
求人者名 職種 年齢 賃金 必要な免許資格

ＯＡ機器営業販売 59歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-47-1255

定年を上限 162,133円～162,133円 従業員数 46人

42081- 25611 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

保育士(臨時職員) 不問 日給
ＴＥＬ 0920-47-0888

不問 8,100円～8,100円 従業員数 21人

42081- 29811 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- 1711 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 0920-45-0196

定年を上限 180,000円～230,000円 従業員数 20人

42081- 3211 正社員 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- 4511 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

営業職 不問 月給
ＴＥＬ 0920-45-2218

不問 140,000円～140,000円 従業員数 5人

42081- 6011 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市

調理師 35歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-47-1166

キャリア形成 142,800円～160,200円 従業員数 69人

42081- 7311 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- 9911 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市

壱岐交通　株式会社

所在地・就業場所就業時間

普通自動車免許AT

長崎県壱岐市郷ノ浦町東触５７５－２

(1) 9時00分～17時30分

雇用期間の定めなし

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)

保育士

長崎県壱岐市郷ノ浦町片原触８０－１

(1) 7時30分～16時30分
(2) 9時30分～18時30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１６０２

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

又は7時30分～18時30分
の間の8時間程度

有限会社　藤尾

株式会社　岡本組 変形労働時間制(1年単位)

1級土木施工管理技士
普通自動車免許一種

長崎県壱岐市芦辺町諸吉二亦触５６０番地２

(1) 8時00分～17時00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)

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

長崎県壱岐市芦辺町諸吉仲触４３３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５７３番地

普通自動車免許一種

(1) 8時30分～17時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

中央福岡ヤクルト販売　株式
会社　壱岐営業所

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)

調理師
普通自動車免許一種

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

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)

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瀬戸浦５５

(1) 8時00分～17時00分
(2) 9時00分～18時00分

・瀬戸浦SS(芦辺町瀬戸浦55)
※就業場所は応相談

雇用期間の定めなし (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
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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

支援員 59歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-45-0051

定年を上限 150,800円～182,480円 従業員数 30人

42081- 10711 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

薬剤師 59歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-47-0023

定年を上限 303,000円～503,000円 従業員数 140人

42081- 12211 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

調理員（正） 59歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-43-0107

定年を上限 139,000円～139,000円 従業員数 118人

42081- 17611 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

看護職員 不問 月給
ＴＥＬ 0920-45-0048

不問 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

建設大工（経験者） 不問 日給
ＴＥＬ 0920-47-0904

不問 10,000円～11,000円 従業員数 7人

42081- 851301 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

土木技術者（見習い可） 64歳以下 日給
ＴＥＬ 0920-47-1145

定年を上限 7,000円～10,000円 従業員数 9人

42081- 860601 正社員 就業場所 長崎県壱岐市
オペレ－タ－

または一般作業員 59歳以下 日給
ＴＥＬ 0920-44-5059

定年を上限 7,000円～10,000円 従業員数 15人

42081- 864701 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

介護支援専門員 59歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-47-5904

定年を上限 158,000円～213,400円 従業員数 7人

42081- 866201 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

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

※就業時間相談可 雇用期間の定めなし

長崎県壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦１５－３

薬剤師

(1) 8時30分～17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

社会医療法人 玄州会
光武内科循環器科病院

(1) 6時30分～15時30分
(2) 7時30分～16時30分

※パート希望の方、応募可 雇用期間の定めなし (3) 8時45分～17時45分
(4)10時30分～19時30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) 長崎県壱岐市勝本町布気触９４８－１

調理師

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

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

(1) 8時00分～17時30分

雇用期間の定めなし

株式会社　横山建設 長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触３０－１

普通自動車免許一種

株式会社　広瀬組 変形労働時間制(1年単位) 長崎県壱岐市石田町石田西触１３７０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：居宅介護支援セ 介護支援専門員

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

ンター(郷ノ浦町永田触295番
地4)

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

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- 8611 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

