
求人者名 職種 年齢 賃金 必要な免許資格

介護職員（嘱託） 18歳以上 月給
ＴＥＬ 0920-47-1166

法令の規定により 155,800円～180,400円 従業員数 69人

年齢制限がある
42081- 612201 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市

総合職 不問 時給
ＴＥＬ 0920-47-1960

不問 800円～910円 従業員数 47人

42081- 616601 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市

大工　又は　見習い 不問 日給
ＴＥＬ 0920-44-5437

不問 6,000円～10,000円 従業員数 27人

42081- 609901 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

内燃機の検査・
整備・点検 39歳以下 月給

ＴＥＬ 0920-47-0951

キャリア形成 150,000円～200,000円 従業員数 8人

42081- 617901 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

事務及び荷捌き作業 35歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-45-2350

キャリア形成 132,000円～132,000円 従業員数 17人

42081- 601401 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

土木作業員 不問 日給
ＴＥＬ 0920-45-3113

不問 8,000円～10,000円 従業員数 14人

42081- 602701 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市

保育士 不問 月給
ＴＥＬ 0920-45-4820

不問 145,000円～175,000円 従業員数 19人

42081- 586901 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～850円 従業員数 247人

42081- 588401 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市

所在地・就業場所就業時間

社会福祉法人　光風会
特別養護老人ホーム　光の苑

変形労働時間制(1ヶ月単位) 長崎県壱岐市郷ノ浦町志原西触１０６６番地１

(1) 8時00分～17時00分
(2)10時00分～19時00分

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

(3)11時30分～20時30分
(4)17時00分～10時00分

(1) 8時30分～17時00分
(2) 8時30分～12時00分

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

(3) 4時00分～12時00分
(4) 6時00分～14時00分

郷ノ浦町漁業協同組合 変形労働時間制(1年単位) 長崎県壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦４０５番地６

普通自動車免許一種

有限会社　安川建設 変形労働時間制(1年単位)

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市石田町石田東触８５３

(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

有限会社　ハラダ

普通自動車免許AT

長崎県壱岐市郷ノ浦町大原触５０５番地４

(1) 8時30分～17時00分

雇用期間の定めなし

箱崎漁業協同組合

普通自動車免許AT

長崎県壱岐市芦辺町瀬戸浦１７１

(1) 8時30分～17時00分
(2) 8時30分～12時00分

雇用期間の定めなし

長崎県壱岐市芦辺町中野郷本村触８００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

壱岐土木工業　株式会社 変形労働時間制(1年単位)

一般社団法人　めぐみ保育園
※パート希望の方は応相談

交替制(シフト制)

保育士

長崎県壱岐市芦辺町諸吉本村触２７－１

(1) 8時00分～17時00分
(2) 8時45分～17時45分

雇用期間の定めなし

長崎県壱岐市郷ノ浦町東触５６０番地

普通自動車免許一種

(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）

(3) 7時30分～16時00分

壱岐市農業協同組合
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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（正） 不問 月給
ＴＥＬ 0920-47-0085

不問 220,000円～220,000円 従業員数 72人

42081- 590501 正社員 就業場所 長崎県壱岐市
ガソリンスタンドスタッフ

◆正社員◆ 不問 月給
ＴＥＬ 090-6292-0838

不問 179,900円～196,000円 従業員数 8人

42081- 591001 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- 594901 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

警備員 18歳以上 日給 イオン壱岐店２階

ＴＥＬ 080-1777-3778

法令の規定により 6,400円～7,000円 従業員数 6人

年齢制限がある
42081- 597701 正社員以外 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- 598801 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

日本酒・焼酎製造工 45歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-40-0061

キャリア形成 150,000円～180,000円 従業員数 11人

42081- 582501 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

事務職員 59歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-43-0107

定年を上限 134,900円～134,900円 従業員数 110人

42081- 587101 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

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- 630301 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

医療法人　玉水会　赤木病院 変形労働時間制(1年単位)

看護師

長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触１１１番地

(1) 9時00分～17時30分
(2) 9時00分～12時00分

雇用期間の定めなし (3) 8時00分～16時30分
(4)14時00分～ 9時00分

株式会社　あぶらや
※就業場所：あぶらや市場壱
岐店・住吉神社前スタンド・

変形労働時間制(1年単位)

