
求人者名 職種 年齢 賃金 必要な免許資格

経理事務全般 59歳以下 日給
ＴＥＬ 0920-47-0064

定年を上限 7,000円～8,000円 従業員数 28人

42081- 402501 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

看護補助者（一般病棟） 18歳以上 月給
ＴＥＬ 0920-47-1131

法令の規定により 138,600円～194,000円 従業員数 250人

年齢制限がある
42081- 395701 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市

建設機械修理工 45歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-45-0089

キャリア形成 140,000円～250,000円 従業員数 7人

42081- 392901 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

看護師・准看護師 不問 月給
ＴＥＬ 0920-43-0888

不問 155,000円～295,000円 従業員数 108人

42081- 382001 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

観光案内・販売 不問 日給
ＴＥＬ 0920-47-3700

不問 6,200円～6,200円 従業員数 6人

42081- 406901 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市

調理員（正） 不問 月給
ＴＥＬ 0920-43-0107

不問 137,900円～137,900円 従業員数 88人

42081- 385901 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

一般事務 不問 時給
ＴＥＬ 0920-47-1331

不問 800円～820円 従業員数 247人

42081- 403001 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

土木施工管理技士 不問 日給
ＴＥＬ 0920-47-5018

不問 7,500円～10,000円 従業員数 33人

42081- 387401 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

平尾建設株式会社 変形労働時間制(1年単位)

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市郷ノ浦町柳田触１４２

(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

壱岐市農業協同組合

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市郷ノ浦町東触５６０番地

(1) 8時30分～17時00分
(2) 8時30分～11時00分

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

一般社団法人
壱岐市観光連盟
※就業場所：郷ノ浦港・

長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触６２０番地１

(1) 8時45分～17時30分
(2) 9時00分～17時45分

芦辺港・印通寺港の各観光案
内所

雇用期間の定めあり(4ヶ
月以上)

長崎県壱岐市勝本町布気触９４８－１

調理師

(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)

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ヶ月単位)

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～17時00分
(2)17時00分～ 9時00分

雇用期間の定めなし

壱岐建機　株式会社

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市芦辺町中野郷西触４６４－１

(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

長崎県壱岐病院 交替制(シフト制)

所在地・就業場所就業時間

建設生コン工業　株式会社 長崎県壱岐市郷ノ浦町志原西触１１８３

(1) 8時00分～17時00分

長崎県壱岐市郷ノ浦町東触１６２６番地

(1) 8時30分～17時15分
(2)16時30分～ 1時15分

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

(3) 0時30分～ 9時15分
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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

フロント 20歳以上 日給
ＴＥＬ 0920-47-5868

法令の規定により 6,400円～6,800円 従業員数 5人

年齢制限がある
42081- 388701 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

看護師、准看護師 不問 月給
ＴＥＬ

不問 155,000円～290,000円 従業員数 61人

42081- 380201 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

調理人 不問 月給
ＴＥＬ 0920-42-2345

不問 200,000円～250,000円 従業員数 3人

42081- 407101 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

運転手
（大型・中型・トレーラー） 59歳以下 日給

ＴＥＬ 0920-47-0419

定年を上限 6,500円～7,500円 従業員数 20人

42081- 376601 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

クリーニング作業員 不問 時給
ＴＥＬ 0920-47-0478

不問 800円～800円 従業員数 10人

42081- 399001 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

ホ－ルスタッフ 18歳以上 月給
ＴＥＬ 0920-47-0507

法令の規定により 160,000円～160,000円 従業員数 5人

年齢制限がある
42081- 379401 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

ホールスタッフ（正） 18歳以上 月給
ＴＥＬ 0920-47-5153

法令の規定により 210,000円～250,000円 従業員数 35人

年齢制限がある
42081- 375301 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

事務兼レジ係 不問 月給
ＴＥＬ 0920-47-1987

不問 140,000円～200,000円 従業員数 67人

42081- 398501 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

有限会社　ピーパーク 交替制(シフト制) 長崎県壱岐市郷ノ浦町東触７１８番地

(1) 9時00分～17時00分
(2)17時00分～23時00分

雇用期間の定めなし

有限会社　古川クリーニング
※パート勤務希望の方は応相談

長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触６７９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片原触４４１

(1)10時30分～20時30分
(2)13時30分～22時30分

雇用期間の定めなし

有限会社　弦観光
壱岐牛・和牛　弦

変形労働時間制(1ヶ月単位)

壱岐運送　有限会社

大型自動車免許一種

長崎県壱岐市郷ノ浦町田中触９２９－５

(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

お食事処　大幸

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市勝本町勝本浦２０１

(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

アイランド壹岐　２号館 交替制(シフト制) 長崎県壱岐市郷ノ浦町片原触２２１

(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

長崎県壱岐市郷ノ浦町東触８５４－２

看護師
准看護師

(1) 8時30分～17時15分
(2) 7時00分～15時45分

雇用期間の定めなし (3)10時30分～19時15分
(4)17時00分～翌9時00分

(3)12時00分～21時00分

医療法人　協生会　品川病院 変形労働時間制(1ヶ月単位)

