一富士 長崎県壱岐市勝本町大久保触１８２７－５

雇用期間の定めなし

調理及び配達員株式会社　ホーベウィン
※就業場所：ファミリーマート
壱岐郷ノ浦東店店内(宅配クック
123)(郷ノ浦町東触699-1)
※日曜日のみの勤務

長崎県壱岐市芦辺町諸吉大石触丸石３６８番１

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

清掃員アイランド壹岐　２号館 長崎県壱岐市郷ノ浦町片原触２２１

雇用期間の定めなし

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

食器洗浄（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）

事務補助壱岐税務署
※応募締切：R2/1/10(金)迄、但
し応募者5名に達した時点
※雇用期間：R2/2/12～R2/3/31

長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触６２０－４

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 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-　90424391 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

時給 交替制あり
18歳以上 (1)17時00分～21時00分

820円～820円 (2)21時00分～ 1時00分
省令２号 (3) 1時00分～ 5時00分

(4) 5時00分～ 9時00分 TEL 0920-48-1211 （従業員数 25人 ）

42081-　879291 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) 8時30分～17時30分

900円～900円
年齢不問

TEL 096-237-7266 （従業員数 16人 ）

43010-　42955491 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) 7時00分～22時00分

800円～970円 の間の2～8時間
年齢不問

TEL 080-5265-8047 （従業員数 10人 ）

42081-　790091 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～13時00分

800円～800円
年齢不問

TEL 0920-47-3737 （従業員数 54人 ）

42081-　791391 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) 7時45分～12時45分

820円～820円 (2)15時00分～20時00分
年齢不問 (3)16時30分～21時30分

又は7時45分～21時30分 TEL 0920-45-1759 （従業員数 95人 ）

42081-　761791 パート労働者 の間の5時間程度 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限定の方は応相談)

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-　733691 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

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

株式会社　太安閣 客室清掃 長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触７６０－１

雇用期間の定めなし

株式会社　イオンストア九州
イオン壱岐店
※就業時間及び週所定労働日数
は相談可

レジ係 長崎県壱岐市芦辺町箱崎中山触２６０４－２

雇用期間の定めあり(4ヶ
月以上)

有限会社　ミキフードサービ
ス(モスバーガー壱岐店)
※勤務日数・勤務時間は相談可

ハンバーガーの製造・販
売員

長崎県壱岐市芦辺町箱崎中山触２６０４－１７

雇用期間の定めなし

コンビニエンスストア店
員(壱岐郷ノ浦東店)

株式会社　ホーベウィン
※就業場所：ファミリーマート
壱岐郷ノ浦東店
(郷ノ浦町東触699-1)
※就業時間・週労働日数は相談
可

長崎県壱岐市芦辺町諸吉大石触丸石３６８番１

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

庶務スタッフ／一支国博
物館

株式会社
パブリックビジネスジャパン
※就業場所：壱岐市立一支国
博物館
(芦辺町深江鶴亀触515番地1)

熊本県熊本市南区江越１丁目１４－１０－２Ｆ

雇用期間の定めあり(4ヶ
月未満)

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
月未満)
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