危険物取扱者(丙種)
普通自動車免許一種

長崎県壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦１２２－６９

(1) 8時00分～17時00分

壱岐支店(レンタカー)をシフ
トにより巡回

雇用期間の定めなし

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

壱岐商業開発株式会社
※就業場所：壱岐市内各現場
※シニア応援求人

長崎県壱岐市芦辺町箱崎中山触２６０４－２

(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

壱岐運送　有限会社

大型自動車免許
普通自動車免許一種

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

長崎県壱岐市石田町印通寺浦２００

普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
(2) 6時30分～17時00分

雇用期間の定めなし

重家酒造株式会社
※就業場所：本社もしくは横
山蔵(石田町池田西触545-1)

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

普通自動車免許AT

長崎県壱岐市勝本町布気触９４８－１

(1) 8時30分～17時30分

雇用期間の定めなし

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

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

ホールスタッフ 20歳以上 時給
ＴＥＬ 0920-47-0142

法令の規定により 950円～1,300円 従業員数 8人

年齢制限がある
42081- 634401 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- 624601 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- 626101 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

調理・配膳 不問 時給
ＴＥＬ 0920-42-1028

不問 790円～890円 従業員数 8人

42081- 631601 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

一般事務
（石田スポ－ツセンタ－） 不問 時給

ＴＥＬ 0920-45-1113

不問 897円～897円 従業員数 3人

42081- 632901 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

電線の端末加工
（ハ－ネス加工） 不問 時給

ＴＥＬ 0920-42-0225

不問 790円～940円 従業員数 13人

42081- 618101 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 0920-45-0048

不問 1,000円～1,238円 従業員数 95人

42081- 619401 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- 610701 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

長崎県壱岐市郷ノ浦町田中触９０７－２

(1) 9時00分～17時00分
(2)17時00分～23時30分

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
※就業時間相談可

有限会社　三和観光
※就業時間は応相談
※ダブルワーク可

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
※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）

又は8時00分～15時00分
の間の5～6時間程度

株式会社
壱岐カントリー倶楽部

長崎県壱岐市勝本町新城西触１６４５番地

(1) 8時30分～16時00分

雇用期間の定めなし

壱岐市教育委員会
※雇用期間：
　採用日～R2/9/30

交替制(シフト制) 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

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

長崎県壱岐市勝本町西戸触５１９－１

(1) 9時20分～15時55分

雇用期間の定めなし

株式会社　マツオ

社会福祉法人
壱岐市社会福祉協議会
※就業場所：つばさ

看護師
准看護師
普通自動車免許一種

長崎県壱岐市芦辺町諸吉大石触１７９番地２

(1) 8時00分～17時15分
の間の5～8時間

(芦辺町箱崎中山触2548)
※シニア応援求人

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

株式会社　玄海交通
※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
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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

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- 614001 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

看護補助者 不問 時給
ＴＥＬ 0920-47-0085

不問 790円～790円 従業員数 72人

42081- 606001 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- 640901 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

惣菜調理員
または生鮮食品担当 不問 時給
(ポプラ壱岐勝本店) ＴＥＬ 0920-42-2247

不問 800円～850円 従業員数 20人

42081- 603801 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- 604201 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- 585601 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

清掃 20歳以上 時給
ＴＥＬ 0920-47-5153

法令の規定により 850円～1,063円 従業員数 35人

年齢制限がある
42081- 596401 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

保育補助(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- 637201 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

一般社団法人　めぐみ保育園
※採用日:R2/10/1～

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00分～17時00分
(2) 8時45分～17時45分

雇用期間の定めあり
(４ヶ月以上)

(3) 7時30分～16時00分

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

雇用期間の定めなし

長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触１１１番地

(1) 7時00分～18時30分
の間の4時間以上

雇用期間の定めなし

医療法人　玉水会　赤木病院
※就業時間は応相談

交替制(シフト制)

パンプラス
※就業時間相談可
※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　太陽商事
※就業場所：ポプラ壱岐勝本
店

変形労働時間制(1ヶ月単位) 長崎県壱岐市勝本町仲触４７１

(1) 5時00分～17時00分
の間の4～6時間

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

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）

医療法人　玉水会　赤木病院
※就業時間は応相談

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

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)17時00分～ 0時00分

雇用期間の定めなし
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