
求人者名 職種 年齢 賃金 必要な免許資格

一般事務
不問 日給

雇用期間の定めあり ＴＥＬ 0920-44-6112

不問 6,950円～6,950円 従業員数 3人

42081- 297301 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市

栄養士(正・郷ノ浦店
（地域専任職） 35歳以下 月給

ＴＥＬ 0946-21-8700

キャリア形成 176,000円～238,000円 従業員数 29人

40150- 3320401 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

一般事務（会計事務） 59歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-45-0385

定年を上限 140,000円～150,000円 従業員数 11人

42081- 295501 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

加工・製造 不問 時給
ＴＥＬ 0920-47-5671

不問 790円～790円 従業員数 0人

42081- 296001 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

店舗社員
(壱岐・対馬エリア) 不問 月給

＜急募＞ ＴＥＬ 0120-985-922

不問 145,000円～250,000円 従業員数 48人

41010- 5120801 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

介護職（介護福祉士） 59歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-47-5623

定年を上限 150,000円～160,000円 従業員数 143人

42081- 290101 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

介護職員 64歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-48-4020

定年を上限 145,000円～190,000円 従業員数 62人

42081- 283401 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 150,900円～174,300円 従業員数 6人

42081- 284701 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

※採用日:5/1～ （４ヶ月以上）

株式会社
ドラッグストアモリ
※就業場所：郷ノ浦店

変形労働時間制(1ヶ月単位)

所在地・就業場所就業時間

壱岐市農業機械銀行振興会
※就業場所：壱岐市役所　石
田庁舎

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市石田町石田西触１２９０

(1) 8時30分～17時15分

栄養士
普通自動車免許一種

福岡県朝倉市一ツ木１１４８－１

(1) 8時30分～17時45分
(2)15時30分～00時00分

(郷ノ浦町田中触955-1) 雇用期間の定めなし 叉は8時30分～00時00分
の間の8時間

壱岐東部漁業協同組合

普通自動車免許AT

長崎県壱岐市芦辺町諸吉本村触１３４２－

(1) 8時30分～17時30分
(2) 8時30分～12時00分

雇用期間の定めなし

ビストロ　まさなお
※就業場所：壱岐味噌工房
(郷ノ浦町志原西触21-8)

長崎県壱岐市郷ノ浦町大原触女鳥４６６

(1) 7時00分～16時00分
(2) 8時00分～17時00分

※採用日：R2/8月～
※就業時間相談可

雇用期間の定めなし

ダイレックス　株式会社
※就業場所：壱岐店・美津島
店・対馬店

変形労働時間制(1ヶ月単位) 佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬９３０

(1) 7時00分～16時00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１００６番地１

介護福祉士

(1) 7時00分～16時00分
(2) 9時30分～18時30分

雇用期間の定めなし (3)11時45分～20時45分
(4)16時45分～ 9時45分

(3)13時00分～22時00分
叉は7時00分～22時00分
の間の8時間程度

社会医療法人　玄州会
介護老人保健施設　光風

変形労働時間制(1年単位)

長崎県壱岐市芦辺町箱崎大左右触２２７２

(1) 8時00分～17時00分
(2)10時00分～19時00分

雇用期間の定めなし (3)13時00分～22時00分
(4)22時00分～翌8時00分

社会福祉法人　博愛会
特別養護老人ホーム
ハッピーヒルズ（幸せの丘）

変形労働時間制(1ヶ月単

介護福祉士

壱岐交通　株式会社
※就業場所：郷ノ浦町東触
1120

自動車整備士３級
自動車整備士２級
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
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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

看護師または准看護師 不問 月給
ＴＥＬ 0920-44-5022

不問 170,000円～230,000円 従業員数 9人

42081- 285801 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

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- 286201 正社員 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- 287501 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

営業窓口事務
(壱岐営業所) 不問 月給

ＴＥＬ 0920-47-0511

不問 140,000円～150,000円 従業員数 3人

41020- 1847401 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

魚の調理 不問 月給
ＴＥＬ 0920-45-1194

不問 160,000円～190,000円 従業員数 8人

42081- 279501 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

介護職員（正） 不問 月給
ＴＥＬ 0920-43-0107

不問 152,100円～152,100円 従業員数 88人

42081- 265101 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

事務職員 不問 月給
ＴＥＬ 0920-48-1771

不問 150,000円～170,000円 従業員数 10人

42081- 301101 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

OA機器営業販売 59歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-47-1255

定年を上限 146,300円～146,300円 従業員数 52人

42081- 302401 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

江田小児科内科医院
※土曜日の就業時間※
(4) 8時00分～12時00分

交替制(シフト制)

看護師
准看護師

長崎県壱岐市石田町印通寺浦３０２番地

(1) 8時00分～17時00分
(2) 9時00分～18時00分

(5) 8時30分～12時30分
(6) 9時00分～13時00分

雇用期間の定めなし (3) 9時30分～18時30分

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

長崎県壱岐市芦辺町諸吉二亦触５６０番地

土木施工管理技士１級
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

株式会社　岡本組 変形労働時間制(1年単位)

梅田産業　株式会社
※就業場所：壱岐営業所

変形労働時間制(1年単位)

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市郷ノ浦町東触９６７－１

(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

有限会社　馬渡水産
※就業場所：イオン店
(芦辺町箱崎中山触字干拓

交替制(シフト制) 長崎県壱岐市芦辺町箱崎大左右触６９８－

(1) 8時00分～20時00分
の間の8時間程度

2604-2） 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)

