
2020/2/14

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
59歳以下 (1) 8時00分～18時00分

150,000円～180,000円

TEL 090-7387-0916 （従業員数 1人 ）
42081-   90801 正社員 就業場所長崎県壱岐市

月給 変形労働時間制(１年単位)
不問 (1) 8時00分～17時00分

145,000円～160,000円

TEL 0920-47-0239 （従業員数 9人 ）
42081-   91201 正社員 就業場所長崎県壱岐市

日給
40歳以下 (1) 8時00分～17時30分

6,320円～8,000円

TEL 0920-47-0643 （従業員数 6人 ）
42081-   93001 正社員 就業場所長崎県壱岐市

月給 変形労働時間制(１年単位)
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
(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-   97101 正社員 (5) 6時00分～ 9時00分 就業場所長崎県壱岐市
月給 変形労働時間制(１年単位)

45歳以下 (1) 7時30分～18時30分
140,000円～160,000円 の間の7時間程度

TEL 0920-47-5560 （従業員数 50人 ）
42081-  100601 正社員 就業場所長崎県壱岐市

月給
59歳以下 (1) 8時30分～17時30分

150,000円～160,000円

TEL 0920-45-0385 （従業員数 11人 ）
42081-  101901 正社員 就業場所長崎県壱岐市

月給 変形労働時間制(１ヶ月単位)
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
(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 108人 ）

42081-  102101 正社員 就業場所長崎県壱岐市
日給

59歳以下 (1) 8時10分～16時30分
5,794円～5,794円

TEL 0920-47-0376 （従業員数 4人 ）
42081-  103401 正社員 就業場所長崎県壱岐市

所在地・就業場所

アイスクリーム製造オランダフ－ズ　株式会社
※パート勤務希望の方は応相談

長崎県壱岐市郷ノ浦町片原触１５５１

雇用期間の定めなし 不問

農作業員・一般事務Ｉ・Ｃ・Ｆ株式会社
※採用日：R2/5月～

長崎県壱岐市芦辺町住吉山信触１１７１普通自動車免許一種

雇用期間の定めなし 定年を上限

電気工事士株式会社　横清商会 長崎県壱岐市郷ノ浦町片原触１５０２－１普通自動車免許一種

雇用期間の定めなし キャリア形
成

事務職株式会社　ヤマグチ 長崎県壱岐市郷ノ浦町永田触２６８番地普通自動車免許一種

雇用期間の定めなし キャリア形
成

調理師医療法人　玉水会　赤木病院
※パート勤務希望の方は応相談

長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触１１１番地調理師

雇用期間の定めなし 定年を上限

介護職員医療法人　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普通自動車免許一種

雇用期間の定めなし キャリア形
成

水産養殖作業（操船及び
作業員）

壱岐東部漁業協同組合 長崎県壱岐市芦辺町諸吉本村触１３４２－１４小型船舶操縦士

普通自動車免許一種
雇用期間の定めなし 定年を上限

牛乳配達販売員（正）壱岐乳業株式会社 長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触６１番地普通自動車免許一種

雇用期間の定めなし 定年を上限
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2020/2/14

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

日給
64歳以下 (1) 8時00分～17時30分

7,000円～10,000円

TEL 0920-45-0206 （従業員数 4人 ）
42081-  105801 正社員 就業場所長崎県壱岐市

日給 変形労働時間制(１年単位)
不問 (1) 8時00分～17時00分

7,500円～9,000円

TEL 0920-47-5018 （従業員数 33人 ）
42081-  107501 正社員 就業場所長崎県壱岐市

日給 変形労働時間制(１年単位)
不問 (1) 8時15分～17時00分

5,925円～6,000円

TEL 0920-47-6857 （従業員数 19人 ）
42081-   78301 正社員 就業場所長崎県壱岐市

時給
不問 (1) 8時00分～17時00分

815円～815円

TEL 0920-47-0160 （従業員数 50人 ）
42081-   82801 正社員 就業場所長崎県壱岐市

時給 変形労働時間制(１ヶ月単位)
59歳以下 (1) 8時00分～17時00分

800円～820円 (2) 9時00分～18時00分
(3)10時00分～19時00分
又は8時00分～20時00分 TEL 0920-45-2003 （従業員数 6人 ）

42081-   74801 正社員以外 の間の8時間程度 就業場所長崎県壱岐市
月給

35歳以下 (1) 8時30分～17時15分
135,500円～172,100円

TEL 0920-47-3700 （従業員数 6人 ）
42081-   80401 正社員 就業場所長崎県壱岐市

時給
不問 (1) 8時00分～17時00分

815円～815円

TEL 0920-47-0160 （従業員数 50人 ）
42081-   81701 正社員以外 就業場所長崎県壱岐市

月給 交替制(シフト制)
不問 (1) 6時30分～16時30分

157,000円～157,000円 (2) 6時00分～22時00分
又は6時00分～22時00分
の間の8時間 TEL 092-411-7287 （従業員数 2人 ）

40010-　6819601 正社員以外 就業場所長崎県壱岐市

ウオクニ　株式会社
福岡支店
※就業場所：九州電力株式会
社　壱岐寮
(芦辺町芦辺浦590-2)

