
求人者名 職種 年齢 賃金 必要な免許資格

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 18人

42081-　539011 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- 531611 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- 532911 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 5人

42081- 524911 正社員 就業場所 長崎県壱岐市
マリンスポーツ

インストラクター 不問 月給
(アシスタント) ＴＥＬ 0920-44-6666

不問 150,000円～180,000円 従業員数 4人

42081- 525111 正社員以外 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） 45歳以下 日給

ＴＥＬ 0920-44-6741
キャリア形成 6,400円～10,000円 従業員数 0人

42081- 527811 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

葬祭業務全般 59歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-47-0770

定年を上限 153,000円～253,000円 従業員数 4人

42081- 528211 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

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- 529511 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

株式会社　鳳雲堂 変形労働時間制(1ヶ月単位)

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触740番地

(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

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　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筒城東触1531-1

(1)10時00分～20時00分
(2) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

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

普通自動車免許一種

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

長崎県壱岐市郷ノ浦町釘山触628パンプラス

普通自動車免許一種

雇用期間の定めなし

有限会社　山内真珠

所在地・就業場所就業時間

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

普通自動車免許AT

長崎県壱岐市郷ノ浦町坪触2101番地

(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

株式会社　共進自動車商会

(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

板川木工所

株式会社　シ－ガルイン 変形労働時間制(1年単位)
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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

営繕業務係 45歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-47-5623

キャリア形成 143,300円～153,400円 従業員数 143人

42081- 556611 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

管理栄養士・栄養士 59歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-47-5623

定年を上限 147,600円～203,000円 従業員数 143人

42081- 555311 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- 509111 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

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- 516911 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

ビジネスアナリスト 不問 月給
ＴＥＬ 0920-40-0456

不問 250,000円～250,000円 従業員数 1人

42081- 554011 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- 499411 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

自動車整備・販売 59歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-45-0180

定年を上限 150,000円～200,000円 従業員数 6人

42081- 543811 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 0920-47-1331

不問 800円～820円 従業員数 11人

42081- 542711 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560番地

(1) 8時30分～17時00分
(2) 8時30分～11時00分

(3)JAベイサイド湯ノ本給油所
のいずれかに配属

雇用期間の定めあり(4ヶ月
以上)

壱岐市農業協同組合
※就業場所：(1)JA本所給油所
(2)JA北部給油所

普通自動車免許一種

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

※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 (3) 9時00分～18時00分
(4)11時00分～20時00分
(5)17時00分～翌10時00分

有限会社　齋藤モータース 変形労働時間制(1年単位)

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市芦辺町諸吉仲触424-4

(1) 8時00分～17時30分

雇用期間の定めなし

長崎県壱岐市芦辺町深江鶴亀触1092-5

(1) 8時45分～17時45分

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

株式会社　インテグラ・
インフォテック・ジャパン

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

雇用期間の定めなし

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

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

社会医療法人　玄州会
介護老人保健施設　光風

管理栄養士
栄養士

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

普通自動車免許一種

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
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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

ホールスタッフ 不問 時給
ＴＥＬ 0920-47-5553

不問 900円～1,200円 従業員数 5人

42081- 550811 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

現場労務作業 不問 日給
ＴＥＬ 0920-44-6114

不問 6,950円～6,950円 従業員数 5人

42081- 530311 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

清掃員 20歳～59歳 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- 533111 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- 534711 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

（パート） 不問 時給
ＴＥＬ 0920-47-0239

不問 820円～850円 従業員数 8人

42081- 520411 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- 506311 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市
販売員

(衣料品売場) 不問 時給
ＴＥＬ 0920-45-1759

不問 815円～815円 従業員数 96人

42081- 548311 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

介護職員（パ－ト） 45歳以下 時給
ＴＥＬ 0920-43-0888

キャリア形成 850円～1,050円 従業員数 110人

42081- 394011 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

雇用期間の定めなし

壱岐栽培センター

おつくり家壱岐旨勘

普通自動車免許AT

長崎県壱岐市郷ノ浦町庄触720-1

(1)18時00分～23時00分

長崎県壱岐市郷ノ浦町大島1168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）

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
(2) 6時30分～12時00分

雇用期間の定めなし

有限会社　サダカタ商会 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

※就業時間相談可 雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

の間の4～8時間

オランダフ－ズ　株式会社 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

※就業時間相談可 雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

(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

医療法人　協生会
介護老人保健施設　壱岐

長崎県壱岐市勝本町本宮南触236

(1) 8時30分～17時15分
の間の4～6時間

※就業時間相談可 雇用期間の定めなし

(1) 9時00分～17時00分
の間の5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)

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
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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

看護師 59歳以下 時給
ＴＥＬ 0920-45-0051

定年を上限 1,100円～1,200円 従業員数 29人

42081- 435611 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

清掃 59歳以下 時給
ＴＥＬ 0920-45-0051

定年を上限 800円～900円 従業員数 29人

42081- 551211 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 830円～830円 従業員数 12人

40062- 3314111 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

歯科衛生士 不問 時給
ＴＥＬ 0920-47-0010

不問 1,100円～1,100円 従業員数 6人

42081- 552511 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

歯科受付 不問 時給
ＴＥＬ 0920-47-0010

不問 850円～850円 従業員数 6人

42081- 553411 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市
看護師・准看護師

(パート) 不問 時給
ＴＥＬ 0920-47-0023

不問 1,100円～1,300円 従業員数 140人

42081- 547011 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

販売員 59歳以下 時給
ＴＥＬ 0920-48-5800

定年を上限 800円～800円 従業員数 6人

42081- 540911 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

フロント係 不問 時給
ＴＥＬ 0920-43-0124

不問 800円～1,000円 従業員数 38人

42081- 541111 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

社会福祉法人　和光会（障害
者支援施設　希望の丘）

交替制(シフト制)

看護師
准看護師

長崎県壱岐市芦辺町箱崎大左右触2320-3

(1) 9時00分～16時00分
の間の4～5時間程度

※シニアの方も応募歓迎 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）

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
※シニアの方も応募歓迎

雇用期間の定めなし

医療法人　村瀬歯科医院

歯科衛生士

長崎県壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦123番地

(1) 8時20分～13時00分
(2)14時50分～19時00分

※就業時間相談可 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

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）

医療法人　村瀬歯科医院 長崎県壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦123番地

(1) 8時00分～13時00分
(2)14時30分～19時00分

※就業時間相談可 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

看護師
准看護師

長崎県壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦15-3

(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)

又は8時30分～17時00分
の間の2時間以上

有限会社　マリンパル壱岐

普通自動車免許AT

長崎県壱岐市石田町印通寺浦471-2

(1) 8時00分～13時00分
又は7時30分～18時00分

雇用期間の定めなし の間の5時間程度

(3)15時30分～20時30分

一般財団法人
壱岐市開発公社
※就業場所：

交替制(シフト制) 長崎県壱岐市勝本町立石西触101

(1) 7時30分～13時30分
(2)11時30分～16時00分

　　　　国民宿舎　壱岐島荘
※就業時間相談可

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上)
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