
求人者名 職種 年齢 賃金 必要な免許資格

【急募】
壱岐病院の受付事務 不問 月給 シティ22ビル5階

(壱岐市) ＴＥＬ 092-452-4111
不問 143,000円～150,000円 従業員数 25人

40010- 12811711 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市

看護師または准看護師 不問 月給
ＴＥＬ 0920-40-0566

不問 200,000円～240,000円 従業員数 6人

42081- 154611 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

畜産業 不問 月給
ＴＥＬ 0920-47-3221

不問 175,000円～175,000円 従業員数 0人

42081- 151411 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- 126211 正社員 就業場所 長崎県壱岐市
豆腐・惣菜製造補助

及び配達 不問 月給
ＴＥＬ 0920-44-5310

不問 150,000円～150,000円 従業員数 1人

42081- 128411 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

販売・接客・事務 不問 時給
ＴＥＬ 0920-44-5818

不問 800円～1,500円 従業員数 3人

42081- 130911 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市

土木作業員 59歳以下 日給
ＴＥＬ 0920-44-5437

定年を上限 7,000円～8,000円 従業員数 27人

42081- 117811 正社員 就業場所 長崎県壱岐市
調理人

(ＢＢＱレストラン) 59歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-42-0013

定年を上限 150,000円～200,000円 従業員数 0人

42081- 158811 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

所在地・就業場所就業時間

株式会社　ソラスト　福岡支
社
※就業場所：長崎県壱岐病院

交替制(シフト制) 福岡県福岡市博多区博多駅前３丁目２３－２２

(1) 8時30分～17時30分
(2) 8時00分～17時00分

(郷ノ浦町東触1626) 雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

しらかわ内科クリニック

株式会社　山本畜産

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市郷ノ浦町柳田触７５９

(1) 8時00分～18時00分
(2) 8時00分～19時00分

雇用期間の定めなし

看護師
准看護師

長崎県壱岐市芦辺町諸吉仲触４番１号

(1) 8時30分～18時00分
(2) 8時30分～12時30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

(1) 8時00分～15時40分

雇用期間の定めなし

有限会社　中村たんぱく 長崎県壱岐市石田町本村触１１８－７

普通自動車免許一種

壱岐牧場
※パート希望の方、応相談

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市石田町筒城仲触１７８６

(1)10時00分～18時00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

(3)14時00分～21時45分

深山水産
※Ｒ3年5月オープン予定

交替制(シフト制) 長崎県壱岐市勝本町勝本浦５７５－３６

(1) 6時00分～13時45分
(2) 9時00分～16時45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

製造職 不問 月給
ＴＥＬ 0920-42-0010

不問 180,000円～240,000円 従業員数 0人

42081- 136411 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

農作業 不問 時給
ＴＥＬ

不問 800円～900円 従業員数 0人

42081- 172111 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

ゴルフ場コ－ス管理員 45歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-42-1028

キャリア形成 140,000円～140,000円 従業員数 9人

42081- 112311 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

現場作業員 40歳以下 日給
ＴＥＬ 0920-47-1911

キャリア形成 7,500円～8,500円 従業員数 10人

42081- 70511 正社員 就業場所 長崎県壱岐市
設備工事作業員
・土木作業員 不問 月給

ＴＥＬ 0920-43-0657
不問 180,000円～250,000円 従業員数 8人

42081- 71411 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

看護師・准看護師 64歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-43-0888

定年を上限 155,000円～295,000円 従業員数 108人

42081- 176511 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

臨床検査技師 59歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-47-0023

定年を上限 193,000円～323,000円 従業員数 140人

42081- 13511 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

生活相談員（正） 59歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-43-0107

定年を上限 181,100円～181,100円 従業員数 106人

42081- 21511 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

原田酒造有限会社 変形労働時間制(1年単位)

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市勝本町勝本浦２４９

(1) 9時00分～18時00分

雇用期間の定めなし

海田育苗センター

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市郷ノ浦町東触４５４

(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

株式会社
壱岐カントリー倶楽部

交替制(シフト制) 長崎県壱岐市勝本町新城西触１６４５番地

(1) 7時00分～15時00分
(2) 7時00分～12時00分

雇用期間の定めなし (3) 8時00分～16時00分
(4) 8時00分～12時00分

株式会社　中央工建

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市郷ノ浦町田中触９５５番地１

(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３７１－１

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

株式会社　協栄設備工業

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

長崎県壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦１５－３

臨床検査技師

(1) 8時30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

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)

