
求人者名 職種 年齢 賃金 必要な免許資格

調理業務員 不問 月給
ＴＥＬ 0920-47-5623

不問 135,880円～139,100円 従業員数 143人

42081- 570401 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

布団製造工 不問 日給
ＴＥＬ 0920-47-6857

不問 5,925円～6,000円 従業員数 19人

42081- 568301 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市

販売員(郷ノ浦店)
（準社員） 不問 時給

ＴＥＬ 0946-21-8700

不問 800円～900円 従業員数 37人

40150- 6005801 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市

製造助手 不問 時給
ＴＥＬ 0920-42-2139

不問 790円～790円 従業員数 4人

42081- 560901 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市

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- 550301 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

フロント(正) 20歳～59歳 月給
ＴＥＬ 0920-47-0603

法令の規定により 150,000円～150,000円 従業員数 18人

年齢制限がある
42081- 578901 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- 552901 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

土木作業員 64歳以下 日給
ＴＥＬ 0920-42-2217

定年を上限 7,600円～8,400円 従業員数 10人

42081- 557201 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

株式会社　松本建設 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大久保触１７２６

(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

有限会社　壱岐設備工業所

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

壱岐マリーナホテル株式会社 交替制(シフト制)

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦２０５－１

(1) 6時30分～15時30分
(2)15時00分～ 0時00分

雇用期間の定めなし (3)13時00分～22時00分

ぱん工房　夢
※就業時間相談可
※パート希望の方、応相談

長崎県壱岐市勝本町仲触１８１５

(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

長崎県壱岐市勝本町本宮南触２３６

普通自動車免許一種

(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 (3)10時30分～19時15分
(4)17時00分～ 9時00分

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)

株式会社
ドラッグストアモリ
※就業場所：郷ノ浦店

福岡県朝倉市一ッ木１１４８－１

(1) 8時30分～17時45分
(2)15時30分～ 0時00分

(郷ノ浦町田中触955-1)
※就業時間は固定勤務

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

※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)10時30分～19時30分

株式会社　壱岐工芸 変形労働時間制(1年単位)

所在地・就業場所就業時間

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ヶ月単位) 長崎県壱岐市郷ノ浦町東触１００６番地１

(1) 6時00分～14時30分
(2) 7時15分～16時30分

長崎県壱岐市郷ノ浦町田中触１２１１－４

(1) 8時15分～17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

縫製工 不問 時給
ＴＥＬ 0920-44-5295

不問 790円～790円 従業員数 77人

42081- 548701 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市

接客および事務 不問 月給
ＴＥＬ 0920-45-2153

不問 137,000円～137,000円 従業員数 6人

42081- 564801 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

業務補助 不問 時給
ＴＥＬ 0920-43-0107

不問 790円～790円 従業員数 110人

42081- 569601 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市

販売・接客・事務 不問 時給
ＴＥＬ 0920-44-5818

不問 800円～1,500円 従業員数 3人

42081- 567001 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市

土木技術者 不問 日給
ＴＥＬ 0920-45-0897

不問 8,500円～10,000円 従業員数 3人

42081- 545901 正社員 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 140,000円～140,000円 従業員数 4人

42081- 546101 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

真珠養殖作業員
（壱岐養殖場） 不問 日給

ＴＥＬ 0920-43-0034

不問 6,600円～7,000円 従業員数 17人

42010- 11115601 正社員以外 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- 554401 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

医療法人　協生会　品川病院 変形労働時間制(1ヶ月単位)

看護師
准看護師

長崎県壱岐市郷ノ浦町東触８５４－２

(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

金子真珠養殖株式会社
※就業場所：壱岐養殖場
※パート希望の方、応相談

長崎県壱岐市勝本町立石西触６７８

(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

ＫＴＡＸ株式会社 長崎県壱岐市石田町印通寺浦４６９－４６

(1) 8時45分～18時00分

雇用期間の定めなし

壱岐牧場
※パート希望の方、応相談
※採用日:R2/10月～

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市石田町筒城仲触１７８６

(1)10時00分～18時00分

雇用期間の定めなし

長崎県壱岐市芦辺町諸吉仲触４３３番地１

1級土木施工管理技士
2級土木施工管理技士
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時30分

雇用期間の定めなし

有限会社　アシベ工業 変形労働時間制(1年単位)

社会福祉法人　壱心会
特別養護老人ホーム
壱岐のこころ

長崎県壱岐市勝本町布気触９４８－１

(1) 8時30分～17時30分

※就業時間相談可
※パート希望の方、応募可

雇用期間の定めなし

株式会社　三協
※雇用期間:採用日～
R2/10/23迄

長崎県壱岐市石田町池田東触４７４－２

(1) 8時15分～17時15分

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

長崎県壱岐市芦辺町諸吉本村触１３０７

普通自動車免許ＡＴ

(1) 6時00分～15時30分
(2) 8時00分～17時30分

雇用期間の定めなし (3)10時00分～19時00分

有限会社　はらほげ
※パート希望の方、応募可

変形労働時間制(1ヶ月単位)
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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

