
2020/1/17

年齢・
求人者名 職種 年齢制限該当事由 賃金 就業時間 必要な免許資格

月給 変形（1年単位）
45歳以下

145,000円～165,000円 7：00～18：30の間の
8時間程度

TEL 0920-47-5560 （従業員数 50人 ）

42081-   24701 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

TEL 0920-47-1131 （従業員数 250人 ）

42081-   32701 正社員以外 就業場所長崎県壱岐市

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

140,000円～180,000円

TEL 0920-47-0511 （従業員数 2人 ）

41020-   52901 正社員 就業場所長崎県壱岐市

時給
不問 (1)8時30分～17時00分

800円～900円 (2)8時30分～11時00分

TEL 0920-47-1331 （従業員数 19人 ）

42081-   11301 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
(3)10時45分～19時00分

TEL 0920-47-0121 （従業員数 60人 ）

42081-    6401 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)7時30分～16時30分

160,000円～200,000円 (2)8時30分～17時30分
(3)9時00分～18時00分

TEL 0920-47-3633 （従業員数 8人 ）

42081-  932891 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)7時30分～16時30分

137,000円～160,000円 (2)8時30分～17時30分
(3)9時00分～18時00分

TEL 0920-47-3633 （従業員数 8人 ）

42081-  933291 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)8時30分～17時00分

203,000円～323,000円

TEL 0920-47-0023 （従業員数 143人 ）

42081-  921491 正社員 就業場所長崎県壱岐市

保育補助 長崎県壱岐市郷ノ浦町柳田触８９３－１

雇用期間の定めなし 不問

理学療法士 長崎県壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦１５－３

雇用期間の定めなし 不問

理学療法士

長崎県壱岐市郷ノ浦町東触８５４－２

雇用期間の定めなし 定年を上限

保育士（正） 長崎県壱岐市郷ノ浦町柳田触８９３－１

雇用期間の定めなし 不問

保育士

給食調理員（正）

佐賀県唐津市鏡２５４５番地１

雇用期間の定めなし 定年を上限

普通自動車免許（ＡＴ限
定不可）

授精業務・指導業務 長崎県壱岐市郷ノ浦町東触５６０番地

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

普通自動車免許（ＡＴ限
定不可）
家畜人工授精師あれば尚
可

配送

所在地・就業場所

店内販売員（食品部） 長崎県壱岐市郷ノ浦町永田触２６８番地

病棟受付事務 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）

不問

普通自動車免許（ＡＴ限
定不可）

普通自動車免許（通勤
用）

雇用期間の定めなし キャリア形成

合同会社　こどもの家

社会医療法人玄州会　光武内
科循環器科病院

梅田産業　株式会社
※就業場所：壱岐市郷ノ浦町
東触967-1

壱岐市農業協同組合
※就業場所：壱岐市芦辺町国
分東触678

株式会社　ヤマグチ

長崎県壱岐病院

医療法人　協生会　品川病院

合同会社　こどもの家
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2020/1/17

年齢・
求人者名 職種 年齢制限該当事由 賃金 就業時間 必要な免許資格 所在地・就業場所

月給
不問 (1)7時00分～16時00分

137,000円～137,000円 (2)8時00分～17時00分

TEL 0920-40-0195 （従業員数 5人 ）

42081-  922791 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～6,900円 (2)9時30分～18時15分