介護福祉士

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坪触３０９９番地

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30分
(4)16時45分～ 9時45分

社会福祉法人　結の会
※応募締切:5/27(水)17時迄

壱岐交通　株式会社 変形労働時間制(1年単位)

普通自動車免許AT

長崎県壱岐市郷ノ浦町東触５７５－２

(1) 9時00分～17時30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

薬剤師
そうごう薬局　壱岐店 不問 時給

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

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- 294201 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

布団製造工 不問 時給
ＴＥＬ 0920-47-6857

不問 790円～800円 従業員数 19人

42081- 288001 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- 289301 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

早朝商品補充係 不問 時給
ＴＥＬ 0920-45-1759

不問 790円～790円 従業員数 95人

42081- 280601 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- 281901 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

惣菜調理員 不問 時給
ＴＥＬ 0920-45-1759

不問 790円～790円 従業員数 95人

42081- 282101 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- 277801 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

薬剤師

福岡県福岡市中央区天神２丁目１４－８

(1) 8時30分～18時00分
の間の5時間程度

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

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

(郷ノ浦町志原西触20-5) 雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

社会医療法人　玄州会
介護老人保健施設　光風
※就業時間は相談可

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

株式会社　壱岐工芸
※就業時間は応相談
※シニア応援求人

変形労働時間制(1年単位) 長崎県壱岐市郷ノ浦町田中触１２１１－４

(1) 8時15分～17時00分
の間の3～5.5時間

雇用期間の定めなし

株式会社　ＫＩＮＤ
訪問介護カインド
壱岐事業所

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
普通自動車免許一種

長崎県壱岐市芦辺町諸吉大石触３９７番地

(1) 8時00分～12時00分
(2)13時00分～17時00分

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
の間の2～8時間

株式会社　イオンストア九州
イオン壱岐店
※シニア応援求人

交替制(シフト制) 長崎県壱岐市芦辺町箱崎中山触２６０４ー

(1) 7時00分～12時00分
(2) 7時30分～12時30分

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

長崎県壱岐市芦辺町箱崎中山触２６０４ー

の間の5時間程度

(1) 7時45分～12時45分
(2)15時00分～20時00分

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

又は7時00分～13時00分
の間の5時間程度

株式会社　イオンストア九州
イオン壱岐店
※就業時間応相談

交替制(シフト制)

株式会社　イオンストア九州
イオン壱岐店
※就業時間は応相談

交替制(シフト制) 長崎県壱岐市芦辺町箱崎中山触２６０４－

(1) 8時00分～13時00分
(2)12時00分～17時00分

※シニア応援求人 雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

又は8時00分～17時00分
の間の5時間程度

株式会社　ヤマグチ 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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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

ベーカリーとカフェの
製造・販売 不問 時給

ＴＥＬ 0920-40-0195

不問 790円～790円 従業員数 4人

42081- 207901 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

一般事務(芦辺地区公民
（社会教育課内） 不問 時給

ＴＥＬ 0920-45-1113

不問 897円～897円 従業員数 1人

42081- 231101 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

一般事務
（壱岐西部開発総合センタ－） 不問 時給

ＴＥＬ 0920-45-1113

不問 897円～897円 従業員数 1人

42081- 232401 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

事務補助員 不問 時給
ＴＥＬ 0920-48-1134

不問 897円～897円 従業員数 17人

42081- 299901 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

事務補助員 不問 時給
ＴＥＬ 0920-48-1134

不問 897円～897円 従業員数 17人

42081- 300901 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 0920-43-0888

不問 1,000円～1,400円 従業員数 108人

42081- 201801 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

配達の補助、清掃作業、
軽作業、組み立て作業 不問 時給

ＴＥＬ 0944-87-8229

不問 1,000円～1,200円 従業員数 3人

40051- 539401 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 不問 時給
ＴＥＬ 0920-47-3343

不問 800円～850円 従業員数 9人

40010- 14155201 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

壱岐市役所
※就業場所：郷ノ浦庁舎3階
政策企画課

長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触５６２番地

(1) 8時30分～17時15分

※採用日：10/1～ 雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

壱岐市役所
※就業場所：郷ノ浦庁舎3階
政策企画課

長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触５６２番地

(1) 8時30分～17時15分

※採用日:8/1～ 雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

長崎県壱岐市芦辺町芦辺浦５６２番地

(1)又は8時30分～22時00分
の間の4時間以上

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

壱岐市教育委員会
※週1日勤務

交替制(シフト制)

看護師
准看護師

長崎県壱岐市勝本町本宮南触２３６

(1) 8時30分～13時00分
(2) 8時30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

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)

普通自動車免許一種

福岡県大川市下青木２０３－１

(1) 9時00分～18時00分
の間の5時間程度

※就業時間は応相談 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5時間程度

雇用期間の定めなし

パンプラス
※就業時間は応相談
※シニア応援求人

交替制(シフト制) 長崎県壱岐市郷ノ浦町釘山触６２８

(1) 7時00分～12時00分
(2) 7時30分～15時00分

雇用期間の定めなし (3)15時00分～20時00分
又は7時00分～20時00分
の間の2～8時間

長崎県壱岐市芦辺町芦辺浦５６２番地

(1) 8時30分～17時15分

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

壱岐市教育委員会
※週1日勤務
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