
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

時給 変形労働時間制(1ヶ月単位)

不問 (1) 7時30分～17時30分
790円～790円 (2) 7時30分～18時30分

(3) 8時00分～18時00分
TEL 0920-44-6177 （従業員数 19人 ）

42040- 1512301 正社員以外 就業場所長崎県壱岐市

月給 変形労働時間制(1ヶ月単位)

不問 (1) 8時30分～17時30分
135,000円～135,000円 (2) 9時00分～18時00分

TEL 092-762-3050 （従業員数 10人 ）

40010- 15299101 正社員以外 就業場所長崎県壱岐市

月給
59歳以下 (1) 8時15分～17時15分

152,100円～152,100円

TEL 0920-43-0107 （従業員数 88人 ）

42081-  189201 正社員 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

6,400円～6,800円 (2)10時00分～19時00分
(3)12時00分～21時00分

TEL 0920-47-5868 （従業員数 5人 ）

42081-  186401 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

190,000円～190,000円 (2)10時00分～19時00分
(3)11時30分～20時30分

TEL 0920-47-1166 （従業員数 70人 ）

42081-  187701 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)
40歳以下 (1) 7時20分～17時30分

156,000円～156,000円 (2) 7時20分～20時20分
(3) 6時00分～19時00分

TEL 0920-44-5015 （従業員数 10人 ）

42081-  179701 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-  180501 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30分～17時00分

6,000円～6,000円

TEL 0920-47-1255 （従業員数 6人 ）

42081-  181001 正社員以外 就業場所長崎県壱岐市

所在地・就業場所

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１７２４

一般事務(調剤薬局)/そう
ごう薬局　壱岐店

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

雇用期間の定めあり(４ヶ
月以上)

不問

普通自動車免許AT

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

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

長崎県壱岐市勝本町布気触９４８－１介護福祉士
普通自動車免許一種

雇用期間の定めなし 定年を上限

フロントアイランド壹岐　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 不問

作業療法士・理学療法士社会福祉法人　光風会
特別養護老人ホーム　光の苑

長崎県壱岐市郷ノ浦町志原西触１０６６番地１作業療法士
理学療法士

雇用期間の定めなし 不問

運輸附帯サービス壱岐海陸運送　株式会社 長崎県壱岐市石田町印通寺浦１９６普通自動車免許一種

雇用期間の定めなし キャリア形
成

縫製工株式会社　三協 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

一般事務（産休・育休代
替）

壱岐交通　株式会社
※就業場所：郷ノ浦町東触
1120

長崎県壱岐市郷ノ浦町東触５７５－２普通自動車免許一種

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

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

月給
59歳以下 (1) 8時00分～17時00分

150,000円～200,000円 (2) 8時00分～17時30分

TEL 0920-47-0711 （従業員数 16人 ）

42081-  182301 正社員 就業場所長崎県壱岐市

日給
不問 (1) 8時00分～17時00分

5,925円～5,925円

TEL 0920-47-5018 （従業員数 33人 ）

42081-  193901 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)
59歳以下 (1) 9時00分～18時00分

180,000円～230,000円

TEL 0920-42-0759 （従業員数 15人 ）

42081-  171201 正社員 就業場所長崎県壱岐市

日給 変形労働時間制(1ヶ月単位)

18歳以上 (1) 6時00分～18時00分
8,000円～8,000円 の間の2～8時間

TEL 0920-47-0003 （従業員数 15人 ）

42081-  191301 正社員以外 就業場所長崎県壱岐市

月給
不問 (1) 7時30分～15時00分

134,100円～200,000円 (2) 7時30分～10時00分

TEL 0920-45-2350 （従業員数 18人 ）

42081-  169101 正社員以外 就業場所長崎県壱岐市

日給 交替制(シフト制)
不問 (1) 5時00分～13時45分

6,400円～6,400円 (2) 8時30分～17時15分

TEL 0920-47-1131 （従業員数 250人 ）

42081-  197801 正社員以外 就業場所長崎県壱岐市

日給
不問 (1) 8時00分～17時00分

7,500円～9,000円

TEL 0920-43-0117 （従業員数 7人 ）

42081-  162801 正社員 就業場所長崎県壱岐市

月給
不問 (1) 8時00分～17時00分

145,000円～160,000円

TEL 0920-48-1771 （従業員数 10人 ）

42081-  164501 正社員 就業場所長崎県壱岐市

真珠養殖作業員（正）有限会社　山内真珠 長崎県壱岐市郷ノ浦町坪触２１０１番地普通自動車免許AT

雇用期間の定めなし 定年を上限

経理事務平尾建設株式会社 長崎県壱岐市郷ノ浦町柳田触１４２普通自動車免許一種

雇用期間の定めなし 不問

カフェ・アウトドアス
タッフ

ＩＫＩ　ＰＡＲＫ　ＭＡＮＡ
ＧＥＭＥＮＴ　株式会社

長崎県壱岐市勝本町東触２６６８番地３
壱岐イルカパーク＆リゾート

普通自動車免許AT

雇用期間の定めなし 定年を上限

運輸付帯サービス九州郵船株式会社　壱岐支店
※深夜勤務・夜間当直勤務あ
り

長崎県壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦２８１－６普通自動車免許一種

雇用期間の定めあり(４ヶ
月以上)

