
2020/1/31

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 交替制あり
不問

176,000円～250,000円 7：00～21：00の間の
8時間程度

TEL 0920-45-1759 （従業員数 95人 ）

42081-   65701 正社員以外 就業場所長崎県壱岐市

月給
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

170,000円～180,000円

TEL 0920-45-4646 （従業員数 7人 ）

42081-   68501 正社員 就業場所長崎県壱岐市

月給
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

145,000円～160,000円

TEL 0920-45-0014 （従業員数 3人 ）

42081-   47901 正社員 就業場所長崎県壱岐市

月給 変形（1年単位）
不問 (1) 7時30分～16時30分

160,000円～200,000円 (2) 9時00分～18時00分
(3) 9時30分～18時30分
(4)16時45分～ 9時45分 TEL 0920-47-5623 （従業員数 143人 ）

42081-   49401 正社員 就業場所長崎県壱岐市

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)7時00分～16時00分

150,000円～160,000円 (2)9時30分～18時30分
(3)11時45分～20時45分
(3)16時45分～ 9時45分 TEL 0920-47-5623 （従業員数 143人 ）

42081-   55901 正社員 就業場所長崎県壱岐市

日給
不問 (1)8時00分～17時30分

6,400円～8,500円

TEL 0920-47-5207 （従業員数 4人 ）

42081-   69001 正社員 就業場所長崎県壱岐市

月給
18歳以上

160,000円～180,000円 11：00～23：00の間の
8時間程度

TEL 0920-44-8010 （従業員数 2人 ）

42081-   63101 正社員 就業場所長崎県壱岐市

月給
不問 (1)8時00分～16時30分

150,900円～174,300円

TEL 0920-47-1255 （従業員数 6人 ）

42081-   51501 正社員 就業場所長崎県壱岐市

三級自動車整備士

二級自動車整備士

株式会社　イオンストア九州
イオン壱岐店

有限会社　壱岐商運

株式会社昇運石油

社会医療法人　玄州会　介護
老人保健施設　光風

壱岐交通　株式会社

味処・ペンション　ふうりん

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

ガソリンスタンドスタッ
フ

中型自動車免許

普通自動車免許（ＡＴ
限定不可）

普通自動車免許

所在地・就業場所

水産契約社員 長崎県壱岐市芦辺町箱崎中山触２６０４－２

貨物トラック運転手 長崎県壱岐市芦辺町諸吉南触１１１７－１

雇用期間の定めなし 定年を上限

長崎県壱岐市芦辺町芦辺浦３２４

雇用期間の定めなし 定年を上限

看護職（正） 長崎県壱岐市郷ノ浦町東触１００６番地１

雇用期間の定めなし 不問

自動車整備士 長崎県壱岐市郷ノ浦町東触５７５－２

雇用期間の定めなし 不問
普通自動車免許（ＡＴ
限定不可）

長崎県壱岐市石田町本村触26

雇用期間の定めなし 法令の規定
により年齢
制限がある

看護師

准看護師

社会医療法人　玄州会　介護
老人保健施設　光風

介護職（介護福祉士） 介護福祉士 長崎県壱岐市郷ノ浦町東触１００６番地１

雇用期間の定めなし 定年を上限

アイワ防災工業株式会社 消防設備工事作業員 普通自動車免許（ＡＴ
限定不可）

長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触649-1

雇用期間の定めなし 不問

調理師
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2020/1/31

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 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)7時00分～13時00分

800円～1,200円 (2)7時00分～15時00分
(3)13時00分～19時00分
又は7時～19時の間の TEL 0920-47-1331 （従業員数 11人 ）

