
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
不問 (1) 8時30分～17時30分

140,000円～140,000円
年齢不問

TEL 0920-48-9001 （従業員数 66人 ）

42081-  898091 正社員以外 就業場所長崎県壱岐市

日給 準中型自動車免許以上
不問 (1) 7時30分～16時30分

7,000円～7,000円 又は7時30分～15時00分
年齢不問 の間の5時間程度

TEL 0920-45-1815 （従業員数 9人 ）

42081-  895291 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
35歳以下 (1) 8時00分～17時00分

150,000円～180,000円 (2) 6時30分～17時00分        
省令３号のイ

TEL 0920-40-0061 （従業員数 13人 ）

42081-  893791 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 0920-44-6111 （従業員数 40人 ）

42081- 903691 正社員以外 就業場所長崎県壱岐市

月給 普通自動車免許AT
不問 (1) 8時15分～17時15分

160,000円～250,000円
年齢不問

TEL 03-6682-7390 （従業員数 0人 ）

13030-26369891 正社員 就業場所長崎県壱岐市

月給 変形（１ヶ月単位） 看護師
不問 (1) 8時30分～17時00分 准看護師

155,000円～295,000円 (2)17時00分～ 8時30分
年齢不問

TEL 0920-47-0121 （従業員数 108人 ）

42081-  888591 正社員 就業場所長崎県壱岐市

日給 大型自動車免許
59歳以下 (1) 8時00分～17時00分

6,400円～7,500円
省令１号

TEL 0920-47-0419 （従業員数 20人 ）

42081-  890691 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
不問 (1) 7時30分～17時30分

790円～790円 (2) 7時30分～18時30分
年齢不問 (3) 8時00分～18時00分

TEL 0920-44-6177 （従業員数 19人 ）

42040- 6866691 正社員以外 就業場所長崎県壱岐市

看護師・准看護師
「看護」

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

重家酒造株式会社
※就業場所：本社
・横山蔵(石田町池田西触545-1)
※製造期間は就業時間(2)

長崎県壱岐市石田町印通寺浦２００

雇用期間の定めなし

一般事務(農林課)壱岐市役所
※就業場所：石田庁舎　農林課
※応募締切：R1/12/25(水)17時
迄※採用日：R2/1/6～

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)

日本酒・焼酎製造工

運転手（大型・中型・ト
レーラー）

壱岐運送　有限会社 長崎県壱岐市郷ノ浦町田中触９２９－５

雇用期間の定めなし

空港地上係員（壱岐空
港）

ＯＲＣエアサービス株式会社
※就業場所：壱岐空港

長崎県壱岐市石田町筒城東触１７２４

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

壱岐市／鞄縫製エ有限会社
アトリエ　フォルマーレ
※就業場所：当社工場
(芦辺町諸吉大石触472-24)

東京都台東区根岸３－８－４

雇用期間の定めなし

所在地・就業場所

コールスタッフ（公共料
金課）

株式会社レオパレス２１
壱岐コールセンター

長崎県壱岐市勝本町仲触１９７６－１

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

トラック運転手【急募】有限会社　長嶋貨物運送 長崎県壱岐市芦辺町深江栄触６１６－１

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

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許AT
35歳以下 (1) 8時30分～17時45分

160,000円～232,500円 (2)15時30分～ 0時00分
省令３号のイ 又は8時30分～0時00分

の間の8時間 TEL 0946-21-8700 （従業員数 29人 ）

40150- 9846991 正社員 就業場所長崎県壱岐市

月給 普通自動車免許AT
35歳以下 (1) 8時30分～17時00分

130,000円～140,000円 (2) 8時30分～12時00分
省令３号のイ

TEL 0920-45-2350 （従業員数 18人 ）

42081-  885791 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

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 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-  876491 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 介護福祉士
59歳以下 (1) 8時15分～17時15分 普通自動車免許AT

152,100円～152,100円
省令１号

TEL 0920-43-0107 （従業員数 88人 ）

42081-  882691 正社員 就業場所長崎県壱岐市

時給
64歳以下 (1) 6時00分～15時00分

800円～980円 (2) 9時00分～18時00分
省令１号 (3)10時00分～19時00分

TEL 0920-45-0051 （従業員数 30人 ）

42081- 897191 正社員以外 就業場所長崎県壱岐市

月給 看護師
不問 (1) 8時30分～17時30分 准看護師

153,000円～233,200円 普通自動車免許AT
年齢不問

TEL 0920-47-5904 （従業員数 11人 ）

42081-　901091 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

調理員社会福祉法人　和光会
(障害者支援施設　希望の丘)