TEL 0920-45-1202 （従業員数 5人 ）

42081-  926191 正社員以外 就業場所長崎県壱岐市

月給 変形（1年単位）
18歳以上 (1)6時00分～15時00分

180,000円～400,000円 (2)12時00分～22時00分
(3)22時00分～7時00分

TEL 03-6709-9562 （従業員数 2人 ）

42081-  906791 正社員 就業場所長崎県壱岐市

月給 変形（1年単位）
不問

180,000円～400,000円 6：00～22：00の間の
8時間程度

TEL 03-6709-9562 （従業員数 2人 ）

42081-  907891 正社員 就業場所長崎県壱岐市

日給 変形（1年単位）
不問 (1)8時00分～17時00分

8,000円～10,000円

TEL 0920-44-5293 （従業員数 14人 ）

42081-  910391 正社員 就業場所長崎県壱岐市

日給
64歳以下 (1)8時15分～17時15分

6,320円～6,320円

TEL 0920-44-5295 （従業員数 77人 ）

42081-  911691 正社員 就業場所長崎県壱岐市

月給 変形（1ヶ月単位）
64歳以下 (1)8時30分～20時00分

165,000円～250,000円

（従業員数 36人 ）

42081-  915891 正社員 就業場所長崎県壱岐市

月給
18歳以上 (1)8時00分～15時00分

160,000円～210,000円 (2)15時30分～23時00分
(3)17時00分～23時00分

（従業員数 36人 ）

42081-  916291 正社員 就業場所長崎県壱岐市

接客サービス係（正） 長崎県壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦４０１

雇用期間の定めなし 法令の規定に
より年齢制限

がある

普通自動車免許（通勤
用）

普通車免許（ＡＴ可/通
勤用）

調理師（見習い） 長崎県壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦４０１

雇用期間の定めなし 定年を上限

普通車免許（ＡＴ可）

TEL090-3328-6554

TEL090-3328-6554

ホテルスタッフ（正） 長崎県壱岐市勝本町立石西触１１９－２

雇用期間の定めなし 法令の規定に
より年齢制限

がある

普通自動車免許（ＡＴ
可）

調理及び調理補助（正） 長崎県壱岐市勝本町立石西触１１９－２

雇用期間の定めなし 不問

普通自動車免許（ＡＴ
可）

パンの製造・販売または営
業・企画

長崎県壱岐市郷ノ浦町釘山触６２８

雇用期間の定めなし 不問

普通自動車免許（ＡＴ
可）

幼稚園補助員 長崎県壱岐市芦辺町芦辺浦５６２番地

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

普通自動車免許（通勤
用）

パンプラス

壱岐市教育委員会
※就業場所：壱岐市立勝本幼
稚園（勝本町坂本触262）

海里合同会社　海里村上

海里合同会社　海里村上

株式会社　大川建設工業　壱
岐支店

株式会社　三協

株式会社　ビュ－ホテル壱岐

株式会社　ビュ－ホテル壱岐

建設現場技術員 長崎県壱岐市石田町筒城仲触１４９３－３番地

雇用期間の定めなし 不問

１級土木施工管理技士

２級土木施工管理技士

普通自動車免許（ＡＴ限
定不可）

縫製工 長崎県壱岐市石田町池田東触４７４－２

雇用期間の定めなし 定年を上限
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2020/1/17

年齢・
求人者名 職種 年齢制限該当事由 賃金 就業時間 必要な免許資格 所在地・就業場所

時給
不問

850円～900円 6：00～18：00の間の
6時間以上

TEL 090-4827-1096 （従業員数 0人 ）

42081-   27501 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

時給
不問

1,303円～1,303円 8：30～17：15の間の
5時間以上

TEL 0920-47-1131 （従業員数 250人 ）

42081-   29301 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

851円～851円
又は12：30～18：00の
間の5時間 TEL 0920-47-1131 （従業員数 250人 ）

42081-   31401 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

TEL 0920-47-5560 （従業員数 50人 ）

42081-   21901 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～15時00分

850円～850円 (2)8時30分～16時00分
(3)8時30分～17時00分

TEL 0920-45-2218 （従業員数 5人 ）

42081-   10001 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

1,100円～1,300円 (2)13時00分～17時00分
又は8：30～17：00の
間の2時間以上 TEL 0920-47-0023 （従業員数 143人 ）

