
求人者名 職種 年齢 賃金 必要な免許資格

乗合・貸切バス運転手 59歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-47-1255

定年を上限 162,790円～162,790円 従業員数 46人

42081- 313911 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- 308811 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

精神保健福祉士 不問 月給
ＴＥＬ 0920-47-1131

不問 149,000円～197,500円 従業員数 250人

42081- 301411 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市

【急募】支援員 59歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-45-0051

定年を上限 160,000円～190,000円 従業員数 29人

42081- 302011 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 153,000円～210,000円 従業員数 54人

42081- 298211 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

自動車整備士 59歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-47-1255

定年を上限 145,900円～190,000円 従業員数 6人

42081- 287111 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- 291011 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- 296711 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

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

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

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 (3) 6時30分～14時30分
(4)13時00分～21時00分

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

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

雇用期間の定めなし

(5)17時00分～翌10時00分

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 (3) 9時00分～18時00分
(4)11時00分～20時00分

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）

長崎県壱岐病院

精神保健福祉士

所在地・就業場所就業時間

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

株式会社　共進自動車商会

普通自動車免許一種

壱岐交通　株式会社 変形労働時間制(1年単位)

大型自動車第二種免許
普通自動車免許一種

長崎県壱岐市郷ノ浦町東触５７５－２

(1) 8時00分～16時30分
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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

自動車整備士 不問 日給
ＴＥＬ 0920-44-5827

不問 6,400円～6,500円 従業員数 9人

42081- 303311 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

トラック運転手【急募】 59歳以下 日給
ＴＥＬ 0920-45-1815

定年を上限 7,000円～7,000円 従業員数 9人

42081- 266011 正社員 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- 243911 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- 248511 正社員以外 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- 261711 正社員 就業場所 長崎県壱岐市
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 14人

42081- 317211 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

◆正社員◆ 不問 月給
ＴＥＬ 090-6292-0838

不問 179,900円～196,000円 従業員数 8人

42081- 210911 正社員 就業場所 長崎県壱岐市
介護職員（正）

デイサ－ビスセンタ－ 59歳以下 月給
「介護」 ＴＥＬ 0920-43-0107

定年を上限 152,100円～152,100円 従業員数 106人

42081- 146611 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 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　あぶらや
※就業場所：あぶらや市場壱岐
店・住吉神社前スタンド・

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郷ノ浦１２２－６９

(1) 8時00分～17時00分

壱岐支店(レンタカー)をシフト
により巡回

雇用期間の定めなし

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

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

社会医療法人 玄州会
光武内科循環器科病院

薬剤師

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

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

※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

有限会社　藤尾

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市郷ノ浦町東触１６０２

(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

有限会社　玄海自動車販売

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市石田町池田東触７７番地１

(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

有限会社　長嶋貨物運送

大型自動車免許

長崎県壱岐市芦辺町深江栄触６１６－１

(1) 7時30分～16時30分

雇用期間の定めなし
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販売員 59歳以下 時給
ＴＥＬ 0920-42-0010

定年を上限 800円～900円 従業員数 4人

42081- 351511 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- 330111 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

カフェスタッフ 59歳以下 時給 壱岐イルカパー ク＆リゾート
ＴＥＬ 0920-42-0759

定年を上限 900円～900円 従業員数 20人

42081- 331711 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- 348911 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市
販売員

（エレナ／パート） 不問 時給
ＴＥＬ 0920-47-1881

不問 800円～850円 従業員数 51人

42081- 326511 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市
水産品・農産品の

加工、販売 不問 時給
ＴＥＬ

不問 850円～1,200円 従業員数 3人

42081- 319411 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市
看護師

(パートタイム 不問 月給
会計年度任用職員） ＴＥＬ 0920-47-1131

不問 121,032円～143,226円 従業員数 250人

42081- 324811 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- 255211 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

(1) 7時45分～12時45分
(2)15時00分～20時00分

※就業時間相談可 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

イオン九州　株式会社　イオ
ン壱岐店

交替制(シフト制) 長崎県壱岐市芦辺町箱崎中山触２６０４－２

の間の5時間程度

長崎県壱岐市勝本町勝本浦２４９

(1) 9時00分～23時00分
の間の4時間程度

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年6/1～

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

雇用期間の定めなし

久田ファ－ム
※就業場所：郷ノ浦町志原南
触159

原田酒造有限会社
※就業時間相談可

ＩＫＩ　ＰＡＲＫ　ＭＡＮＡ
ＧＥＭＥＮＴ　株式会社

交替制(シフト制)

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

株式会社イチヤマ
※就業場所：デリカ工房(郷ノ
浦町東触317-2)

交替制(シフト制) 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

有限会社　太陽商事
※就業場所：エレナFC壱岐郷
ノ浦店(郷ノ浦町東触758-1)

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７８４

(1)11時00分～17時00分
の間の4時間程度

※就業時間相談可 雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触７４０

普通自動車免許一種

(1) 9時00分～18時00分
の間の3時間以上

雇用期間の定めなし

株式会社　一支國屋
※就業場所：郷ノ浦町渡良浦
102

の間の5時間程度

長崎県壱岐病院
※就業時間相談可

看護師
普通自動車免許一種

長崎県壱岐市郷ノ浦町東触１６２６番地

(1) 8時00分～13時00分
又は8時30分～13時30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

ソフトクリーム・
ジュース販売 69歳以下 時給 イオン壱岐店内

ＴＥＬ

定年を上限 800円～800円 従業員数 0人

42081- 342211 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市
看護職員

(機能訓練指導員兼務) 64歳以下 時給
/デイサービスセンター ＴＥＬ 0920-44-8171

定年を上限 1,000円～1,000円 従業員数 24人

42081- 341811 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- 338611 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市
【急募】

支援員（パ－ト） 59歳以下 時給
ＴＥＬ 0920-45-0051

定年を上限 850円～1,000円 従業員数 29人

42081- 336011 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

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
電線の端末加工
(ハーネス加工) 59歳以下 時給

ＴＥＬ

定年を上限 800円～800円 従業員数 13人

42081- 345011 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

総務事務・経理業務全般 不問 時給
ＴＥＬ 096-237-7266

不問 900円～900円 従業員数 12人

43010- 13857511 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

小粋なソフト(Koiki)
※就業場所：イオン壱岐店内

交替制(シフト制) 長崎県壱岐市芦辺町箱崎中山触２６０４－２

(1) 9時00分～14時30分
(2)14時30分～20時00分

雇用期間の定めなし

有限会社　弦観光 交替制(シフト制)

看護師
准看護師
普通自動車免許一種

長崎県壱岐市石田町筒城東触１８４０－３

(1) 9時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

株式会社　ヤマグチ 交替制(シフト制) 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

社会福祉法人　和光会（障害
者支援施設　希望の丘）

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) 7時30分～12時30分
(2)13時00分～18時00分

※就業時間相談可
※シニア応援求人

雇用期間の定めなし

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

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～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

(3)16時00分～19時00分

中央福岡ヤクルト販売株式会
社　壱岐営業所

株式会社　マツオ 長崎県壱岐市勝本町西戸触５１９－１

(1) 9時20分～15時55分

雇用期間の定めなし

株式会社
パブリックビジネスジャパン
※就業場所：壱岐市立一支国

熊本県熊本市南区江越１丁目１４－１０－２Ｆ

(1)10時00分～15時30分

博物館内(芦辺町深江鶴亀触
515番地1)

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）
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