
求人者名 職種 年齢 賃金 必要な免許資格

事務職員 59歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-43-0107

定年を上限 136,000円～136,000円 従業員数 107人

42081-　610311 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

鞄縫製工・販売 不問 月給
ＴＥＬ 0920-40-0225

不問 160,000円～250,000円 従業員数 3人

42081- 611611 正社員 就業場所 長崎県壱岐市
コールセンタースタッフ
（フルタイム）／壱岐島 44歳以下 月給 實五号館ビル2階

ＴＥＬ 03-6369-9623
キャリア形成 200,000円～200,000円 従業員数 0人

13010- 66541211 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

管理栄養士 59歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-47-0023

定年を上限 198,000円～198,000円 従業員数 140人

42081-　612911 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

介護福祉士(正) 64歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-47-1166

定年を上限 159,600円～181,800円 従業員数 70人

42081- 617511 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

警備員 18歳～59歳 日給 イオン壱岐店2階

ＴＥＬ 080-1777-3778
法令の規定により 7,000円～9,000円 従業員数 6人
年齢制限がある

42081- 604911 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市
発砲スチロール製品の

製造・営業販売 30歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-45-2338

キャリア形成 160,000円～160,000円 従業員数 11人

42081- 599911 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市

調理人 18歳以上 月給
ＴＥＬ 0920-47-5553

法令の規定により 140,000円～180,000円 従業員数 5人
年齢制限がある

42081- 600411 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

おつくり家壱岐旨勘 交替制(シフト制)

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市郷ノ浦町庄触720-1

(1)15時00分～23時00分
の間の6時間以上

雇用期間の定めなし

長崎県壱岐市芦辺町箱崎釘ノ尾触731-1

(1) 8時00分～16時30分

雇用期間の定めなし

株式会社壱岐スチロール 変形労働時間制(1年単位)

普通自動車免許一種

壱岐商業開発株式会社
※就業場所：壱岐市内各現場

長崎県壱岐市芦辺町箱崎中山触2604-2

(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

交替制(シフト制)

管理栄養士

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) 8時30分～12時30分

雇用期間の定めなし

長崎県壱岐市郷ノ浦町志原西触1066番地1

介護福祉士

(1) 8時00分～17時00分
(2)10時00分～19時00分

雇用期間の定めなし (3)11時30分～20時30分
(4)17時00分～10時00分

(3)13時00分～17時00分

社会福祉法人　光風会
特別養護老人ホーム　光の苑

変形労働時間制(1ヶ月単位)

株式会社　ＡＨＧＳ
※就業場所：壱岐営業所
(郷ノ浦町郷ノ浦45-2)

東京都千代田区富士見2-4-6

(1) 9時00分～18時00分
又は10時00分～19時00分

雇用期間の定めなし の間の8時間

雇用期間の定めなし

有限会社　アトリエ　フォル
マ－レ　壱岐工場

所在地・就業場所就業時間

社会福祉法人　壱心会
特別養護老人ホーム
壱岐のこころ

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

長崎県壱岐市芦辺町諸吉大石触472-24

(1) 8時30分～17時30分
又は9時45分～20時15分

雇用期間の定めなし の間の8時間
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介護職員 64歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-43-0888

定年を上限 155,000円～239,000円 従業員数 108人

42081- 594511 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

土木作業員 45歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-43-0117

キャリア形成 150,000円～200,000円 従業員数 7人

42081- 596011 正社員 就業場所 長崎県壱岐市
生活相談員

(デイサービス) 64歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-44-8171

定年を上限 150,000円～160,000円 従業員数 12人

42081- 622711 正社員 就業場所 長崎県壱岐市
水道施設運転監視

及び保守点検業務/壱岐市 不問 日給 大博センタービル 6F
ＴＥＬ 092-475-7386

不問 7,520円～7,520円 従業員数 0人

40010- 46895111 正社員以外 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- 576811 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

ルート営業 59歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-47-0239

定年を上限 145,000円～160,000円 従業員数 12人

42081- 625511 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

看護職員 40歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-45-0048

キャリア形成 226,900円～265,600円 従業員数 303人

42081- 627011 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

介護(ホームヘルパー) 不問 日給
ＴＥＬ 0920-47-5904

不問 6,300円～7,000円 従業員数 21人

42081- 619011 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市

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：ホームヘルパー

交替制(シフト制)

ホームヘルパー2級
介護職員初任者研修修了者

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
又は 7時00分～22時00分

ステーションリバティ 雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

の間の8時間程度

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AT

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

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

長崎県壱岐市郷ノ浦片原触1551

普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時20分

雇用期間の定めなし

オランダフ－ズ　株式会社 変形労働時間制(1年単位)

株式会社　フソウ　九州支店
※就業場所：門野田浄水場(郷
ノ浦町坪触3039)