株式会社　イチヤマ 交替制(シフト制)

普通自動車免許ＡＴ

長崎県壱岐市郷ノ浦町東触５６７－２

(1) 8時00分～17時00分
(2) 9時00分～18時00分

雇用期間の定めなし (3)10時00分～19時00分
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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

水産品・農産品の調理
・加工 不問 時給

ＴＥＬ

不問 1,000円～1,500円 従業員数 2人

42081- 396801 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

看護師・准看護師
(パート) 不問 時給

ＴＥＬ 0920-43-0888

不問 1,000円～1,400円 従業員数 108人

42081- 383301 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

清掃員 20歳以上 時給
ＴＥＬ 0920-47-5868

法令の規定により 790円～800円 従業員数 5人

年齢制限がある
42081- 389801 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

調理員(産休代替) 不問 時給
ＴＥＬ 0920-45-4820

不問 790円～790円 従業員数 19人

42081- 369901 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

レジ係(パート) 不問 時給
ＴＥＬ 0920-47-1987

不問 790円～850円 従業員数 67人

42081- 397201 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

水産品・農産品の加工
、販売 不問 時給

ＴＥＬ

不問 800円～1,200円 従業員数 0人

42081- 393101 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

豆腐・惣菜製造補助
及び配達(パート) 不問 時給

ＴＥＬ 0920-44-5310

不問 790円～790円 従業員数 1人

42081- 351901 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

調理・農業 不問 時給
ＴＥＬ 0920-40-0860

不問 800円～900円 従業員数 14人

42081- 404301 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

株式会社　アットマーク
※就業場所：芦辺町箱崎諸津
触2151-2

普通自動車免許ＡＴ

長崎県壱岐市郷ノ浦町東触９４２－１

(1) 9時00分～16時30分

食品事業部 雇用期間の定めあり(4ヶ
月未満)

長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触７４０

(1) 8時00分～15時00分
の間の3～4時間

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

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

株式会社　一支國屋
※就業場所：
郷ノ浦町渡良浦102

アイランド壹岐　２号館 長崎県壱岐市郷ノ浦町片原触２２１

(1) 8時00分～12時00分

雇用期間の定めなし

一般社団法人　めぐみ保育園
※採用日:10/1～

交替制(シフト制) 長崎県壱岐市芦辺町諸吉本村触２７－１

(1) 8時30分～12時30分
(2) 8時30分～16時30分

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

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～12時00分
又は8時00分～22時00分

雇用期間の定めなし

長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触７４０

普通自動車免許一種

(1) 9時00分～18時00分
の間の3時間以上

雇用期間の定めなし

の間の4～8時間

株式会社　一支國屋
※就業場所：
郷ノ浦町渡良浦102

有限会社　中村たんぱく

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市石田町本村触１１８－７

(1) 8時00分～13時00分

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）
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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

ホールスタッフ 18歳以上 時給
ＴＥＬ 0920-47-5153

法令の規定により 1,000円～1,100円 従業員数 35人

年齢制限がある
42081- 374001 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

コンシェルジュ
(総合案内等) 不問 時給

ＴＥＬ 096-237-7266

不問 850円～850円 従業員数 12人

43010- 17620501 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市
県立学校会計年度任用職員

（看護師） 不問 月給
ＴＥＬ 0957-55-5260

不問 144,000円～161,100円 従業員数 13人

42040- 2677501 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

看護補助者(パートタイム
会計年度任用職員) 不問 月給

ＴＥＬ 0920-47-1131

不問 71,535円～100,129円 従業員数 250人

42081- 400801 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

登録販売者 不問 時給
ＴＥＬ 0920-45-1759

不問 915円～915円 従業員数 95人

42081- 330501 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

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
(パート) 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

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

オランダフーズ　株式会社
※就業時間相談可

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

株式会社
ドラッグストアモリ
※就業場所：郷ノ浦店

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

(郷ノ浦町田中触955-1)
※就業時間選択可

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

(3)17時00分～00時00分

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

交替制(シフト制)

登録販売者
(一般医薬品)

長崎県壱岐市芦辺町箱崎中山触２６０４－２

(1) 9時30分～15時30分
(2)14時30分～20時30分

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

(3)13時00分～19時00分
又は9時30分～20時30分
の間の4時間程度

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～12時30分

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

有限会社　ピーパーク 長崎県壱岐市郷ノ浦町東触７１８番地

(1) 9時00分～17時00分
(2)17時00分～00時00分

雇用期間の定めなし

熊本県熊本市南区江越１丁目１４－２０－２F

(1) 8時30分～17時30分

館(芦辺町鶴亀触515番地1) 雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

株式会社
パブリックビジネスジャパン
※就業場所:壱岐市立一支国

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) 看護師

長崎県大村市宮小路３丁目５番１

(1) 9時00分～15時33分

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）
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