
求人者名 職種 年齢 賃金 必要な免許資格

営繕・サービススタッフ 59歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-47-3737

定年を上限 150,000円～210,000円 従業員数 54人

42081- 353011 正社員 就業場所 長崎県壱岐市
ガラス・金属屋根

工事作業員 64歳以下 日給
ＴＥＬ 0920-45-0206

定年を上限 7,000円～10,000円 従業員数 4人

42081- 343511 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

プロパンガス販売員 59歳以下 時給
ＴＥＬ

定年を上限 800円～820円 従業員数 9人

42081- 334511 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市
介護支援専門員

(ケアマネ－ジャ－） 59歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-47-9022

定年を上限 206,500円～222,250円 従業員数 15人

42081- 347611 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

型枠大工 64歳以下 日給
ＴＥＬ 0920-47-5018

定年を上限 7,500円～9,000円 従業員数 34人

42081- 333211 正社員 就業場所 長崎県壱岐市
食品工場での

加工・袋詰め作業 40歳以下 時給
ＴＥＬ 0920-45-2838

キャリア形成 800円～800円 従業員数 9人

42081- 349111 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

プラントメンテナンス 35歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-45-0087

キャリア形成 170,000円～230,000円 従業員数 9人

42081- 325211 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

真珠養殖作業員（正） 59歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-47-0711

定年を上限 150,000円～190,000円 従業員数 15人

42081- 322111 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

所在地・就業場所就業時間

(3) 6時30分～14時30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

長崎県壱岐市芦辺町諸吉東触１９７番地

(1) 8時00分～17時30分

雇用期間の定めなし

有限会社　赤木硝子店

普通自動車免許一種

川添石油　株式会社
※就業場所：カワゾエホーム
ガスセンター

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) 8時30分～17時30分

(郷ノ浦町東触1172-2) 雇用期間の定めなし

(4)16時00分～翌9時00分

株式会社ビジュアルビジョン
けあビジョンホ－ム壱岐

変形労働時間制(1ヶ月単位)

介護支援専門員
介護福祉士

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

雇用期間の定めなし (3)10時00分～19時00分

長崎県壱岐市郷ノ浦町柳田触１４２

(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

平尾建設株式会社 変形労働時間制(1年単位)

普通自動車免許一種

有限会社　本尾海産

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～17時00分

雇用期間の定めなし

有限会社　万谷鉄工所 長崎県壱岐市芦辺町芦辺浦７５４－２

(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

長崎県壱岐市郷ノ浦町坪触２１０１番地

普通自動車免許AT

(1) 8時00分～17時00分
(2) 8時00分～17時30分

雇用期間の定めなし

有限会社　山内真珠
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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

設備工事作業員
・土木作業員 64歳以下 月給

ＴＥＬ 0920-43-0657
定年を上限 180,000円～250,000円 従業員数 8人

42081- 315711 正社員 就業場所 長崎県壱岐市
木製建具、木製家具製作
（建具・家具職人・見習い） 不問 日給

ＴＥＬ 0920-44-6741
不問 6,400円～10,000円 従業員数 2人

42081- 316811 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

ＯＡ機器営業販売 35歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-47-1255

キャリア形成 162,133円～162,133円 従業員数 46人

42081- 286911 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

店内販売員（惣菜部） 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- 290411 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- 295111 正社員以外 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 106人

42081- 272211 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

一般作業員 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- 242611 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

看護師 59歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-47-0023

定年を上限 198,000円～368,000円 従業員数 140人

42081- 259311 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

株式会社　協栄設備工業

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市勝本町本宮南触３７１－１

(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

板川木工所

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市石田町石田西触１３１４

(1) 8時15分～17時30分

雇用期間の定めなし

壱岐交通　株式会社

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

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) 8時00分～17時30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

変形労働時間制(1年単位)

介護職員初任者研修修了
者
ホームヘルパー2級

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

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)

調理師

長崎県壱岐市勝本町布気触９４８－１

(1) 6時30分～15時30分
(2) 7時30分～16時30分

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

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

社会医療法人 玄州会
光武内科循環器科病院

変形労働時間制(1ヶ月単位)

看護師

長崎県壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦１５－３

(1) 8時30分～17時00分
(2)16時30分～ 9時00分

※就業時間相談可 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

浄化槽の法定検査補助
／壱岐市 不問 時給

ＴＥＬ 095-887-3160
不問 860円～860円 従業員数 1人

42010- 7622811 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

調剤薬局事務 59歳以下 時給
ＴＥＬ 0920-44-5035

定年を上限 800円～800円 従業員数 2人

42081- 382711 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- 370311 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 59歳以下 時給
ＴＥＬ 0920-42-2345

