
求人者名 職種 年齢 賃金 必要な免許資格

医療事務 不問 月給
ＴＥＬ 0920-45-4825

不問 145,000円～190,000円 従業員数 5人

42081- 331001 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

警備員 18歳以上 日給 イオン壱岐店２階
ＴＥＬ 080-1777-3778

法令の規定により 6,400円～7,000円 従業員数 6人
年齢制限がある

42081- 329701 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市

エリア社員(正)
壱岐店 35歳以下 月給 ビルＳ館４階

ＴＥＬ 092-433-0663

キャリア形成 180,000円～190,000円 従業員数 30人

40010- 25350401 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

営業職（壱岐支店） 不問 月給
ＴＥＬ 0942-53-0333

不問 146,000円～210,000円 従業員数 7人

40140- 1947001 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

アイスクリーム製造 不問 月給
ＴＥＬ 0920-47-0239

不問 145,000円～160,000円 従業員数 9人

42081- 311701 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

ガソリンスタンドスタッフ 不問 時給
ＴＥＬ 090-6292-0838

不問 1,000円～1,000円 従業員数 8人

42081- 315001 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市

一般事務 35歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-40-0228

キャリア形成 153,000円～180,000円 従業員数 1人

42081- 316301 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

配管工 45歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-47-1044

キャリア形成 163,000円～173,000円 従業員数 7人

42081- 317601 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

有限会社　壱岐設備工業所
※就業場所：壱岐市内各現場

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市郷ノ浦町柳田触５５７－１

(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

ＫＴＡＸ株式会社 長崎県壱岐市石田町印通寺浦４６９－４６

(1) 9時00分～18時00分

雇用期間の定めなし

オランダフ－ズ　株式会社
※パート希望の方、応相談

変形労働時間制(1年単位) 長崎県壱岐市郷ノ浦町片原触１５５１

(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

長崎県壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦１２２－６９

危険物取扱者(乙種)
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
(2) 9時00分～18時00分

※パート希望の方も応募可 雇用期間の定めなし

株式会社　あぶらや
※就業場所：壱岐店もしくは
住吉神社前スタンドにて就業

変形労働時間制(1年単位)

ヤンマーアグリジャパン株式
会社　九州支社
※就業場所：壱岐支店

変形労働時間制(1年単位)

普通自動車免許一種

福岡県筑後市大字一条５３５番地２

(1) 9時00分～17時40分

(石田町本村触38-1) 雇用期間の定めなし

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)

交替制(シフト制)

普通自動車免許一種

福岡県福岡市博多区博多駅東２-１０-１第一福岡

(1) 8時30分～17時30分
(2)11時15分～20時15分

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

壱岐商業開発株式会社
※就業場所：壱岐市内各現場
※シニア応援求人

所在地・就業場所就業時間

あしべクリニック 長崎県壱岐市芦辺町芦辺浦６０６－１

(1) 8時30分～17時30分
(2) 8時30分～12時30分

長崎県壱岐市芦辺町箱崎中山触２６０４－２

(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし
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求人者名 職種 年齢 賃金 必要な免許資格 所在地・就業場所就業時間

介護職員 不問 月給
ＴＥＬ 0920-43-0888

不問 135,000円～219,000円 従業員数 108人

42081- 318901 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

型枠大工 不問 日給
ＴＥＬ 0920-47-5018

不問 7,500円～9,000円 従業員数 33人

42081- 319101 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

土木作業員 不問 日給
ＴＥＬ 0920-45-3113

不問 8,000円～10,000円 従業員数 17人

42081- 320801 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市

水産養殖作業
（操船及び作業員） 59歳以下 月給

ＴＥＬ 0920-45-0385

定年を上限 150,000円～160,000円 従業員数 12人

42081- 321201 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

介護職員 不問 月給
ＴＥＬ 0920-43-0107

不問 134,900円～134,900円 従業員数 88人

42081- 323001 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市

惣菜スタッフ
（長崎県壱岐市） 不問 時給

ＴＥＬ 0920-47-2552

不問 850円～850円 従業員数 12人

40062- 1960901 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市

一般事務（総合職） 不問 月給
ＴＥＬ 0920-47-1184

不問 140,000円～160,000円 従業員数 8人

42081- 310401 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

ガソリンスタンドスタッフ 不問 月給
ＴＥＬ 090-6292-0838

不問 179,900円～196,000円 従業員数 8人

42081- 304801 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

株式会社　あぶらや
※就業場所：壱岐店・住吉神
社前スタンド・壱岐支店

変形労働時間制(1年単位)

