
求人者名 職種 年齢 賃金 必要な免許資格

調理補助 不問 月給
ＴＥＬ 0920-42-2345

不問 150,000円～150,000円 従業員数 3人

42081- 677701 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市

一般事務員 45歳以下 日給
ＴＥＬ 0920-47-2463

キャリア形成 7,000円～7,000円 従業員数 7人

42081- 690601 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

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- 692101 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

支援員 不問 月給
ＴＥＬ 0920-45-0051

不問 150,800円～182,480円 従業員数 30人

42081- 693401 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

ガソリンスタンド販売員 59歳以下 時給
ＴＥＬ 0920-45-2003

定年を上限 800円～820円 従業員数 6人

42081- 696201 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市

自動車整備 40歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-44-6188

キャリア形成 150,000円～230,000円 従業員数 14人

42081- 699301 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

ホテルスタッフ（正） 18歳以上 月給
ＴＥＬ 03-6709-9562

法令の規定により 210,000円～400,000円 従業員数 2人

年齢制限がある
42081- 703301 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

理学療法士 不問 月給
ＴＥＬ 0920-43-0107

不問 185,600円～253,600円 従業員数 110人

42081- 706101 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

雇用期間の定めなし

有限会社　藤尾

所在地・就業場所就業時間

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

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市郷ノ浦町東触１６０２

(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 (3)12時00分～21時00分

社会福祉法人　和光会
（障害者支援施設　希望の
丘）

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箱崎大左右触２３２０－３

(1) 8時00分～17時00分
(2) 7時00分～16時00分

雇用期間の定めなし (3) 9時00分～18時00分
(4)11時00分～20時00分
(5)17時00分～翌10時00分

川添石油　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

長崎県壱岐市芦辺町芦辺浦５５

(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

長崎県壱岐市石田町石田西触１３０５

普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
(2) 8時00分～16時00分

雇用期間の定めなし (3) 8時00分～15時00分

(3)10時00分～19時00分
又は8時00分～20時00分
の間の8時間程度

株式会社　共進自動車商会

海里合同会社　海里村上 変形労働時間制(1年単位)

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市勝本町立石西触１１９－２

(1) 6時00分～15時00分
(2)12時00分～22時00分

雇用期間の定めなし (3)22時00分～ 7時00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)

理学療法士

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
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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

給食調理員 39歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-47-0023

キャリア形成 137,500円～183,000円 従業員数 140人

42081- 685401 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- 623301 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

土木作業員 不問 日給
ＴＥＬ 0920-47-0904

不問 7,000円～10,000円 従業員数 7人

42081- 702001 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

製造 45歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-45-2047

キャリア形成 130,000円～180,000円 従業員数 3人

42081- 683901 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

店内販売員(惣菜部) 45歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-47-5560

キャリア形成 145,000円～165,000円 従業員数 50人

42081- 723701 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

一般事務 不問 日給
ＴＥＬ 0920-47-5018

不問 5,970円～5,970円 従業員数 34人

42081- 679201 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

サービス・調理
(新規オープンカフェ) 45歳以下 月給

ＴＥＬ 0930-47-3737

キャリア形成 170,000円～210,000円 従業員数 54人

42081- 682601 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 不問 時給
ＴＥＬ 090-6292-0838

不問 900円～900円 従業員数 8人

42081- 653201 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市

株式会社　あぶらや
※就業場所：あぶらや市場壱岐
店もしくは住吉神社前スタンド

変形労働時間制(1年単位) 長崎県壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦１２２－６９

(1) 8時00分～17時00分
(2) 9時00分～18時00分

※パート希望の方、応募可
※就業時間相談可

雇用期間の定めなし

株式会社　太安閣
※R2/11月オープン予定

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本村触７６０－１

(1)12時00分～21時00分

雇用期間の定めなし

平尾建設株式会社

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市郷ノ浦町柳田触１４２

(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郷ノ浦１５－３

(1) 6時00分～13時30分
(2) 8時30分～17時00分

雇用期間の定めなし (3) 9時00分～16時30分
(4)12時00分～19時30分

社会医療法人 玄州会
光武内科循環器科病院

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

株式会社　ヒサタ

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市郷ノ浦町片原触２２１６番地１

(1) 8時00分～17時30分

雇用期間の定めなし

長崎県壱岐市芦辺町瀬戸浦１８２－４

(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

壱岐水産株式会社

普通自動車免許一種

株式会社　ヤマグチ 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永田触２６８番地

(1) 8時00分～17時30分

雇用期間の定めなし

2



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

清掃員 20歳以上 時給
ＴＥＬ 0920-47-5868

法令の規定により 793円～800円 従業員数 5人

年齢制限がある
42081- 691901 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

ガソリンスタンド販売員 59歳以下 時給
ＴＥＬ 0920-45-2003

定年を上限 800円～820円 従業員数 6人

42081- 695801 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 815円～815円 従業員数 95人

