
求人者名 職種 年齢 賃金 必要な免許資格

調理人 不問 月給
ＴＥＬ 0920-47-5553

不問 160,000円～180,000円 従業員数 5人

42081- 221211 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

看護師 64歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-42-0136

定年を上限 190,000円～280,000円 従業員数 40人

42081- 215511 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- 216411 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市

ホテルスタッフ（正） 18歳～59歳 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- 208411 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- 211111 正社員以外 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- 213811 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市

看護師 64歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-47-1414

定年を上限 208,000円～208,000円 従業員数 17人

42081- 214211 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

クリーニング受付・作業 不問 時給
ＴＥＬ 0920-47-0478

不問 820円～820円 従業員数 10人

42081- 206211 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

有限会社　古川クリーニング 長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触６７９番地

(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

医療法人　清光会
山内眼科医院

看護師
准看護師

長崎県壱岐市郷ノ浦町東触１３１０

(1) 8時30分～18時30分
(2) 8時30分～17時30分

雇用期間の定めなし

有限会社　壱岐保育園
※パート勤務希望の方、応相
談

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～18時30分
の間の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、応相談
※就業時間相談可

雇用期間の定めなし

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)

海里合同会社　海里村上 変形労働時間制(1年単位) 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

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
普通自動車免許一種

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

長崎県壱岐市勝本町西戸触１８０－１

(1) 8時30分～17時00分
(2)16時30分～ 9時00分

雇用期間の定めなし (3) 8時30分～12時30分

医療法人　護州会
品川外科病院

変形労働時間制(1ヶ月単位)

看護師
准看護師

所在地・就業場所就業時間

おつくり家壱岐旨勘

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市郷ノ浦町庄触７２０－１

(1)16時00分～22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

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- 204711 正社員 就業場所 長崎県壱岐市
建築板金工
(見習い) 不問 日給

ＴＥＬ 0920-42-1631
不問 6,000円～8,000円 従業員数 4人

42081- 222511 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- 196311 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

大工（木造・型枠）・左官 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- 189911 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

看護師 59歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-47-5904

定年を上限 153,000円～233,200円 従業員数 10人

42081- 187311 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

看護師 不問 月給
ＴＥＬ 0920-47-1131

不問 187,600円～222,000円 従業員数 250人

42081- 171911 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 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

看護師 59歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-43-0107

定年を上限 195,600円～280,400円 従業員数 106人

42081- 148111 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

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)

看護師
准看護師
普通自動車免許一種

長崎県壱岐市勝本町布気触９４８－１

(1) 7時45分～16時45分
(2) 8時30分～17時30分

雇用期間の定めなし (3) 9時30分～18時30分
又は7時45分～18時30分
の間の8時間

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

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

長崎県壱岐病院 交替制(シフト制)

看護師

長崎県壱岐市郷ノ浦町東触１６２６番地

(1) 8時30分～17時15分
(2)16時30分～ 1時15分

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

(3)00時30分～ 9時15分

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：ひかり訪問看護

看護師
准看護師
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

テーション(郷ノ浦町永田触
295番地4)

雇用期間の定めなし

長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触３０－１

(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

普通自動車免許一種

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

株式会社　山口工務店

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市勝本町坂本触９３２

(1) 8時00分～17時30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)

2級土木施工管理技士

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
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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

調理員 不問 時給
ＴＥＬ 0920-47-0603

不問 893円～893円 従業員数 18人

42081- 285611 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市
事務補助員

（政策企画課） 不問 時給
ＴＥＬ 0920-48-1134

不問 897円～897円 従業員数 17人

42081- 226611 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

看護職（産休代替） 不問 時給
ＴＥＬ 0920-48-4020

不問 1,000円～1,300円 従業員数 64人

42081- 228111 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

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- 282411 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