カフェスタッフ 不問 時給 壱岐イルカパーク ＆リゾート

ＴＥＬ 0920-42-0759
不問 800円～850円 従業員数 20人

42081- 24311 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市
看護師・准看護師

（パート） 不問 時給
ＴＥＬ 0920-47-0023

不問 1,100円～1,300円 従業員数 140人

42081- 16311 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市
ハウス野菜等の収穫作業

栽培管理 不問 時給
ＴＥＬ 0920-47-2423

不問 793円～793円 従業員数 2人

42081- 898701 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

看護師　　「看護」 不問 時給
ＴＥＬ 0920-45-0051

不問 1,100円～1,200円 従業員数 30人

42081- 900401 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

縫製工 不問 時給
ＴＥＬ 0920-44-5786

不問 793円～800円 従業員数 27人

42081- 833001 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市
受付事務(パートタイム
会計年度任用職員) 不問 月給

ＴＥＬ 0920-47-1131
不問 76,065円～112,645円 従業員数 250人

42081- 835601 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市
【急募】

壱岐病院の受付事務 不問 時給 シティ２２ビル ５階
/壱岐市 ＴＥＬ 092-452-4111

不問 825円～850円 従業員数 25人

40010- 64642701 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

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

普通自動車免許AT

長崎県壱岐市勝本町東触２６６８番地３

(1) 9時00分～18時00分
の間の3～8時間

雇用期間の定めなし

・瀬戸浦SS(芦辺町瀬戸浦55)
※就業場所は応相談

雇用期間の定めなし

IKI PARK MANAGEMENT 株式会
社

交替制(シフト制)

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)

社会医療法人 玄州会
光武内科循環器科病院

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

※就業時間相談可 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

株式会社　春一番Ｉｋｉ
※就業時間相談可

長崎県壱岐市郷ノ浦町物部本村触３５２－１

(1) 8時00分～12時00分
(2)13時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

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) 9時00分～16時00分
の間の4～5時間

雇用期間の定めなし

長崎県壱岐市石田町石田西触１２８５－１

(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 (3) 8時30分～15時00分

ソーイングIKI
※就業時間相談可

長崎県壱岐病院 交替制(シフト制) 長崎県壱岐市郷ノ浦町東触１６２６番地

(1) 8時30分～13時00分

雇用期間の定めあり(４ヶ
月以上)

株式会社　ソラスト　福岡支
社
※就業場所:長崎県壱岐病院

福岡県福岡市博多区博多駅前３丁目２３－２２

(1) 8時00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

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- 829101 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

日本酒・焼酎製造工 不問 時給
ＴＥＬ 0920-40-0061

不問 820円～900円 従業員数 11人

42081- 11811 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

事務/壱岐市 不問 時給
ＴＥＬ 0920-52-0867

不問 850円～850円 従業員数 4人

42080- 55311 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 793円～793円 従業員数 143人

42081- 806801 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市
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 793円～793円 従業員数 1人

42081- 810901 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 793円～793円 従業員数 72人

42081- 820401 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市
惣菜調理員

(デリカ工房) 不問 時給
ＴＥＬ 0920-47-1987

不問 800円～900円 従業員数 67人

42081- 32311 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- 31011 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

長崎県壱岐市石田町印通寺浦２００

普通自動車免許一種

(1) 6時30分～17時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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)

株式会社　アトル
※就業場所：石田町池田東触
984-3

普通自動車免許一種

長崎県対馬市厳原町東里２９０－３

(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) 8時30分～16時30分
(2) 9時00分～18時00分

※就業時間選択可
※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

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
※就業時間相談可

交替制(シフト制)

株式会社　イチヤマ
※就業場所：郷ノ浦町東触
317-2

交替制(シフト制)

普通自動車免許AT

長崎県壱岐市郷ノ浦町東触５６７－２

(1) 6時00分～17時00分
の間の4～8時間

雇用期間の定めなし

おつくり家壱岐旨勘 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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