
求人者名 職種 年齢 賃金 必要な免許資格

廃棄物収集作業員 40歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-47-3300

キャリア形成 182,900円～258,600円 従業員数 5人

42081- 110411 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

一般事務及び受付 不問 月給
ＴＥＬ 0920-42-1028

不問 138,000円～180,000円 従業員数 9人

42081- 111011 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

一般事務/壱岐支所 不問 月給
ＴＥＬ 0957-23-6161

不問 140,000円～140,000円 従業員数 11人

正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市

事務員 59歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-45-2111

定年を上限 140,000円～150,000円 従業員数 25人

42081- 105611 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- 69711 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

土木作業員 不問 日給
ＴＥＬ 0920-43-0117

不問 7,500円～9,000円 従業員数 7人

42081- 103011 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

船舶製造・修理作業員 59歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-43-0123

定年を上限 150,000円～200,000円 従業員数 6人

42081- 97411 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

医療事務 59歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-47-0023

定年を上限 137,500円～203,000円 従業員数 140人

42081- 88511 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

雇用期間の定めなし

株式会社
壱岐カントリー倶楽部

所在地・就業場所就業時間

竹原清備株式会社 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東触６６７番地２

(1) 8時00分～17時00分

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市勝本町新城西触１６４５番地

(1) 8時30分～17時30分

雇用期間の定めなし

有限会社トウケン工業
※就業場所：勝本町本宮仲触2

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市勝本町布気触２８９番地

(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

長崎県農業共済組合
※就業場所：壱岐支所
(郷ノ浦町牛方触813-2)

普通自動車免許一種

長崎県諫早市永昌東町２２－１０

(1) 8時45分～17時30分

※応募締切：3/18(木)17時必
着 ※採用日：R3/4/1～

雇用期間の定めあり(4ヶ月
以上)

新マルモ造船　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

長崎県壱岐市勝本町本宮南触５６９

(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
光武内科循環器科病院

長崎県壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦１５－３

(1) 8時30分～17時00分

雇用期間の定めなし

壱岐の蔵酒造株式会社 変形労働時間制(1年単位)

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

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市芦辺町湯岳本村触５２０

(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

大工　又は　見習い 59歳以下 日給
ＴＥＬ 0920-44-5437

定年を上限 6,000円～10,000円 従業員数 27人

42081- 118211 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

介護職 59歳以下 日給
ＴＥＬ 0920-47-5623

定年を上限 6,200円～6,500円 従業員数 143人

42081- 45811 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市

看護師、准看護師 64歳以下 月給
ＴＥＬ

定年を上限 155,000円～290,000円 従業員数 61人

42081- 91911 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

介護職員 64歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-43-0888

定年を上限 135,000円～219,000円 従業員数 108人

42081- 93711 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

店内販売員(鮮魚部) 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- 39511 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- 119511 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 7,000円～9,000円 従業員数 6人
年齢制限がある

42081- 121611 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市

介護職員 59歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-43-0107

定年を上限 136,000円～136,000円 従業員数 118人

42081- 78811 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市

長崎県壱岐市郷ノ浦町東触１００６番地１

(1) 9時30分～18時30分

雇用期間の定めなし

長崎県壱岐市郷ノ浦町永田触２６８番地

普通自動車免許一種

(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

株式会社　ヤマグチ 変形労働時間制(1年単位)

(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

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

長崎県壱岐市勝本町本宮南触２３６

普通自動車免許一種

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

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年単位)

(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)

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

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

長崎県壱岐市勝本町布気触９４８－１

(1) 7時45分～16時45分
(2) 9時00分～18時00分

雇用期間の定めなし (3)10時30分～19時30分
(4)16時45分～ 9時45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)
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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

看護職員
(機能訓練指導員兼務) 不問 時給
／デイサービスセンター ＴＥＬ 0920-44-8171

不問 1,000円～1,000円 従業員数 24人

42081- 104311 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市
店内販売員

（レジ係／パート） 59歳以下 時給
ＴＥＬ 0920-47-5560

定年を上限 800円～1,000円 従業員数 50人

42081- 98011 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- 100211 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

給食調理員・配達員 不問 時給
ＴＥＬ 0920-45-0048

不問 800円～1,013円 従業員数 93人

42081- 99311 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 0920-47-1233

不問 850円～850円 従業員数 1人

42081- 101511 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- 129011 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

グループホーム介護職 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

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- 131111 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

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石田本村触１１８－７

(1) 8時00分～13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

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

株式会社ビジュアルビジョン
けあビジョンホーム壱岐

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

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分の間の4時間以上

社会福祉法人
壱岐市社会福祉協議会
※就業場所：(芦辺町箱崎中

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4～8時間

山触2548）※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）

洋食と珈琲の店　トロル
※就業時間相談可

長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触５２６番地

(1)11時00分～16時00分
の間の2～4時間程度

雇用期間の定めなし

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）

看護師
准看護師
普通自動車免許一種

長崎県壱岐市石田町筒城東触１８４０－３

(1) 8時30分～17時30分
(2) 9時00分～18時00分

長崎県壱岐市郷ノ浦町永田触２６８番地

(1)18時00分～22時00分
(2)18時00分～23時00分

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

株式会社　ヤマグチ 交替制(シフト制)

有限会社　弦観光 交替制(シフト制)
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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

接客 不問 時給
ＴＥＬ 0920-45-4777

不問 800円～850円 従業員数 3人

42081- 132711 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

不問 900円～900円 従業員数 7人

42081- 133811 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- 123111 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

羽毛布団の製造(パート) 不問 月給
ＴＥＬ 0920-45-4066

不問 793円～793円 従業員数 20人

42081- 124711 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

清掃 不問 時給
ＴＥＬ 0920-45-0051

不問 800円～900円 従業員数 29人

42081- 125811 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

惣菜調理員 64歳以下 時給
ＴＥＬ 0920-47-1987

定年を上限 800円～900円 従業員数 67人

42081- 134211 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

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

中華料理　福満楼
※就業時間相談可

長崎県壱岐市郷ノ浦町東触字中尾９９－１

(1)17時00分～23時00分

雇用期間の定めなし

長崎県壱岐市芦辺町瀬戸浦１５０－２

普通自動車免許AT

(1)17時00分～21時00分

雇用期間の定めなし

新鮮魚類　吉祥

長崎県壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦４０５－６

普通自動車免許一種

(1) 8時30分～18時00分
の間の5～8時間

雇用期間の定めあり(4ヶ月
以上)

有限会社　サダカタ商会
※就業時間相談可

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

株式会社　イチヤマ
※就業時間相談可

長崎県壱岐市郷ノ浦町東触５６７－２

(1) 7時00分～18時00分
の間の4～8時間

雇用期間の定めなし

富士新幸九州有限会社 九州工
場
※就業時間相談可

変形労働時間制(1年単位) 長崎県壱岐市芦辺町諸吉大石触４２７番地

(1) 8時30分～18時00分
の間の6～8時間

雇用期間の定めなし

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
の間の5～8時間

※就業時間相談可
※シニア応援求人

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)

ソーイングIKI
※就業時間相談可

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
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