42081-   57401 正社員以外 8時間 就業場所長崎県壱岐市

時給 交替制あり
不問 (1)8時30分～17時00分

800円～820円 (2)7時30分～16時00分
(3)8時30分～11時00分

TEL 0920-47-1331 （従業員数 18人 ）

42081-   59801 正社員以外 就業場所長崎県壱岐市

月給
18歳以上 (1)14時00分～23時00分

155,000円～220,000円

TEL 0920-47-1290 （従業員数 5人 ）

42081-   58701 正社員 就業場所長崎県壱岐市

日給
45歳以下 (1)8時00分～17時00分

7,000円

TEL 0920-47-2463 （従業員数 7人 ）

42081-   66801 正社員 就業場所長崎県壱岐市

日給
45歳以下 (1)8時00分～17時00分

7,000円

TEL 0920-47-2463 （従業員数 7人 ）

42081-   67201 正社員 就業場所長崎県壱岐市

月給 交替制あり
不問 8：00～20：00の間の

160,000円～190,000円 8時間程度

TEL 0920-45-1194 （従業員数 8人 ）

42081-   46601 正社員 就業場所長崎県壱岐市

月給 交替制あり
不問 (1)8時00分～17時00分

190,000円～200,000円 (2)8時30分～17時30分

TEL 0920-47-0888 （従業員数 20人 ）

42081-   42201 正社員以外 就業場所長崎県壱岐市

日給 交替制あり
不問 (1)7時30分～16時30分

8,100円 (2)9時30分～18時30分

TEL 0920-47-0888 （従業員数 20人 ）

42081-   43501 正社員以外 就業場所長崎県壱岐市

不問

普通自動車免許（ＡＴ
限定不可）

調理師もしくは見習い 長崎県壱岐市郷ノ浦町東触１７１－１

雇用期間の定めなし

接客・事務（資材センタ
－）

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）

寿司割烹　魚よし

有限会社　藤尾

有限会社　馬渡水産

有限会社　壱岐保育園

有限会社　壱岐保育園

有限会社　藤尾 一般事務員 普通自動車免許（ＡＴ
限定不可）

長崎県壱岐市郷ノ浦町東触1602

雇用期間の定めなし キャリア形
成

一般作業員

不問

普通自動車免許（ＡＴ
限定不可）

接客・販売 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）

長崎県壱岐市郷ノ浦町東触1602

雇用期間の定めなし キャリア形
成

普通自動車免許（ＡＴ
限定不可）

壱岐市農業協同組合
※年度更新制

壱岐市農業協同組合
※年度更新制

保育士（産休・育休代
替）

長崎県壱岐市郷ノ浦町片原触８０－１

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

保育士

魚の調理 長崎県壱岐市芦辺町箱崎大左右触６９８－１８

雇用期間の定めなし 不問

看護師 長崎県壱岐市郷ノ浦町片原触８０－１

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

看護師

准看護師

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）

2



2020/1/31

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
18歳以上 (1)4時30分～6時30分

67,450円

TEL 0920-48-5511 （従業員数 10人 ）

42081-   61601 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

980円～1,600円 (2)13時00分～17時00分
(3)18時00分～22時00分
又は8時～22時の間の TEL 0920-45-4666 （従業員数 6人 ）

42081-   62901 パート労働者 2時間以上 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
(3)16時30分～21時30分
又は7：45～21：30の間の TEL 0920-45-1759 （従業員数 95人 ）

42081-   48101 パート労働者 5時間程度 就業場所長崎県壱岐市

時給 交替制あり
不問 (1)8時00分～13時00分

790円～790円 (2)12時00分～17時00分
又は8時～17時の間の
5時間程度 TEL 0920-45-1759 （従業員数 95人 ）

42081-   50201 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～16時00分

790円～800円 (2)9時00分～13時00分

TEL 0920-47-5623 （従業員数 143人 ）

42081-   56101 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

時給
18歳以上 (1)23時30分～8時30分

1,000円～1,000円

TEL 0920-47-0603 （従業員数 18人 ）

42081-   44001 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

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

長崎県壱岐病院
※就業時間及び週所定労働日
数は相談の上決定

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

壱岐マリーナホテル　株式会
社
※月15日勤務もしくは週2日
勤務のいずれか選択

ナイトフロント 長崎県壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦２０５－１

雇用期間の定めなし 法令の規定
により年齢
制限がある

吉野農園
※2月は休みとなります。

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

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

惣菜調理員 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）

不問

社会医療法人　玄州会　介護
老人保健施設　光風
※年度更新制

介護職（パート） 長崎県壱岐市郷ノ浦町東触１００６番地１

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

株式会社　ＫＩＮＤ　訪問介
護カインド　壱岐事業所

介護（訪問介護員） 介護職員初任者研修修
了者、ホ－ムヘルパ－2
級、介護福祉士、看護
師、准看護師いずれか
の免許、資格所持で可
・普通自動車免許

長崎県壱岐市芦辺町諸吉大石触３９７番地

雇用期間の定めなし 不問

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）

不問

有限会社　エリアサービス壱
岐
※令和2年4月より採用予定

朝刊新聞配達員 原動機付自転車免許
（50ｃｃ）

長崎県壱岐市石田町石田西触６３０－６

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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2020/1/31

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 (1)8時30分～13時30分

851円～851円
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
8時半～17時の間の
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 (1)9時00分～13時00分

800円

TEL 0920-47-3737 （従業員数 54人 ）

42081-　72401 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

時給
不問 (1)6時00分～10時00分

800円 (2)10時30分～14時30分
(3)16時30分～21時30分

TEL 0920-47-3737 （従業員数 54人 ）

42081-71101 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～820円 (2)8時30分～12時00分
(3)8時00分～12時00分

TEL 0920-47-0417 （従業員数 53人 ）

42081-　70901 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

時給
59歳以下

800円～820円 8：30～18：00の間の
6時間以上

TEL 0920-45-2003 （従業員数 6人 ）

42081-　75201 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

川添石油　株式会社 ガソリンスタンド販売員 普通自動車免許（AT限
定不可）

長崎県壱岐市芦辺町瀬戸浦55

雇用期間の定めなし 定年を上限

株式会社　太安閣 サ－ビス及び接客（レス
トラン）

長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触760-1

雇用期間の定めなし 不問

株式会社クラカタ商事　壱岐
支店
※週1～2日の勤務も可能

清掃作業員 長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触477-2

雇用期間の定めあり
（４ヵ月以上）

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・休日等の相談可

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　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 不問

株式会社　ヤマグチ 店内販売員（鮮魚部） 普通自動車免許（AT限
定不可）

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 普通自動車免許（AT限
定不可）

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

長崎県壱岐病院 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
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