
求人者名 職種 年齢 賃金 必要な免許資格

パンの製造・販売
または営業・企画 不問 月給

ＴＥＬ 0920-40-0195

不問 137,760円～137,760円 従業員数 4人

42081- 43111 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

介護支援相談員 59歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-47-5623

定年を上限 158,000円～203,000円 従業員数 143人

42081- 47511 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

フロント（正） 59歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-47-3737

定年を上限 144,000円～144,000円 従業員数 54人

42081- 49011 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

木製建具、木製家具製作
（建具・家具職人・見習い） 不問 日給

ＴＥＬ 0920-44-6741

不問 6,400円～10,000円 従業員数 2人

42081- 50911 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

一般事務／壱岐市 不問 日給
ＴＥＬ 050-3383-5515

不問 7,500円～7,500円 従業員数 3人

42010- 856011 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市

看護師 不問 月給
ＴＥＬ 0920-47-0888

不問 190,000円～200,000円 従業員数 21人

42081- 28711 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市

自動車整備士 不問 月給
ＴＥＬ 0920-47-1255

不問 145,900円～190,000円 従業員数 6人

42081- 33611 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

診療放射線技師 不問 月給
ＴＥＬ 0920-47-1131

不問 158,000円～206,500円 従業員数 250人

42081- 23011 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

パンプラス

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市郷ノ浦町釘山触６２８

(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

社会医療法人　玄州会
介護老人保健施設　光風 介護支援専門員

社会福祉士
介護福祉士
普通自動車免許一種

長崎県壱岐市郷ノ浦町東触１００６番地１

(1) 8時20分～17時20分

雇用期間の定めなし

株式会社　太安閣 変形労働時間制(1年単位)

普通自動車免許AT

長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触７６０－１

(1) 6時30分～15時15分
(2)13時00分～21時45分

雇用期間の定めなし

長崎県壱岐市石田町石田西触１３１４

普通自動車免許一種

(1) 8時15分～17時30分

雇用期間の定めなし

(3) 6時30分～14時30分
(4)13時00分～21時00分

板川木工所

日本司法支援センター
長崎地方事務所
※就業場所：法テラス壱岐法律事

長崎県長崎市栄町１－２５　長崎ＭＳビル２階

(1) 9時00分～17時30分

務所(郷ノ浦町郷ノ浦174 吉田ビル
3F)※採用日：R3/2月上旬予定

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

有限会社　壱岐保育園
※採用日：R3/3月または4月

交替制(シフト制)

看護師
准看護師

長崎県壱岐市郷ノ浦町片原触８０－１

(1) 8時00分～17時00分
(2) 8時30分～17時30分

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

壱岐交通　株式会社
※就業場所：郷ノ浦町東触
1120 普通自動車免許一種

長崎県壱岐市郷ノ浦町東触５７５－２

(1) 8時00分～16時30分

雇用期間の定めなし

長崎県壱岐病院

診療放射線技師

長崎県壱岐市郷ノ浦町東触１６２６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)
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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

看護職 64歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-48-4020

定年を上限 145,000円～250,000円 従業員数 62人

42081- 27111 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

准看護師 59歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-47-0023

定年を上限 173,000円～313,000円 従業員数 140人

42081- 15011 正社員 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- 38211 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

看護師 59歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-45-0051

定年を上限 164,700円～232,200円 従業員数 30人

42081- 899801 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

看護職員 59歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-45-0048

定年を上限 226,900円～265,600円 従業員数 303人

42081- 891501 正社員以外 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 59歳以下 月給

ＴＥＬ 0920-44-5059

定年を上限 180,000円～210,000円 従業員数 15人

42081- 863401 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

看護職員(正)/
デイサービスセンター「介護」 59歳以下 月給

ＴＥＬ 0920-43-0107

定年を上限 152,100円～152,100円 従業員数 118人

42081- 837101 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

店内販売員(日配部) 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- 42911 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

長崎県壱岐市芦辺町箱崎大左右触２２７２番地

看護師
准看護師

(1) 8時00分～17時00分
(2) 8時30分～17時30分

※パート希望の方、応募可
※シニア応援求人

雇用期間の定めなし (3)10時00分～19時00分

社会福祉法人　博愛会　特別
養護老人ホーム　ハッピーヒ
ルズ(幸せの丘)

変形労働時間制(1ヶ月単位)

(1) 8時30分～17時00分
(2)16時30分～ 9時00分

※就業時間相談可 雇用期間の定めなし

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) 長崎県壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦１５－３

准看護師

株式会社　共進自動車商会

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市石田町石田西触１３０５

(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

社会福祉法人　和光会　(障
害者支援施設　希望の丘)

交替制(シフト制)

看護師
准看護師

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) 8時30分～17時30分

※パート希望の方は応相談 雇用期間の定めなし (3) 9時30分～18時30分

社会福祉法人
壱岐市社会福祉協議会

交替制(シフト制)

看護師
准看護師
普通自動車免許AT

長崎県壱岐市芦辺町諸吉大石触１７９番地２

(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)

社会福祉法人　壱心会
特別養護老人ホーム
壱岐のこころ 介護福祉士

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市勝本町布気触９４８－１

(1) 8時15分～17時15分

雇用期間の定めなし

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) 7時30分～18時30分
の間の8時間程度

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

品出し業務/壱岐店 不問 時給 第一福岡ビルＳ 館４階
ＴＥＬ 092-433-0663

不問 910円～910円 従業員数 30人

40010- 4909111 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- 52711 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

