
求人者名 職種 年齢 賃金 必要な免許資格

設備工事作業員
・土木作業員 不問 月給

ＴＥＬ 0920-43-0657

不問 180,000円～250,000円 従業員数 4人

42081- 506701 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

運輸付帯サ－ビス 18歳以上 日給
ＴＥＬ 0920-47-0003

法令の規定により 8,000円～8,000円 従業員数 15人

年齢制限がある
42081- 509501 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市

損害保険・生命保険
代理業 59歳以下 月給

ＴＥＬ 092-584-0100

定年を上限 180,000円～350,000円 従業員数 3人

40180- 9189801 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

配送 不問 月給
ＴＥＬ 0920-47-2670

不問 180,000円～200,000円 従業員数 15人

42081- 492801 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

調理及び調理補助（正） 不問 月給
ＴＥＬ 03-6709-9562

不問 210,000円～400,000円 従業員数 2人

42081- 498901 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

現場作業員 40歳以下 日給
ＴＥＬ 0920-47-1911

キャリア形成 7,500円～8,500円 従業員数 10人

42081- 488301 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

農業技術者 44歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-40-0172

キャリア形成 180,000円～250,000円 従業員数 9人

42081- 489601 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

廃棄物収集作業員 40歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-47-3300

キャリア形成 206,500円～281,500円 従業員数 3人

42081- 494501 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

所在地・就業場所就業時間

株式会社　協栄設備工業

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市勝本町本宮南触３７１－１

(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

九州郵船株式会社　壱岐支店
※応募締切:7/22(水)迄
※採用日:8/1～

変形労働時間制(1ヶ月単位)

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦２８１－６

(1) 6時00分～18時00分
の間の2～8時間

※深夜勤務及び夜間当直勤務
あり

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

株式会社　ソリッド
※就業場所：芦辺町諸吉大石
触501-2

交替制(シフト制) 福岡県春日市上白水４丁目６３

(1) 9時00分～18時00分

雇用期間の定めなし

株式会社　昇運
※就業場所：郷ノ浦営業所

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触２４５

(1) 8時30分～17時30分

雇用期間の定めなし

海里合同会社　海里村上 変形労働時間制(1年単位)

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市勝本町立石西触１１９－２

(1) 6時00分～22時00分
の間の8時間程度

雇用期間の定めなし

株式会社　中央工建

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市郷ノ浦町田中触９５５番地１

(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

株式会社　壱岐の潮風

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市勝本町本宮南触１４８番地

(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東触６６７番地２

普通自動車免許一種
準中型自動車免許

(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

竹原清備株式会社 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

一般作業員 不問 日給
ＴＥＬ 0920-43-0856

不問 7,000円～10,500円 従業員数 7人

42081- 496301 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

支援員 不問 月給
ＴＥＬ 0920-45-0051

不問 150,800円～182,480円 従業員数 30人

42081- 462001 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

自動車整備士 不問 月給
ＴＥＬ 0920-47-1255

不問 145,900円～162,300円 従業員数 6人

42081- 463301 正社員 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- 469801 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市

土木技術者 64歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-45-0196

定年を上限 180,000円～230,000円 従業員数 20人

42081- 470301 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

調理員 不問 月給
ＴＥＬ 0920-43-0107

不問 134,900円～134,900円 従業員数 88人

42081- 475701 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市

看護師 不問 月給
ＴＥＬ 0920-47-0023

不問 198,000円～368,000円 従業員数 140人

42081- 477201 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

ＴＥＬ 0920-47-2463

7,000円～7,000円 従業員数 7人

42081- 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

有限会社　クラコウ

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市勝本町本宮仲触９９６

(1) 8時00分～17時30分

雇用期間の定めなし

社会福祉法人　和光会
(障害者支援施設　希望の丘)

変形労働時間制(1ヶ月単位) 長崎県壱岐市芦辺町箱崎大左右触２３２０－３

(1) 8時00分～17時00分
(2) 7時00分～16時00分

※就業時間相談可 雇用期間の定めなし (3) 9時00分～18時00分
(4)11時00分～20時00分
(5)16時00分～翌9時00分

壱岐交通　株式会社
※就業場所：郷ノ浦町東触
1120

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市郷ノ浦町東触５７５－２

(1) 8時00分～16時30分

雇用期間の定めなし

長崎県壱岐市芦辺町瀬戸浦５５

普通自動車免許一種

の間の8時間程度

(1) 8時00分～17時00分
(2) 9時00分～18時00分

・瀬戸浦SS(芦辺町瀬戸浦55) 雇用期間の定めなし (3)10時00分～19時00分
叉は8時00分～20時00分

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)

変形労働時間制(1ヶ月単位)

株式会社　岡本組 変形労働時間制(1年単位)

普通自動車免許一種
1級土木施工管理技士

長崎県壱岐市芦辺町諸吉二亦触５６０番地２

(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ヶ月単位) 長崎県壱岐市勝本町布気触９４８－１

(1) 6時30分～15時30分
(2) 7時30分～16時30分

※パート勤務希望の方、応募
可

雇用期間の定めなし (3) 8時45分～17時45分
(4)10時30分～19時30分

社会医療法人 玄州会
光武内科循環器科病院

変形労働時間制(1ヶ月単位)