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- 571701 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- 572801 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

販売員(郷ノ浦店)
（パート） 不問 時給

ＴＥＬ 0946-21-8700

不問 880円～920円 従業員数 34人

40150- 5894001 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

日本酒・焼酎製造工 45歳以下 時給
ＴＥＬ 0920-40-0061

キャリア形成 820円～900円 従業員数 11人

42081- 561101 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

幼稚園補助員
＊月１７日勤務 不問 日給

ＴＥＬ 0920-45-1202

不問 6,950円～7,620円 従業員数 5人

42081- 562401 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

受付スタッフ 不問 時給
ＴＥＬ

不問 900円～950円 従業員数 61人

42081- 563701 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

商品片付け・販売／
長崎県壱岐市 不問 時給

ＴＥＬ 0920-48-0777

不問 820円～820円 従業員数 0人

40010- 43848701 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

皿洗い、布団敷き 不問 時給
ＴＥＬ 0920-43-0016

不問 850円～1,000円 従業員数 22人

42081- 559001 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

株式会社　平山旅館
※シニア応援求人

長崎県壱岐市勝本町立石西触７７

(1)17時00分～22時00分

雇用期間の定めなし

株式会社
マツモトキヨシ九州販売
※就業場所：壱岐店

交替制(シフト制) 長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触２８－１０

(1) 9時00分～ 0時00分
の間の3時間以上

※就業時間は応相談 雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

壱岐市教育委員会 長崎県壱岐市芦辺町芦辺浦５６２番地

(1) 8時30分～17時15分
(2) 9時30分～18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東触８５４－２

(1) 8時30分～17時15分
の間の4時間以上

雇用期間の定めなし

医療法人　協生会　品川病院
※午前中勤務必須(午後の就
業時間に関しては相談可)

重家酒造株式会社
※就業場所：本社もしくは横
山蔵

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市石田町印通寺浦２００

(1) 8時00分～17時00分
の間の4時間以上

※就業時間相談可 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～ 0時00分

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

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

※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

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)

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
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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

惣菜スタッフ
（長崎県壱岐市） 不問 時給

ＴＥＬ 0920-47-2552

不問 820円～820円 従業員数 12人

40062- 3409701 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- 3722201 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- 555701 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

看護師(パートタイム
会計年度任用職員） 不問 月給

ＴＥＬ 0920-47-1131

不問 121,031円～143,226円 従業員数 250人

42081- 547401 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

調理及び配達員 不問 時給
ＴＥＬ 0920-48-1211

不問 790円～790円 従業員数 2人

42081- 577601 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

調理補助 不問 時給
ＴＥＬ 0920-43-0016

不問 850円～1,000円 従業員数 22人

42081- 558501 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

お客様への接客業務 不問 時給
ＴＥＬ 0920-45-3265

不問 800円～900円 従業員数 3人

42081- 574501 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

支援員(パート) 不問 時給
ＴＥＬ 0920-45-0051

不問 800円～900円 従業員数 30人

42081- 576301 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

割烹　豊月 長崎県壱岐市芦辺町瀬戸浦２５６－７

(1)10時00分～16時00分

雇用期間の定めなし

株式会社　ホーベウィン
※就業場所:ファミリーマー
ト壱岐郷ノ浦東店内

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市芦辺町芦辺浦１９６番地２

(1) 9時00分～17時00分

(宅配クック123)
※週１～２日勤務

雇用期間の定めあり(4ヶ
月未満)

長崎県壱岐市勝本町立石西触７７

(1)17時00分～22時00分

雇用期間の定めなし

株式会社　平山旅館
※シニア応援求人

長崎県壱岐病院
※就業時間は相談可

看護師
普通自動車免許一種

長崎県壱岐市郷ノ浦町東触１６２６番地

(1) 8時00分～13時00分
又は8時30分～13時30分

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

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

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

※就業時間相談可 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

東洋食品　株式会社
※就業場所：エレナ壱岐郷ノ
浦FC店内

長崎県壱岐市郷ノ浦町東触７５８番地１

(1) 7時00分～11時30分

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

長崎県大村市宮小路３丁目５番１

看護師

(1) 9時00分～15時33分

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

長崎県立虹の原特別支援学校
※就業場所：盈科小学校内
(郷ノ浦町本村触589)

社会福祉法人　和光会
(障害者支援施設　希望の丘)

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市芦辺町箱崎大左右触２３２０－３

(1) 7時30分～12時30分

※シニア応援求人 雇用期間の定めなし
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