42081- 697501 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- 720901 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

ホールスタッフ 不問 時給
ＴＥＬ 0920-47-0507

不問 800円～850円 従業員数 5人

42081- 700201 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

ホテルスタッフ 18歳以上 時給
ＴＥＬ 03-6709-9562

法令の規定により 900円～1,200円 従業員数 2人

年齢制限がある
42081- 704601 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

定年の上限 800円～900円 従業員数 50人

42081- 722401 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

一般事務(壱岐島開発総合セ
ター・壱岐市ふれあい広場） 不問 時給

ＴＥＬ 0920-45-1113

不問 897円～897円 従業員数 5人

42081- 686701 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片原触２２１

(1) 8時00分～12時00分

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市芦辺町瀬戸浦５５

(1) 8時30分～18時00分
の間の6～8時間

瀬戸浦SS(芦辺町瀬戸浦55)
※就業場所は相談可

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

川添石油　株式会社
※就業場所：郷ノ浦SS(郷ノ
浦町田中触1177-1)

交替制(シフト制)

アイランド壹岐　２号館

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) 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)12時00分～17時00分

※就業時間相談可
※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

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

有限会社　弦観光
壱岐牛・和牛　弦
※就業時間相談可

交替制(シフト制) 長崎県壱岐市郷ノ浦町片原触４４１

(1)11時00分～14時00分
(2)18時00分～22時00分

雇用期間の定めなし

長崎県壱岐市勝本町立石西触１１９－２

普通自動車免許一種

(1) 6時00分～15時00分
(2)12時00分～22時00分

雇用期間の定めなし (3)22時00分～ 7時00分

海里合同会社　海里村上
※就業時間相談可

交替制(シフト制)

株式会社　ヤマグチ

普通自動車免許一種

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

壱岐市教育委員会
※就業場所：壱岐島開発総合セ
ンター及び壱岐市ふれあい広場

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4～7.75時間

の兼務
※週２日勤務

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

一般事務(石田スポーツセ
ンター・石田地区公民 不問 時給

ＴＥＬ 0920-45-1113

不問 897円～897円 従業員数 7人

42081- 687801 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

一般事務（大谷公園） 不問 時給
ＴＥＬ 0920-45-1113

不問 897円～897円 従業員数 4人

42081- 688201 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

カフェスタッフ／壱岐市 不問 時給
ＴＥＬ 096-237-7266

不問 850円～850円 従業員数 12人

43010- 27071501 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

大浴場清掃 不問 時給
ＴＥＬ 0920-47-3737

不問 850円～850円 従業員数 54人

42081- 681301 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

販売員(エレナ/パート) 不問 時給
ＴＥＬ 0920-47-1881

不問 800円～800円 従業員数 51人

42081- 712901 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 0+20-47-0023

不問 1,100円～1,300円 従業員数 140人

42081- 714401 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

フロアスタッフ 不問 時給
ＴＥＬ 0920-47-0909

不問 800円～900円 従業員数 3人

42081-718501 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

壱岐市教育委員会
※就業場所:石田スポーツセン
ター及び石田地区公民館の兼務

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4～7.75時間

※週３日勤務 雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

長崎県壱岐市芦辺町芦辺浦５６２番地

(1) 8時30分～21時30分
の間の4～7.75時間

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：大谷公園
※週３日勤務

交替制(シフト制)

株式会社
パブリックビジネスジャパン
※就業場所：一支国博物館

熊本県熊本市南区江越１丁目１４－１０－２Ｆ

(1)10時30分～16時15分

(芦辺町深江鶴亀触515番地1) 雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

株式会社　太安閣 長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触７６０－１

(1)10時00分～13時00分

雇用期間の定めなし

有限会社　太陽商事
※就業場所：エレナFC壱岐郷
ノ浦店

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東触７８４

(1) 8時00分～22時00分
の間の4時間程度

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

社会医療法人　玄州会
光武内科循環器科病院
※就業時間相談可 看護師

准看護師

長崎県壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦１５－３

(1) 8時30分～12時30分
(2)13時00分～17時00分

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

又は8時30分～17時00分
の間の2時間以上

中華ダイニング　華花
※就業時間相談可

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東触７１８

(1)10時00分～15時00分
(2)18時00分～21時00分

雇用期間の定めなし

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
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