社会福祉士
精神保健福祉士
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

ベーカリーとカフェの
製造・販売 不問 時給

ＴＥＬ 0920-40-0195
不問 800円～800円 従業員数 0人

42081- 155911 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市
惣菜スタッフ

（長崎県壱岐市） 不問 時給
ＴＥＬ 0920-47-2552

不問 820円～820円 従業員数 12人

40062- 1263011 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

ホールスタッフ 64歳以下 時給
ＴＥＬ 0920-47-0507

定年を上限 800円～850円 従業員数 5人

42081- 144011 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

商品配達および管理業務 不問 時給
ＴＥＬ 0920-45-2218

不問 850円～850円 従業員数 5人

42081- 145311 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

焼き立てパンスタッフ 不問 時給
ＴＥＬ 0920-45-1759

不問 815円～815円 従業員数 95人

42081- 150511 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

畜産業（餌やり、清掃） 不問 時給
ＴＥＬ 0920-47-3221

不問 800円～800円 従業員数 0人

42081- 152011 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市
サービス及び接客
(レストラン) 59歳以下 時給

ＴＥＬ 0920-47-3737
定年を上限 800円～800円 従業員数 54人

42081- 183211 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

介護職員／老人ホーム 不問 時給
ＴＥＬ 0920-43-0049

不問 897円～950円 従業員数 54人

42081- 140811 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

壱岐市役所
※就業場所：壱岐市立老人
ホーム

長崎県壱岐市勝本町本宮南触１３２３番地７

(1) 8時30分～17時15分

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) 6時00分～10時00分
(2)10時30分～14時30分

雇用期間の定めなし (3)16時30分～21時30分

株式会社　山本畜産
※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柳田触７５９

(1) 8時00分～11時00分
(2)15時00分～18時00分

雇用期間の定めなし (3)16時00分～19時00分

長崎県壱岐市芦辺町箱崎中山触２６０４－２

の間の4～5時間程度

(1) 7時00分～12時00分
(2) 8時30分～13時00分

※採用日：R3年6月～ 雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

(3) 9時00分～14時00分
又は7時00分～14時00分

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)

中央福岡ヤクルト販売　株式
会社　壱岐営業所

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市芦辺町瀬戸浦５７３番地

(1) 8時30分～15時00分
(2) 8時30分～16時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

(3) 8時30分～17時00分

有限会社　弦観光
壱岐牛・和牛　弦

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

※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釘山触６２８

(1) 7時00分～20時00分
の間の2～8時間程度

長崎県壱岐市郷ノ浦町東触７５８番地１

(1) 8時00分～12時30分

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

※応募締切：R3/3/19(金)
※採用日：R3/4月～※シニア応援求
人

雇用期間の定めなし

東洋食品　株式会社
※就業場所：エレナ壱岐郷ノ
浦FC店内

パンプラス
※就業場所：スーパーイチヤ
マ店舗内(郷ノ浦町東触567-2)

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

スク－ルバス業務 不問 日給
ＴＥＬ 0920-47-1255

不問 5,000円～5,000円 従業員数 46人

42081- 139611 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

事務員 不問 時給
ＴＥＬ 0920-42-0010

不問 800円～900円 従業員数 0人

42081- 138311 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市
一般事務

(石田スポーツセンター) 不問 時給
ＴＥＬ 0920-45-1113

不問 897円～897円 従業員数 4人

42081- 162611 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- 163911 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

清掃作業員 不問 時給
ＴＥＬ 0920-47-0417

不問 800円～820円 従業員数 52人

42081- 102411 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

配達員【急募】 不問 時給
ＴＥＬ 0920-47-5169

不問 793円～850円 従業員数 17人

42081- 192211 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市
ホールサービス

(ＢＢＱレストラン) 不問 時給
ＴＥＬ 0920-42-0013

不問 800円～800円 従業員数 0人

42081- 159211 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

ホールサービス・販売員 不問 時給
ＴＥＬ 0920-42-2345

不問 800円～800円 従業員数 7人

42081- 160011 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：大谷公園
(郷ノ浦町田中触1223番地)

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～21時30分
の間の4時間以上

※採用日：R3/4/1～　※週2日勤務
※シニア応援求人

雇用期間の定めあり(4ヶ月
以上)

長崎県壱岐市勝本町勝本浦２４９

普通自動車免許一種

(1) 8時30分～17時30分

雇用期間の定めなし

原田酒造有限会社

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東触５７５－２

(1) 7時00分～19時00分
の間の2～4時間程度

雇用期間の定めなし

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

※採用日：R3/4/1～　※週2日勤務
※シニア応援求人

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：石田スポーツセン
ター(石田町石田西触1264番地4)

交替制(シフト制)

壱岐交通　株式会社 交替制(シフト制)

深山水産
※就業時間相談可
※R3年5月オープン予定

交替制(シフト制) 長崎県壱岐市勝本町勝本浦５７５－３６

(1) 8時00分～21時45分
の間の3～8時間

雇用期間の定めなし

有限会社　百崎商店
※就業場所：ほっともっと
※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本村触６９４－１

(1)10時00分～13時00分

※シニア応援求人 雇用期間の定めなし

株式会社 クラカタ商事　壱岐
支店

長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触４７７－２

(1) 7時45分～16時45分
(2) 8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)

お食事処　大幸
※就業時間相談可

長崎県壱岐市勝本町勝本浦２０１

(1) 8時00分～21時45分
の間の3～8時間

※採用日：R3年4月～ 雇用期間の定めなし

4