レジ係（夜間） 不問 時給
ＴＥＬ 0920-47-1987

不問 900円～1,000円 従業員数 67人

42081- 209011 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

看護師・准看護師 64歳以下 時給
ＴＥＬ 0920-43-0888

定年を上限 1,000円～1,400円 従業員数 108人

42081- 177411 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市
販売員

ローソン壱岐郷ノ浦店 不問 時給
ＴＥＬ 0920-47-1147

不問 800円～850円 従業員数 10人

42081- 241311 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

アスパラガス収穫作業員 不問 時給
ＴＥＬ 090-4827-1096

不問 850円～900円 従業員数 2人

42081- 244111 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

壱岐マリーナホテル　株式会
社

長崎県壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦２０５－１

(1)15時00分～17時30分

雇用期間の定めなし

壱岐市役所
※就業場所：郷ノ浦庁舎3階政
策企画課

長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触５６２番地

(1) 8時30分～17時15分

※応募締切：4/30(金)迄
※雇用期間：R3/6/21～R3/8/20

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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） 看護師

准看護師

長崎県壱岐市芦辺町箱崎大左右触２２７２番地２

(1) 8時00分～19時00分
の間の4～8時間

※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）

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

株式会社イチヤマ 長崎県壱岐市郷ノ浦町東触５６７－２

(1)18時00分～22時00分

雇用期間の定めなし

医療法人　協生会
介護老人保健施設　壱岐

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～13時00分
(2) 8時30分～17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東触７８４

(1) 5時00分～00時30分
の間の4～8時間

※就業時間相談可 雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

有限会社　太陽商事
※就業場所：ローソン壱岐郷ノ
浦店(郷ノ浦町東触字深田551-3)

変形労働時間制(1ヶ月単位)

吉野農園
※就業場所：郷ノ浦町大原触
514

長崎県壱岐市郷ノ浦町東触１１４

(1) 6時00分～18時00分
の間の6～8時間

※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）
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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- 249411 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

畜産売場担当 不問 時給
ＴＥＬ 0920-45-1759

不問 815円～815円 従業員数 95人

42081- 253711 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

アイスクリーム製造 不問 時給
ＴＥＬ 0920-47-0239

不問 820円～850円 従業員数 8人

42081- 283011 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市
食品工場での加工
・袋詰め作業 不問 時給

ＴＥＬ 0920-45-2838
不問 800円～800円 従業員数 9人

42081- 277611 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 0920-47-0023

不問 1,100円～1,300円 従業員数 140人

42081- 260111 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

ルームメイク 64歳以下 時給
ＴＥＬ 090-3328-6554

定年を上限 900円～1,000円 従業員数 36人

42081- 280211 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

在庫管理事務・販売 不問 時給
ＴＥＬ 0920-47-1110

不問 800円～800円 従業員数 9人

42081-　273511 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) 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- 264511 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

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)・瀬戸浦SS

交替制(シフト制)

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

※就業時間相談可 雇用期間の定めなし

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市芦辺町諸吉本村触４３０番地

(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

長崎県壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦１５－３

看護師
准看護師又は8時30分～17時00分

の間の2時間以上

社会医療法人　玄州会
光武内科循環器科病院

有限会社　本尾海産
※就業時間選択可

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

長崎県壱岐市芦辺町箱崎中山触２６０４－２

有限会社　サダカタ商会
※就業時間相談可

長崎県壱岐市郷ノ浦町庄触３０番地

(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）

株式会社　ビューホテル壱岐 長崎県壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦４０１

(1) 8時00分～13時00分
(2) 8時00分～14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
※シニア応援求人

交替制(シフト制)

株式会社　イチヤマ 交替制(シフト制)

(1) 9時00分～15時00分

雇用期間の定めなし

(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）

オランダフーズ　株式会社
※就業時間相談可

長崎県壱岐市郷ノ浦町片原触１５５１

(1) 8時00分～17時20分
又は8時00分～17時20分

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

の間の4～8時間
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