看護師

長崎県壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦１５－３

(1) 8時30分～17時00分
(2)16時30分～ 9時00分

※就業時間相談可 雇用期間の定めなし

長崎県壱岐市郷ノ浦町東触１６０２

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
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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

縫製工 不問 時給
ＴＥＬ 0920-44-5786

不問 790円～800円 従業員数 27人

42081- 513401 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- 502601 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

介護（訪問介護員） 不問 時給
ＴＥＬ 0920-45-4666

不問 980円～1,600円 従業員数 6人

42081- 507801 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

接客 不問 時給
ＴＥＬ 0920-47-0879

不問 800円～800円 従業員数 5人

42081- 495001 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

調理及び調理補助 不問 時給
ＴＥＬ 03-6709-9562

不問 900円～1,200円 従業員数 2人

42081- 499101 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

事務（パート） 不問 時給
ＴＥＬ 0920-47-1987

不問 790円～850円 従業員数 67人

42081- 490401 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- 465901 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

レジ係 不問 時給
ＴＥＬ 0920-45-1759

不問 850円～850円 従業員数 95人

42081- 467401 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

ソーイングＩＫＩ
※就業時間は応相談

長崎県壱岐市石田町石田西触１２８５－１

(1) 8時30分～12時30分
(2)13時00分～17時00分

雇用期間の定めなし (3) 8時30分～15時00分

株式会社　太安閣 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

長崎県壱岐市芦辺町諸吉大石触３９７番地看護師
准看護師
介護福祉士
ホームヘルパー2級
介護職員初任者研修修
了者の間の2～8時間

(1) 8時00分～12時00分
(2)13時00分～17時00分

※シニア応援求人 雇用期間の定めなし (3)18時00分～22時00分
又は8時00分～22時00分

株式会社　ＫＩＮＤ
訪問介護カインド
壱岐事業所

福寿飯店
※就業時間は相談可

普通自動車免許ＡＴ

長崎県壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦１３１

(1)17時00分～21時30分

雇用期間の定めなし

海里合同会社　海里村上
※就業時間相談可

交替制(シフト制)

普通自動車免許ＡＴ

長崎県壱岐市勝本町立石西触１１９－２

(1) 6時00分～22時00分
の間の8時間程度

雇用期間の定めなし

株式会社イチヤマ
※就業時間は相談可

交替制(シフト制) 長崎県壱岐市郷ノ浦町東触５６７－２

(1) 8時00分～22時00分
の間の4～8時間

雇用期間の定めなし

長崎県壱岐市芦辺町瀬戸浦５７３番地

普通自動車免許一種

(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

中央福岡ヤクルト販売
株式会社　壱岐営業所

株式会社　イオンストア九州
イオン壱岐店

交替制(シフト制) 長崎県壱岐市芦辺町箱崎中山触２６０４－２

(1) 7時45分～12時45分
(2)15時00分～20時00分

※就業時間は相談可 雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

(3)16時30分～21時30分
又は7時45分～21時30分
の間の5時間程度
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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

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- 468701 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

介護職（パート） 不問 時給
ＴＥＬ 0920-47-5623

不問 790円～800円 従業員数 143人

42081- 482401 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

ホールスタッフ 不問 時給
ＴＥＬ 0920-47-0507

不問 800円～850円 従業員数 5人

42081- 485201 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

精肉加工販売／壱岐市 69歳以下 時給
ＴＥＬ 0920-47-3343

定年を上限 800円～850円 従業員数 10人

40010- 35752201 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

ル－ト集配員 不問 日給
ＴＥＬ 0920-47-0478

不問 2,300円～2,300円 従業員数 1人

42081- 457901 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

接客
（ペンション・海の家） 不問 時給

ＴＥＬ 0920-44-6666

不問 800円～800円 従業員数 4人

42081- 449901 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

ホールスタッフ 不問 時給
ＴＥＬ 0920-47-1233

不問 850円～850円 従業員数 1人

42081- 451801 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

店内販売員(鮮魚部) 59歳以下 時給
ＴＥＬ 0920-47-5560

定年を上限 800円～900円 従業員数 50人

42081- 504101 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

洋食と珈琲の店　トロル
※就業時間相談可

長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触５２６番地

(1)11時00分～15時00分
の間の2～4時間程度

雇用期間の定めなし

株式会社　シ－ガルイン 長崎県壱岐市石田町筒城東触１５３１－１

(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

古川寝具レンタルサービス

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触６７９

(1)12時30分～14時30分

雇用期間の定めなし

株式会社　エル三和
※就業場所：スーパーイチヤ
マ内

変形労働時間制(1ヶ月単位) 長崎県壱岐市郷ノ浦町東触５６７－２

(1) 8時00分～17時00分
の間の7時間程度

雇用期間の定めなし

有限会社　弦観光
壱岐牛・和牛　弦
※就業時間は相談可

交替制(シフト制) 長崎県壱岐市郷ノ浦町片原触４４１

(1)11時00分～14時00分
(2)18時00分～22時00分

雇用期間の定めなし

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

社会医療法人　玄州会
介護老人保健施設　光風

長崎県壱岐市郷ノ浦町東触１００６番地１

(1) 9時00分～16時00分
(2) 9時00分～13時00分

※就業時間は相談可 雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

株式会社　ヤマグチ

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市郷ノ浦町永田触２６８番地

(1) 8時00分～13時00分

雇用期間の定めなし
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