長崎県壱岐市芦辺町箱崎大左右触２３２０－３

雇用期間の定めなし

介護職員（正）／デイサ
－ビスセンタ－　「介
護」

社会福祉法人　壱心会
特別養護老人ホーム
壱岐のこころ
※就業場所：デイサービスセン
ター　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

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）

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

販売員（正・郷ノ浦店・
地域専任職）

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

雇用期間の定めなし

事務及び荷捌き作業箱崎漁業協同組合 長崎県壱岐市芦辺町瀬戸浦１７１

雇用期間の定めなし

社会医療法人　玄州会
在宅ケア総合支援センター
※就業場所：ひかり訪問看護
ステーション

看護師 長崎県壱岐市郷ノ浦町永田触２７５番地２

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 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-  899391 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 8人 ）

40010-94567591 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～13時00分 准看護師

1,000円～1,400円 (2) 8時30分～17時00分
年齢不問

TEL 0920-47-0121 （従業員数 108人 ）

42081-  889191 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～17時00分

800円～1,000円 の間の4時間以上
年齢不問

TEL 050-5539-6084 （従業員数 0人 ）

42081-  891991 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

950円～1,000円 の間の4時間30分～8時間
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
不問 (1) 8時15分～17時15分

850円～1,000円
年齢不問

TEL 03-6682-7390 （従業員数 0人 ）

13030- 26904091 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-  908291 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

時給 交替制あり 普通自動車免許AT
18歳以上 (1) 6時00分～15時00分

900円～1,200円 (2)12時00分～22時00分
省令２号 (3)22時00分～ 7時00分

TEL 03-6709-9562 （従業員数 2人 ）

42081-　909591 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

医療法人　協生会
介護老人保健施設　壱岐
※就業時間・週労働日数は相談
可

長崎県壱岐市勝本町本宮南触２３６

雇用期間の定めなし

アシスタント（一般事
務・営業事務）

ツグクリエイト　合同会社
※就業時間は相談可

長崎県壱岐市芦辺町深江鶴亀触１０９２－５

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

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

壱岐市／鞄縫製エ有限会社
アトリエ　フォルマーレ
※就業場所：当社工場
(芦辺町諸吉大石触472-24)

東京都台東区根岸３－８－４

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

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）

卵の出荷作業員有限会社
しまのたまご屋さん
※土日祝のみの勤務

長崎県壱岐市芦辺町箱崎江角触２

看護師・准看護師（パー
ト）

ホテルスタッフ(パート)海里合同会社　海里村上
※就業時間・週所定労働日数
は相談可

長崎県壱岐市勝本町立石西触１１９－２

雇用期間の定めなし

調理及び調理補助(パー
ト)

海里合同会社　海里村上
※就業時間・週所定労働日数
は相談可

長崎県壱岐市勝本町立石西触１１９－２

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 看護師
不問 (1) 8時30分～13時00分 准看護師

1,000円～1,400円 (2)13時00分～17時00分
年齢不問

TEL 0920-47-0121 （従業員数 60人 ）

42081-　912991 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
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 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-　900191 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 普通自動車免許一種
不問 (1) 8時00分～12時00分 (AT限定の方は応相談)

800円～900円 (2)13時00分～17時00分
年齢不問 (3) 8時00分～17時00分

TEL 0920-40-0061 （従業員数 13人 ）

42081-　896591 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

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）

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）

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）

調理員医療法人　玉水会　赤木病院
※就業時間及び就業日数は応
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

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

事務・営業・酒類製造補
助業務

重家酒造株式会社
※就業場所：本社
・横山蔵(石田町池田西触545-1)
※就業時間は選択可(フルタイム
希望の方は応相談)

長崎県壱岐市石田町印通寺浦２００

雇用期間の定めなし

看護師・准看護師(パー
ト)

医療法人　協生会　品川病院
※就業時間・週労働日数は相
談可

長崎県壱岐市郷ノ浦町東触８５４－２

雇用期間の定めなし
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