42081-    2301 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

時給
不問

800円～1,500円 9：00～18：00の間の
3時間以上

（従業員数 0人 ）

42081-    5101 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

時給
不問

800円～975円 8：00～17：15の間の
5時間以上

TEL 0920-45-0048 （従業員数 103人 ）

42081-  934591 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

吉野農園
※２月は休みとなります。
※就業時間は実働6～8時間の
範囲で相談可

アスパラガス収穫作業員 長崎県壱岐市郷ノ浦町東触１１４

雇用期間の定めなし 不問

長崎県壱岐病院 看護師（パート） 看護師 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）

不問

長崎県壱岐病院
※就業時間は相談可

看護ヘルパ－（パート） 普通自動車免許（通勤
用）

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）

不問

株式会社　ヤマグチ 店内販売員（鮮魚部） 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 定年を上限

中央福岡ヤクルト販売　株式
会社　壱岐営業所

商品配達および管理業務 長崎県壱岐市芦辺町瀬戸浦５７３番地

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

社会医療法人玄州会　光武内
科循環器科病院
※就業時間・休日は相談可

看護師・准看護師（パー
ト）

看護師 長崎県壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦１５－３

准看護師
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

株式会社　一支國屋 水産品・農産品の加工、販
売

調理師免許あれば尚可 長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触７４０

普通自動車免許
雇用期間の定めなし 不問

社会福祉法人　壱岐市社会福
祉協議会
※就業場所：勝本事業所/かざ
はや

給食調理員・配達員 普通自動車免許（ＡＴ
可）

長崎県壱岐市芦辺町諸吉大石触１７９番地２

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

3



2020/1/17

年齢・
求人者名 職種 年齢制限該当事由 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
18歳以上 (1)9時00分～17時00分

950円～1,300円 (2)17時00分～23時30分

TEL 0920-47-0142 （従業員数 8人 ）

42081-  927091 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
(3)15時00分～20時00分
又は7：00～20：00の間の TEL 0920-40-0195 （従業員数 5人 ）

42081-  924291 パート労働者 2時間以上 就業場所長崎県壱岐市

時給
不問

900円～1,200円 6：00～22：00の間の
8時間程度

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
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
(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

時給
不問 (1)8時30分～13時00分

1,000円～1,400円 (2)13時00分～17時00分

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

日給
不問 (1)9時30分～16時30分

5,400円～7,400円

TEL 095-820-8344 （従業員数 9人 ）

42016-   30101 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

時給
不問

950円～1,000円 8：30～17：30の間の
4時間以上

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30分～17時30分

800円～800円 (2)10時30分～19時30分

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

有限会社　三和観光 ホールスタッフ 普通自動車免許（通勤
用）

長崎県壱岐市郷ノ浦町田中触９０７－２

雇用期間の定めなし 法令の規定に
より年齢制限

がある
パンプラス ベーカリーとカフェの製

造・販売
長崎県壱岐市郷ノ浦町釘山触６２８

雇用期間の定めなし 不問

海里合同会社　海里村上 調理及び調理補助（パー
ト）

普通自動車免許（ＡＴ
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 不問

海里合同会社　海里村上 ホテルスタッフ（パート） 普通自動車免許（ＡＴ
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 法令の規定に
より年齢制限

がある
医療法人　協生会　品川病院 看護師・准看護師（パー

ト）
看護師 長崎県壱岐市郷ノ浦町東触８５４－２

准看護師
雇用期間の定めなし 不問

有限会社　弦観光
※正社員登用の可能性あり
※就業時間・週所定労働日数
は相談可

介護職/デイサ－ビスセン
タ－

普通自動車免許（ＡＴ
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）

不問

株式会社　リンク アンケート調査員／壱岐市
≪急募≫

長崎県長崎市興善町４－１
興善ビル７Ｆ

日雇（日々雇用または１ヶ
月未満）

不問

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

庶務スタッフ/一支国博物
館

熊本県熊本市江越１－１４－１０－２Ｆ

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

4