普通自動車免許一種

福岡県福岡市博多区博多駅前2-19-24

(1) 8時30分～17時30分

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

有限会社　弦観光 変形労働時間制(1ヶ月単

介護福祉士
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) 8時30分～17時30分

雇用期間の定めなし

長崎県壱岐市勝本町布気触289番地

(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

有限会社トウケン工業
※就業場所：勝本町本宮仲触2

普通自動車免許一種

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)

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市勝本町本宮南触236

(1) 8時30分～17時15分
(2) 7時30分～16時15分

雇用期間の定めなし (3)10時30分～19時15分
(4)17時00分～ 9時00分
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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-　615811 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市
シェアハウスの
運営補助業務 不問 時給

ＴＥＬ 080-8825-5531
不問 1,000円～1,000円 従業員数 1人

13010- 67625011 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- 613111 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

調剤受付事務 不問 時給
ＴＥＬ 0920-42-1025

不問 850円～900円 従業員数 5人

42081- 607811 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- 601011 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- 500711 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- 603611 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

介護(ホームヘルパー) 不問 時給
ＴＥＬ 0920-47-5904

不問 900円～1,000円 従業員数 21人

42081- 620911 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

普通自動車免許一種

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

普通自動車免許一種

東京都千代田区丸の内3-4-1　新国際ビル3階

(1) 9時30分～18時30分

雇用期間の定めなし

※就業時間相談可 雇用期間の定めなし

株式会社イースト
※就業場所：壱岐オフィス
(石田町筒城東触1482)

中華ダイニング　華花 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

立石調剤薬局 交替制(シフト制) 長崎県壱岐市勝本町西戸触182-1

(1) 8時30分～17時30分
の間の4時間程度

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

株式会社　一支國屋

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市郷ノ浦町渡良浦102

(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)

普通自動車免許AT

長崎県壱岐市郷ノ浦町東触568-1

(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

長崎県壱岐市郷ノ浦町永田触275番地2

ホームヘルパー2級
介護職員初任者研修修了者

普通自動車免許一種

(1) 7時00分～22時00分
の間の4時間程度

ステーションリバティ
※就業時間相談可

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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：ホームヘルパー
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水産加工作業員 不問 時給
ＴＥＬ 0920-47-1883

不問 793円～793円 従業員数 8人

42081- 606711 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 0920-45-0048

不問 1,113円～1,238円 従業員数 95人

42081- 626411 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

調理員(急募) 不問 時給
ＴＥＬ 0920-47-0777

不問 1,000円～1,250円 従業員数 8人

42081- 621111 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市
給食業務

(パートタイム会計年度任 不問 月給
ＴＥＬ 0920-47-1131

不問 116,335円～160,232円 従業員数 250人

42081- 618411 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市
ハンバーガーの

製造・販売員【急募】 不問 時給
ＴＥＬ 080-5265-8047

不問 850円～970円 従業員数 12人

42081- 523611 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

システムエンジニア 不問 時給
ＴＥＬ 0920-40-0456

不問 1,500円～1,500円 従業員数 1人

42081- 623811 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

製造スタッフ【急募】 不問 時給
ＴＥＬ 0920-40-0860

不問 800円～900円 従業員数 5人

42081- 502211 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

羽毛布団の製造(パート) 不問 時給
ＴＥＬ 0920-45-4066

不問 793円～793円 従業員数 20人

42081- 616211 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

きてみ店
※就業場所：壱岐美食企画　水産
加工場(郷ノ浦町郷ノ浦405番地12)

普通自動車免許AT

長崎県壱岐市郷ノ浦町志原西触552-1

(1) 8時00分～16時30分
の間の6時間程度

※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

社会福祉法人
壱岐市社会福祉協議会
※就業場所：郷ノ浦・石田・芦辺

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00分～17時15分
の間の5～8時間

・勝本の各支所のいずれか
※就業時間相談可※シニアの方も応募歓
迎

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

有限会社　小金丸造船 長崎県壱岐市郷ノ浦町渡良南触1121番地

(1) 9時00分～14時30分
(2)17時00分～21時30分

雇用期間の定めなし

長崎県壱岐市郷ノ浦町東触1626番地

(1) 8時30分～17時15分
の間の7時間

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

又は 5時00分～13時45分
の間の7時間

長崎県壱岐病院 交替制(シフト制)

長崎県壱岐市芦辺町箱崎中山触2604-17

(1) 7時00分～22時00分
の間の2～8時間

※就業時間相談可 雇用期間の定めなし

有限会社　ミキフードサービ
ス（モスバーガー壱岐店）

交替制(シフト制)

株式会社　インテグラ・イン
フォテック・ジャパン

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）

株式会杜　アットマ－ク
※就業場所：食品事業部

普通自動車免許AT

長崎県壱岐市芦辺町箱崎諸津触2151-2

(1) 9時00分～16時30分

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

長崎県壱岐市芦辺町諸吉大石触427番地

(1) 9時00分～17時00分
の間の5時間程度

※雇用期間：R3年9/16～R3年
12/15

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

富士新幸九州有限会社九州工
場
※就業時間相談可
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