
求人者名 職種 年齢 賃金 必要な免許資格

大型運転手 45歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-45-3645

キャリア形成 150,000円～180,000円 従業員数 4人

42081- 433401 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

事務員 不問 月給
ＴＥＬ 0920-45-2111

不問 140,000円～150,000円 従業員数 25人

42081- 427801 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市

土木技術者（見習い可） 不問 日給
ＴＥＬ 0920-47-1145

不問 7,000円～10,000円 従業員数 9人

42081- 431901 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

運転手 不問 日給
ＴＥＬ 0920-47-1310

不問 7,350円～7,350円 従業員数 30人

42081- 439301 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

看護師 不問 月給
ＴＥＬ 0920-47-5904

不問 153,000円～233,200円 従業員数 10人

42081- 412301 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

土木技術者/
2級土木施工管理技士 不問 月給

ＴＥＬ 0920-44-5059

不問 180,000円～210,000円 従業員数 15人

42081- 440101 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

給食調理員(正) 64歳以下 月給
ＴＥＬ

定年を上限 138,000円～203,000円 従業員数 61人

42081- 437501 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 0920-45-1094

定年を上限 200,000円～250,000円 従業員数 43人

42081- 418801 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

雇用期間の定めなし

壱岐の蔵酒造株式会社 変形労働時間制(1年単位)

所在地・就業場所就業時間

有限会社　末永重機運輸
大型自動車免許
車両系建設機械運転技
能者(整地・運搬・積込用
及び掘削用)

長崎県壱岐市芦辺町住吉前触７７７－１

(1) 8時00分～17時00分

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市芦辺町湯岳本村触５２０

(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

株式会社　横山建設

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触３０－１

(1) 8時00分～17時30分

雇用期間の定めなし

壱岐生コン　株式会社

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市郷ノ浦町柳田触３４８番地

(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

社会医療法人　玄州会
在宅ケア総合支援センター
※就業場所：

看護師
准看護師
普通自動車免許一種

長崎県壱岐市郷ノ浦町永田触２７５番地２

(1) 8時30分～17時30分

ひかり訪問看護ステーション
(郷ノ浦町永田触295番地4)

雇用期間の定めなし

長崎県壱岐市石田町石田西触１３７０番地

2級土木施工管理技士

(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

株式会社　広瀬組 変形労働時間制(1年単位)

医療法人　協生会　品川病院
※パート勤務希望の方、応相談

変形労働時間制(1ヶ月単位) 長崎県壱岐市郷ノ浦町東触８５４－２

(1) 6時00分～14時45分
(2) 6時30分～15時00分

雇用期間の定めなし (3)10時45分～19時00分

株式会社　壱松組 変形労働時間制(1ヶ月単位)

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市芦辺町住吉前触７７７

(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

土木施工管理 不問 月給
ＴＥＬ 0920-45-3016

不問 170,000円～200,000円 従業員数 24人

42081- 420001 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

パンの製造・販売
または営業・企画 不問 月給

ＴＥＬ 0920-40-0195

不問 137,000円～137,000円 従業員数 4人

42081- 424101 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

調理補助 不問 時給
ＴＥＬ 0920-42-2345

不問 800円～800円 従業員数 3人

42081- 408401 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市

清掃業務 不問 月給
ＴＥＬ 0920-43-0888

不問 135,000円～195,000円 従業員数 108人

42081- 416401 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

販売員
（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 160,000円～236,000円 従業員数 29人

40150- 4558401 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

空港地上係員
（壱岐空港） 不問 時給

ＴＥＬ 0920-44-6177

不問 790円～790円 従業員数 19人

42040- 3053501 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市

船舶製造・修理作業員 59歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-43-0123

定年を上限 150,000円～200,000円 従業員数 6人

42081- 438001 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

電気工事士 不問 月給
ＴＥＬ 0920-47-0264

不問 138,300円～230,900円 従業員数 9人

42081- 409701 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

株式会社　宮坂組 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国分本村触１２３４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釘山触６２８

普通自動車免許一種

(1) 7時00分～16時00分
(2) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

パンプラス

お食事処　大幸
※採用日：7月～

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

医療法人　協生会
介護老人保健施設　壱岐
※パート勤務の方、応相談

長崎県壱岐市勝本町本宮南触２３６

(1) 8時30分～17時15分

※シニア応援求人 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

変形労働時間制(1ヶ月単位)

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～ 0時00分

(郷ノ浦町柳田触955-1) 雇用期間の定めなし

長崎県壱岐市石田町筒城東１７２４

普通自動車免許AT

(1) 7時30分～17時30分
(2) 8時00分～18時00分

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

又は8時30分～0時00分
の間の8時間程度

ＯＲＣエアサービス株式会社
※就業場所：壱岐空港

変形労働時間制(1ヶ月単位)

新マルモ造船　株式会社 変形労働時間制(1ヶ月単位)

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市勝本町本宮南触５６９

(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

大久保電工　株式会社
第二種電気工事士
２級管工事施工管理技士
浄化槽設備士
普通自動車免許一種

長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触２９－３

(1) 8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

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- 428201 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 不問 時給