法令の規定
により年齢
制限がある

定置作業員箱崎漁業協同組合 長崎県壱岐市芦辺町瀬戸浦１７１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

給食業務長崎県壱岐病院 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)

不問

土木作業員有限会社トウケン工業
※就業場所：トウケン工業
土木部(勝本町本宮仲触2)

長崎県壱岐市勝本町布気触２８９番地普通自動車免許一種

雇用期間の定めなし 不問

事務職員社会福祉法人　結の会
※応募締切：3/20(金)17時迄

長崎県壱岐市郷ノ浦町坪触３０９９番地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 変形労働時間制(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

TEL 0920-47-3343 （従業員数 9人 ）

40010-14155201 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～800円

TEL 0920-47-5868 （従業員数 5人 ）

42081-  185101 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)
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-  178401 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

6,950円～6,950円

TEL 0920-44-6114 （従業員数 7人 ）

42081-  176901 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～12時00分

790円～790円 (2) 7時30分～12時30分
(3) 7時30分～11時30分
又は7時00分～17時00分 TEL 0920-45-1759 （従業員数 95人 ）

42081-  172501 パート労働者 の間の4時間程度 就業場所長崎県壱岐市

時給 交替制(シフト制)
不問 (1)10時00分～16時00分

800円～850円

TEL 0920-42-0759 （従業員数 15人 ）

42081-  173001 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

1,200円～1,400円 の間の4～8時間

TEL 080-4325-3677 （従業員数 0人 ）

42081-  143101 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

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

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 不問

現場労務作業壱岐栽培センター 長崎県壱岐市郷ノ浦町大島１１６８番地

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
※就業時間及び週労働日数は
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

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

カフェスタッフＩＫＩ　ＰＡＲＫ　ＭＡＮＡ
ＧＥＭＥＮＴ　株式会社

長崎県壱岐市勝本町東触２６６８番地３
壱岐イルカパーク＆リゾート

普通自動車免許AT

雇用期間の定めなし 不問

県立学校会計年度任用職
員（看護師）

長崎県立虹の原特別支援学校
※就業場所：壱岐分校
(郷ノ浦町本村触589　盈科小
学校内)

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

看護師または准看護師
（パート）

しらかわ内科クリニック
※就業時間は相談可

長崎県壱岐市芦辺町諸吉仲触４番１号看護師
准看護師

雇用期間の定めなし 不問

一般食料品担当者株式会社　イオンストア九州
イオン壱岐店
※就業時間相談可

長崎県壱岐市芦辺町箱崎中山触２６０４－２

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 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
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～ 0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 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
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

日給
不問 (1) 8時30分～17時15分

6,950円～7,620円 (2) 9時30分～18時15分

TEL 0920-45-1202 （従業員数 56人 ）

42081-  196701 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) 9時00分～18時00分

850円～950円 の間の5時間程度

TEL 0944-87-8229 （従業員数 3人 ）

40051- 539401 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) 7時45分～16時30分

6,950円～7,270円 (2) 9時00分～17時45分

TEL 0920-43-0049 （従業員数 51人 ）

42081-　194101 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

時給
不問 (1)13時00分～18時00分

826円～826円

TEL 0920-47-1131 （従業員数 250人 ）

42081- 198201 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

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

配達の補助、清掃作業、
軽作業、組み立て作業

後藤家具物産　株式会社
※就業場所：大川家具
(芦辺町中野郷西触469-2)
※就業時間は応相談

福岡県大川市下青木２０３－１普通自動車免許AT

雇用期間の定めなし 不問

商品配達および管理業務中央福岡ヤクルト販売　株式
会社　壱岐営業所

長崎県壱岐市芦辺町瀬戸浦５７３番地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

長崎県壱岐病院 給食業務(パート) 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

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

調理員壱岐市役所
※就業場所：壱岐市立老人
ホーム

長崎県壱岐市勝本町本宮南触１３２３番地７

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

幼稚園補助員壱岐市教育委員会
※就業場所：壱岐市内幼稚園

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

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
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