レジ係 不問 時給
ＴＥＬ 0920-45-1759

不問 875円～875円 従業員数 95人

42081- 53811 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- 54211 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

在庫管理事務（パート） 不問 時給
ＴＥＬ 0920-47-1110

不問 800円～800円 従業員数 9人

42081- 60811 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

介護支援専門員
（ケアマネ－ジャ－） 不問 時給

ＴＥＬ 0920-47-9022

不問 1,500円～1,500円 従業員数 15人

42081- 63411 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

グル－プホ－ム介護職 不問 時給
ＴＥＬ 0920-47-9022

不問 930円～980円 従業員数 15人

42081- 64011 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

ハンバーガーの
製造・販売員 不問 時給

ＴＥＬ 080-5265-8047

不問 800円～970円 従業員数 8人

42081- 36711 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

有限会社　ミキフードサービ
ス（モスバーガー壱岐店）

交替制(シフト制) 長崎県壱岐市芦辺町箱崎中山触２６０４-１７

(1) 7時00分～22時00分
の間の2～8時間

※就業時間相談可 雇用期間の定めなし

株式会社ビジュアルビジョン
けあビジョンホ－ム壱岐

交替制(シフト制) 長崎県壱岐市郷ノ浦町片原触１３６１－１

(1) 7時15分～16時15分
(2) 8時30分～17時30分

※就業時間：又は7時15分～
19時00分の間の4時間以上

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

(3)10時00分～19時00分
(4)16時00分～翌9時00分
又は7時15分～19時00分の

有限会社　サダカタ商会
※就業時間相談可

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦４０５－６

(1) 8時30分～18時00分
の間の5～8時間程度

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

長崎県壱岐市郷ノ浦町片原触１３６１－１

介護支援専門員
その他の福祉・介護関
係資格

(1) 7時15分～19時00分
の間の4～8時間

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

株式会社ビジュアルビジョン
けあビジョンホ－ム壱岐

イオン九州　株式会社　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

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

イオン九州　株式会社　イオ
ン壱岐店
※就業時間相談可

交替制(シフト制) 長崎県壱岐市芦辺町箱崎中山触２６０４－２

(1) 7時45分～12時45分
(2)15時00分～20時00分

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

(3)16時30分～21時30分
又は7時45分～21時30分
の間の5時間程度

福岡県福岡市博多区博多駅東２-１０-１

(1) 8時00分～12時00分

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

雇用期間の定めあり(４ヶ
月以上)

株式会社　平山旅館
※シニア応援求人

株式会社　コスモス薬品
※就業場所：壱岐店
(郷ノ浦町柳田触251-1)

3



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

店内販売員（鮮魚部） 59歳以下 時給
ＴＥＬ 0920-47-5560

定年を上限 800円～900円 従業員数 50人

42081- 40311 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市
コンビニエンスストア店員

（壱岐芦辺店） 18歳以上 時給
ＴＥＬ 0920-48-1211

法令の規定により 820円～820円 従業員数 20人

年齢制限がある
42081- 44711 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

介護職（パート） 不問 時給
ＴＥＬ 0920-47-5623

不問 793円～800円 従業員数 143人

42081- 48411 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

ＬＰガス充填補助 不問 時給
ＴＥＬ 0920-47-2670

不問 850円～900円 従業員数 3人

42081- 34911 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

清掃員 不問 時給
ＴＥＬ 0920-47-5868

不問 793円～800円 従業員数 5人

42081- 68111 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 795円～795円 従業員数 4人

42081- 855401 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 090-4773-7569

不問 800円～950円 従業員数 1人

42081- 72011 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

店内販売
(ロングパート)/壱岐市 不問 時給 第一福岡ビルＳ 館４階

ＴＥＬ 092-433-0663

不問 930円～1,095円 従業員数 30人

40010- 4910211 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

株式会社　コスモス薬品
※就業場所：壱岐店
(郷ノ浦町柳田触251-1)

福岡県福岡市博多区博多駅東２-１０-１

(1) 8時30分～17時00分
(2)11時15分～20時15分

※就業時間はいずれかの固定
勤務

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

久田ファーム
※就業場所：郷ノ浦町志原南
触159

長崎県壱岐市郷ノ浦町大原触６８

(1) 6時00分～10時00分
(2)15時00分～17時00分

※就業時間選択可
※採用日：R3/3月～

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

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

長崎県壱岐市郷ノ浦町釘山触６２８

の間の2～8時間程度

(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

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)

株式会社　昇運
※就業場所：郷ノ浦町渡良南
触1130 普通自動車免許AT

長崎県壱岐市芦辺町芦辺浦１０３番地

(1)13時00分～17時00分

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

社会医療法人　玄州会
介護老人保健施設　光風

長崎県壱岐市郷ノ浦町東触１００６番地１

(1) 9時00分～16時00分
(2) 9時00分～13時00分

※就業時間相談可 雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

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

長崎県壱岐市芦辺町芦辺浦１９６番地２

(1)01時00分～ 9時00分
(2)13時00分～21時00分

(芦辺町諸吉大石触368-1) 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
ト壱岐芦辺店

交替制(シフト制)
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