ＴＥＬ 0920-45-1113

不問 897円～897円 従業員数 1人

42081- 430601 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

お弁当・お惣菜の
調理補助 不問 時給

ＴＥＬ 0920-47-5671

不問 850円～850円 従業員数 1人

42081- 414901 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

クリーニング工 不問 時給
ＴＥＬ 0920-45-2161

不問 800円～800円 従業員数 5人

42081- 421301 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

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- 423901 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

事務 不問 時給
ＴＥＬ 0920-44-8171

不問 800円～900円 従業員数 12人

42081- 411001 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

畜産売場担当 不問 時給
ＴＥＬ 0920-45-1759

不問 790円～790円 従業員数 95人

42081- 405601 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

調理人 不問 時給
ＴＥＬ 0920-47-5553

不問 800円～1,100円 従業員数 5人

42081- 401201 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

壱岐市教育委員会
※就業場所：芦辺地区公民館
(社会教育課内)

長崎県壱岐市芦辺町芦辺浦５６２番地

(1) 8時30分～17時15分

※週１日勤務 雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

壱岐市教育委員会
※就業場所：壱岐西部開発総
合センター

長崎県壱岐市芦辺町芦辺浦５６２番地

(1) 8時30分～22時00分
の間の4時間以上

(勝本町西戸触182番地5)
※週1日勤務

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

ビストロ　まさなお
※就業時間相談可

長崎県壱岐市郷ノ浦町大原触女鳥４６６

(1) 6時00分～10時00分

雇用期間の定めなし

長崎県壱岐市芦辺町瀬戸浦１５３番地

(1) 8時30分～15時30分

雇用期間の定めなし

赤木クリーニング店

パンプラス
※就業時間は相談可
※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時間程度

有限会社　弦観光
※就業時間は応相談

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市石田町筒城東触１８４０－３

(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 又は8時30分～17時00分
の間の4時間程度

又は8時00分～15時00分
の間の5～6時間程度

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２６０４－２

(1) 8時00分～13時00分
(2) 8時00分～14時00分

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

おつくり家壱岐旨勘

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市郷ノ浦町庄触７２０－１

(1) 15時00分～23時00分
の間の3時間以上

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

事務 不問 時給
ＴＥＬ 0920-47-1147

不問 800円～810円 従業員数 5人

42081- 436201 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

弁当製造・販売員 不問 時給
ＴＥＬ 0920-47-5169

不問 790円～850円 従業員数 17人

42081- 434701 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

保育業務 不問 時給
ＴＥＬ 0920-47-5623

不問 790円～800円 従業員数 143人

42081- 353401 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

現場労務作業 不問 日給
ＴＥＬ 0920-44-6114

不問 6,950円～6,950円 従業員数 7人

42081- 349501 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

調理員 60歳以下 時給
ＴＥＬ 0920-47-0085

定年を上限 790円～790円 従業員数 72人

42081- 344101 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市
家電量販店における販売、

販売補助/壱岐市 不問 時給
ＴＥＬ 0920-47-4855

不問 800円～900円 従業員数 9人

40010- 34970301 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

調理業務員(パート) 不問 時給
ＴＥＬ 0920-47-5623

不問 790円～790円 従業員数 143人

42081- 357501 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

有限会社　太陽商事 長崎県壱岐市郷ノ浦町東触７８４

(1) 8時30分～17時30分
の間の4時間

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触６９４－１

(1) 6時00分～11時00分
(2)17時00分～21時30分

雇用期間の定めなし

有限会社　百崎商店 交替制(シフト制)

社会医療法人　玄州会
介護老人保健施設　光風
※就業時間選択可

長崎県壱岐市郷ノ浦町東触１００６番地１

(1) 8時30分～16時30分
(2) 9時00分～18時00分

※シニア応援求人 雇用期間の定めあり(4ヶ
月以上)

(3) 8時30分～12時30分
(4) 9時00分～11時30分
(5)13時00分～15時30分

株式会社　ベスト電器
※就業場所：壱岐店
※就業時間相談可

交替制(シフト制) 長崎県壱岐市郷ノ浦町柳田触８５１－１

(1)10時00分～18時45分
(2)10時15分～19時00分

※採用日:7/1～ 雇用期間の定めあり(4ヶ
月未満)

又は10時00分～19時00分
の間の5時間以上

株式会社　玄海交通
※就業時間は相談可

交替制(シフト制)

普通自動車免許AT

長崎県壱岐市石田町筒城東触１７３０

(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

社会医療法人　玄州会
介護老人保健施設　光風
※就業場所：

交替制(シフト制) 長崎県壱岐市郷ノ浦町東触１００６番地１

(1) 7時45分～12時45分
(2) 8時00分～13時30分

壱岐さくらんぼ保育園
※就業時間は選択可

雇用期間の定めあり(4ヶ
月以上)

(3)13時00分～18時15分

壱岐栽培センター 長崎県壱岐市郷ノ浦町大島１１６８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)

長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触１１１番地

(1) 6時00分～19時00分
の間の3時間以上

雇用期間の定めなし

医療法人　玉水会　赤木病院
※就業時間は相談可
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