定年を上限 800円～800円 従業員数 9人

42081- 371611 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） 59歳以下 時給
ＴＥＬ 0920-42-0013

定年を上限 800円～800円 従業員数 2人

42081- 374711 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

フロアスタッフ 不問 時給
ＴＥＬ 0920-47-0909

不問 800円～900円 従業員数 3人

42081- 378411 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

接客 不問 時給
ＴＥＬ 0920-45-4777

不問 800円～850円 従業員数 3人

42081- 379011 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市
卵の出荷作業員
及び配達員 64歳以下 時給

ＴＥＬ

定年を上限 820円～900円 従業員数 7人

42081- 362311 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

有限会社
しまのたまご屋さん

交替制(シフト制)

普通自動車免許AT

長崎県壱岐市芦辺町箱崎江角触２

(1) 8時30分～14時00分
(2) 8時30分～15時30分

雇用期間の定めなし

新鮮魚類　吉祥

普通自動車免許AT

長崎県壱岐市芦辺町瀬戸浦１５０－２

(1)17時00分～21時00分

雇用期間の定めなし

有限会社　深山荘
※就業時間相談可

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

長崎県壱岐市郷ノ浦町東触７１８

(1)10時00分～15時00分
(2)18時00分～21時00分

雇用期間の定めなし

中華ダイニング　華花
※就業時間相談可

交替制(シフト制)

大幸物産　株式会社
※就業場所：お食事処　海神
(わたつみ)

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

※就業時間相談可 雇用期間の定めなし

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

株式会社　山下愛敬堂 交替制(シフト制)

一般財団法人
長崎県浄化槽協会
※就業場所：壱岐検査事務所 普通自動車免許一種

長崎県西彼杵郡長与町平木場郷５０９

(1) 9時00分～17時00分
(2) 8時30分～16時30分

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市石田町石田西触１０６９番地

(1) 8時00分～12時00分
(2)17時00分～18時00分

雇用期間の定めなし 又は8時00分～18時00分
の間の8時間

※応募期限:6/11必着
※雇用期間：R3年7/1～R3年9/30

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

(3) 8時00分～16時00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

介護職員／老人ホーム 不問 時給
ＴＥＬ 0920-43-0049

不問 925円～950円 従業員数 54人

42081- 356911 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- 357111 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市
精肉部門作業員

（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- 360411 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

【急募】清掃員 不問 時給
ＴＥＬ 0920-43-0253

不問 800円～800円 従業員数 1人

42081- 391211 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市
アシスタント

(ウェブサイト制作) 不問 時給
ＴＥＬ

不問 800円～1,000円 従業員数 2人

42081- 386411 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

弁当製造・販売員 不問 時給
ＴＥＬ 0920-47-5169

不問 793円～850円 従業員数 17人

42081- 389611 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

事務 59歳以下 時給
ＴＥＬ 0920-45-2010

定年を上限 900円～900円 従業員数 9人

42081- 385511 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

プール受付・清掃 不問 時給
ＴＥＬ 0920-45-1113

不問 897円～897円 従業員数 8人

42081- 388311 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

医療法人　潮陽会　松嶋医院 長崎県壱岐市芦辺町箱崎大左右触５５０－２

(1)12時30分～17時30分
の間の4～5時間

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～19時15分
の間の4～8時間

※就業時間相談可
※雇用期間：R3年7/21～R3年8/31

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

壱岐市教育委員会
※就業場所：勝本B＆G海洋セ
ンター(勝本町布気触818-6)

交替制(シフト制)

有限会社　百崎商店
※就業場所：ほっともっと

交替制(シフト制) 長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触６９４－１

(1)10時00分～15時00分
又は9時00分～16時00分

※就業時間相談可 雇用期間の定めあり(４ヶ
月以上)

の間の5時間

ツグクリエイト　合同会社 長崎県壱岐市芦辺町深江鶴亀触１０９２－５

(1) 9時00分～18時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

有限会社　キョートク
※就業場所：郷ノ浦町東触

交替制(シフト制) 長崎県壱岐市勝本町立石西触４８４

(1) 6時00分～ 8時00分
(2) 7時00分～ 9時00分

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) 8時00分～17時00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）

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）

長崎県壱岐市勝本町本宮南触１３２３番地７

ホームヘルパー2級
介護職員初任者研修修了
者

(1) 8時30分～17時15分

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

壱岐市役所
※就業場所：壱岐市立老人
ホーム
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