危険物取扱者(乙種)
普通自動車免許一種

長崎県壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦１２２－６９

(1) 8時00分～17時00分

(レンタカー) 雇用期間の定めなし

有限会社　日高水道工事店

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市郷ノ浦町永田触７３６番地

(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

社会福祉法人　壱心会
特別養護老人ホーム
壱岐のこころ

変形労働時間制(1ヶ月単 長崎県壱岐市勝本町布気触９４８－１

(1) 7時45分～16時45分
(2) 9時00分～18時00分

雇用期間の定めなし

長崎県壱岐市郷ノ浦町東触７５８番地１

(1) 7時00分～16時00分

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

(3)10時30分～19時30分
(4)16時45分～ 9時45分

東洋食品　株式会社
※就業場所：エレナ壱岐郷ノ
浦FC店内

変形労働時間制(1ヶ月単

壱岐東部漁業協同組合

小型船舶操縦士
普通自動車免許一種

長崎県壱岐市芦辺町諸吉本村触１３４２－１４

(1) 8時30分～17時30分

雇用期間の定めなし

壱岐土木工業　株式会社 変形労働時間制(1年単位)

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市芦辺町中野郷本村触８００番地

(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

医療法人　協生会
介護老人保健施設　壱岐

変形労働時間制(1ヶ月単

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市勝本町本宮南触２３６

(1) 8時30分～17時15分
(2) 7時30分～16時15分

雇用期間の定めなし

長崎県壱岐市郷ノ浦町柳田触１４２

普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

(3)10時30分～19時15分
(4)17時00分～ 9時00分

平尾建設株式会社 変形労働時間制(1年単位)
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求人者名 職種 年齢 賃金 必要な免許資格 所在地・就業場所就業時間

販売員（郷ノ浦店） 不問 時給
ＴＥＬ 0946-21-8700

不問 865円～900円 従業員数 34人

40150- 3769201 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

アイスクリーム製造 不問 時給
ＴＥＬ 0920-47-0239

不問 800円～850円 従業員数 9人

42081- 312801 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

農作業員 不問 時給
ＴＥＬ 080-1772-7208

不問 790円～900円 従業員数 2人

42081- 313201 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

電線の端末加工
（ハ－ネス加工） 不問 時給

ＴＥＬ 0920-42-0225

不問 790円～940円 従業員数 13人

42081- 322501 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

ホ－ルスタッフ 不問 時給
ＴＥＬ

不問 800円～1,000円 従業員数 3人

42081- 324301 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

品出し業務／壱岐店 不問 時給 第一福岡ビルＳ館 階
ＴＥＬ 092-433-0663

不問 855円～855円 従業員数 30人

40010- 24294501 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

サービス及び接客
（レストラン） 不問 時給

ＴＥＬ 0920-47-3737

不問 800円～800円 従業員数 54人

42081- 308301 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

客室清掃 不問 時給
ＴＥＬ 0920-47-3737

不問 800円～800円 従業員数 54人

42081- 309601 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

株式会社　太安閣
※採用日：5/16以降

長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触７６０－１

(1) 9時00分～13時00分

雇用期間の定めなし

株式会社　太安閣
※採用日：5/16以降

長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触７６０－１

(1) 6時00分～10時00分
(2)10時30分～14時30分

雇用期間の定めなし (3)16時30分～21時30分

シェフのごはん柳田
※シニア応援求人

長崎県壱岐市郷ノ浦町柳田触４５９－５

(1)11時00分～14時00分
の間の2時間程度

雇用期間の定めなし

福岡県福岡市博多区博多駅東２－１０－１ 第一

(1) 8時00分～12時00分

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

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)