社員寮での管理、調理、
清掃(住み込み)/長崎県壱
岐市

福岡県福岡市博多区博多駅中央街７－６

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

ガラス・金属屋根工事作
業員

有限会社　赤木硝子店 長崎県壱岐市芦辺町諸吉東触１９７番地普通自動車免許一種

雇用期間の定めなし 定年を上限

大型運転手平尾建設株式会社 長崎県壱岐市郷ノ浦町柳田触１４２大型自動車免許

雇用期間の定めなし 不問

布団製造工（正）株式会社　壱岐工芸 長崎県壱岐市郷ノ浦町田中触１２１１－４

雇用期間の定めなし 不問

ガソリンスタンド販売員川添石油　株式会社
※就業場所：郷ノ浦SS
(郷ノ浦町田中触1177-1)
瀬戸浦SS(芦辺町瀬戸浦55)
※就業場所は応相談

長崎県壱岐市芦辺町瀬戸浦５５普通自動車免許一種

雇用期間の定めなし 定年を上限

一般事務玄海酒造株式会社 長崎県壱岐市郷ノ浦町志原西触５５０－１普通自動車免許一種

雇用期間の定めなし 不問

製品梱包作業員玄海酒造株式会社 長崎県壱岐市郷ノ浦町志原西触５５０－１

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

観光関連業務（正）一般社団法人
壱岐市観光連盟
※応募締切：2/18(火)17時迄
※採用日は4/1以降で相談可

長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触６２０番地１普通自動車免許一種

雇用期間の定めなし キャリア形
成
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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) 8時15分～14時48分

144,000円～161,100円 (2) 9時00分～15時33分

TEL 0957-55-5260 （従業員数 13人 ）
42040-  926101 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

時給
不問 (1)12時30分～19時00分

790円～850円 (2)14時00分～19時00分
又は12時30分～19時00分
の間の3時間 TEL 090-8625-0657 （従業員数 0人 ）

42081-  110101 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市
時給 交替制(シフト制)

不問 (1) 9時00分～19時00分
790円～790円 の間の5～8時間

TEL 0920-47-3157 （従業員数 1人 ）
42081-   92501 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

時給 交替制(シフト制)
不問 (1) 7時00分～18時30分

790円～790円 の間の4時間以上

TEL 0920-47-0085 （従業員数 72人 ）
42081-   99701 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

TEL 0920-47-0085 （従業員数 72人 ）
42081-　98401 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～13時00分

825円～850円

TEL 092-452-4111 （従業員数 25人 ）
40010- 5039701 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

日給
不問 (1) 8時45分～17時30分

6,200円～6,200円 (2) 9時00分～17時45分

TEL 0920-47-3700 （従業員数 6人 ）
42081-   76501 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

日給 交替制(シフト制)
不問 (1) 8時00分～17時00分

7,840円～7,840円 (2) 8時30分～17時30分
(3) 9時00分～18時00分

TEL 0920-47-1222 （従業員数 12人 ）
42081-   77001 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

長崎県立虹の原特別支援学校
※就業場所：盈科小学校内
(郷ノ浦町本村触589)
※応募締切：R2/2/21(金)正午必
着     ※採用日：R2/4/1～

長崎県大村市宮小路３丁目５番１看護師

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

県立学校会計年度任用職
員（看護師）

販売ファースト・Ｃａｆｅ
※就業時間は相談可

長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触６７６－３

雇用期間の定めなし 不問

生花販売・接客・製作フラワーガーデン葉花
※就業場所：エレナ店
(郷ノ浦町東触758番地1)

長崎県壱岐市郷ノ浦町柳田触４５９－７普通自動車免許一種

雇用期間の定めなし 不問

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 定年を上限

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 不問

【急募】未経験歓迎！壱
岐病院の受付事務／壱岐
市

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)

福岡県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）

不問

観光案内・販売（パー
ト）

一般社団法人
壱岐市観光連盟
※就業場所：郷ノ浦港、芦辺
港、印通寺港の各観光案内所
※採用日：R2/4/1～

長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触６２０番地１普通自動車免許一種

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

保育業務合同会社　まごころ保育園
※就業時間は相談可

長崎県壱岐市郷ノ浦町永田触２９８－１保育士

普通自動車免許一種
雇用期間の定めなし 不問
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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(シフト制)
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
(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 変形労働時間制(１年単位)

不問 (1) 8時15分～17時00分
790円～800円 の間の3～5.5時間

TEL 0920-47-6857 （従業員数 19人 ）
42081-　79601 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

850円～900円

TEL 025-255-4161 （従業員数 0人 ）
15010-　4158001 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～18時00分

800円～800円 の間の5～8時間

TEL 0920-47-1110 （従業員数 9人 ）
42081-　117301 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

TEL 0920-42-0225 （従業員数 8人 ）
42081-　125301 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

810円～850円 (2)13時00分～19時00分
(3)17時00分～00時00分

TEL 0946-21-8700 （従業員数 34人 ）
40150-　1162701 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～13時00分

790円～790円

TEL 0920-44-5310 （従業員数 1人 ）
42081-　129401 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

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

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)

庶務スタッフ/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)

不問

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)
※就業時間は選択可

販売員(郷ノ浦店)(パー
ト)

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）

不問

有限会社　中村たんぱく 豆腐・惣菜製造補助及び
配達(パート)

普通自動車免許一種 長崎県壱岐市石田町本村触１１８－７

雇用期間の定めなし 不問

有限会社　サダカタ商会
※就業時間及び週所定労働日
数は相談可

在庫管理事務(パート) 普通自動車免許一種 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）

不問

株式会社　マツオ ハーネス加工 長崎県壱岐市勝本町西戸触５１９－１

雇用期間の定めなし 不問

株式会社　壱岐工芸
※シニア応援求人

布団製造工 長崎県壱岐市郷ノ浦町田中触１２１１－４

雇用期間の定めなし 不問

富士建設工業　株式会社
※就業場所：壱岐市葬祭場内
(郷ノ浦町大浦触1020番地)

斎場業務員(長崎県壱岐
市)

普通自動車免許一種 新潟県新潟市北区島見町３３０７－１６

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

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・週労働日数相談可

長崎県壱岐市芦辺町芦辺浦１９６番地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
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