株式会社　マツオ 長崎県壱岐市勝本町西戸触５１９－１

(1) 9時15分～16時00分

雇用期間の定めなし

野中農園株式会社 長崎県壱岐市芦辺町住吉前触６９２

(1) 8時00分～10時00分
(2)15時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

福岡県朝倉市一ツ木１１４８－１

(1) 8時30分～14時30分
(2)13時00分～19時00分

長崎県壱岐市郷ノ浦町片原触１５５１

(1) 8時00分～17時00分
の間の4～8時間

雇用期間の定めなし

(郷ノ浦町田中触955-1) 雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

(3)17時00分～00時00分

オランダフ－ズ　株式会社
※就業時間相談可

株式会社
ドラッグストアモリ
※就業場所：郷ノ浦店
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求人者名 職種 年齢 賃金 必要な免許資格 所在地・就業場所就業時間

受付事務(パートタイム
会計年度任用職員） 不問 月給

ＴＥＬ 0920-47-1131

不問 118,323円～175,226円 従業員数 250人

42081- 306501 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

事務員 不問 時給
ＴＥＬ 0920-44-5826

不問 800円～850円 従業員数 20人

42081- 332301 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

薬剤師
(そうごう薬局　壱岐店) 不問 時給 ンタービル１６Ｆ

ＴＥＬ 092-762-3050

不問 2,300円～2,500円 従業員数 9人

40010- 23239601 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

商品配達および管理業務 不問 時給
ＴＥＬ 0920-45-2218

不問 850円～850円 従業員数 5人

42081- 250801 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

ガソリンスタンド販売員 59歳以下 時給
ＴＥＬ 0920-45-2003

定年を上限 800円～820円 従業員数 6人

42081- 253001 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

看護師・准看護師 不問 時給
ＴＥＬ 0920-47-0023

不問 1,100円～1,300円 従業員数 140人

42081- 257101 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

お弁当・お惣菜の販売 不問 時給
ＴＥＬ 0920-45-4777

不問 800円～850円 従業員数 3人

42081- 260501 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

郵便貨物配送業務 不問 日給
ＴＥＬ 0920-47-1255

不問 8,000円～8,000円 従業員数 46人

42081- 325601 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

新鮮魚類　吉祥

普通自動車免許ＡＴ

長崎県壱岐市芦辺町瀬戸浦１５０－２

(1) 9時00分～14時00分
(2)17時00分～21時00分

雇用期間の定めなし 又は8時00分～21時00分
の間の5～8時間程度

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)

交替制(シフト制)

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市芦辺町瀬戸浦５５

(1) 8時30分～18時00分
の間の6～8時間

瀬戸浦SS(芦辺町瀬戸浦55) 雇用期間の定めなし

長崎県壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦１５－３

看護師
准看護師

(1) 8時30分～12時30分
(2)13時00分～19時00分

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

又は8時30分～17時00分
の間の2時間以上

社会医療法人　玄州会
光武内科循環器科病院
※就業時間は相談可

中央福岡ヤクルト販売　株式
会社　壱岐営業所

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市芦辺町瀬戸浦５７３番地

(1) 8時30分～15時00分
(2) 8時30分～16時00分

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

(3) 8時30分～17時00分

総合メディカル　株式会社
※就業場所：そうごう薬局
壱岐店

変形労働時間制(1ヶ月単

薬剤師

福岡県福岡市中央区天神２丁目１４－８福岡天神

(1) 8時30分～18時00分
の間の5時間程度

(郷ノ浦町志原西触20-5) 雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

長崎県壱岐病院 交替制(シフト制) 長崎県壱岐市郷ノ浦町東触１６２６番地

(1) 8時30分～17時15分
の間の7時間

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

長崎県壱岐市石田町筒城東触１７３０

普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時00分～14時30分
(2)10時30分～17時00分

雇用期間の定めなし

株式会社　玄海交通
※就業時間は相談可

交替制(シフト制)

壱岐交通　株式会社

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市郷ノ浦町東触５７５－２

(1) 6時00分～16時00分

雇用期間の定めなし
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