
求人者名 職種 年齢 賃金 必要な免許資格

自動車整備士 59歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-45-1454

定年を上限 170,000円～250,000円 従業員数 5人

42081- 689111 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

一般事務 35歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-40-0228

キャリア形成 140,000円～180,000円 従業員数 6人

42081- 636611 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- 638111 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市
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- 641411 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

看護師、准看護師 64歳以下 月給
ＴＥＬ

定年を上限 155,000円～290,000円 従業員数 61人

42081- 642011 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 107人

42081- 644611 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 月給
ＴＥＬ 090-6292-0838

不問 179,900円～196,000円 従業員数 8人

42081- 646111 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

大型運転手 45歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-45-3645

キャリア形成 150,000円～180,000円 従業員数 4人

42081- 650011 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

所在地・就業場所就業時間

東栄自動車　有限会社

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市芦辺町諸吉大石触342-1

(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印通寺浦469-46

(1) 8時45分～18時00分

雇用期間の定めなし

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

ＫＴＡＸ株式会社

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

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

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

医療法人　協生会　品川病院 変形労働時間制(1ヶ月単位)

看護師
准看護師

長崎県壱岐市郷ノ浦町東触854-2

(1) 8時30分～17時15分
(2) 7時00分～15時45分

雇用期間の定めなし (3)10時30分～19時15分
(4)17時00分～翌9時00分

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

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

長崎県壱岐市芦辺町住吉前触777-1

(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

有限会社　末永重機運輸

大型自動車免許
車両系建設機械運転技能者
(整地・運搬・積込用及び掘削用)
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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

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 23人

42081- 653911 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 0920-42-0136

定年を上限 190,000円～280,000円 従業員数 40人

42081- 654111 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

壱岐病院の受付事務 不問 月給 シティ22ビル5階

ＴＥＬ 03-4216-4482
不問 143,000円～150,000円 従業員数 25人

40010- 48373711 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市

理学療法士 不問 月給
ＴＥＬ 0920-47-1727

不問 140,000円～240,000円 従業員数 7人

42081-　631211 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

理学療法士 59歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-47-0023

定年を上限 203,000円～373,000円 従業員数 140人

42081-　628311 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

作業療法士 59歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-47-0023

定年を上限 203,000円～373,000円 従業員数 140人

42081- 629611 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

バー　スタッフ 20歳以上 月給
ＴＥＬ

法令の規定により 200,000円～200,000円 従業員数 2人
年齢制限がある

42081- 657211 正社員 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- 661911 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

有限会社　壱岐保育園 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

※新卒予定の方の応募可
※パート希望の方、応相談

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

(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

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

株式会社　ソラスト　福岡支
社
※就業場所：長崎県壱岐病院

交替制(シフト制) 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目23-22

(1) 8時30分～17時30分
(2) 8時00分～17時00分

(郷ノ浦町郷ノ浦1626) 雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

又は8時15分～20時15分
の間の8時間

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)

理学療法士

でぐち整形外科医院 交替制(シフト制)

理学療法士

長崎県壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦53番地2

(1) 8時15分～12時15分
(2)14時15分～20時15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)

作業療法士

長崎県壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦15-3

(1) 8時30分～17時00分

※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郷ノ浦15-3

(1) 8時30分～17時00分

※就業時間相談可 雇用期間の定めなし

C H I L L A X 長崎県壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦117-2-2F

(1)18時00分～01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

長崎県壱岐市勝本町本宮南触236

(1) 8時30分～17時15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

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-　637911 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

ホールスタッフ 64歳以下 時給
ＴＥＬ 0920-47-0577

定年を上限 800円～850円 従業員数 5人

42081- 643311 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市
日用消耗品

コ－ナ－スタッフ 不問 時給
ＴＥＬ 0920-45-1759

不問 815円～815円 従業員数 96人

42081- 633411 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

日配商品担当 不問 時給
ＴＥＬ 0920-45-1759

不問 815円～815円 従業員数 96人

42081- 634011 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市
【急募】

壱岐病院の受付事務 不問 時給 シティ22ビル5階

ＴＥＬ 03-4216-4482
不問 825円～900円 従業員数 25人

40010- 48376511 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市
生活相談員

（デイサ－ビス） 64歳以下 時給
ＴＥＬ 0920-44-8171

定年を上限 800円～1,000円 従業員数 12人

42081- 632511 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市
コールセンタースタッフ

（パート・アルバイト）／ 不問 時給
ＴＥＬ 03-6369-9623

不問 1,100円～1,100円 従業員数 6人

13010- 70566011 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

施設管理 不問 日給
ＴＥＬ 0920-45-2728

不問 6,950円～6,950円 従業員数 20人

42081- 688911 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

長崎県壱岐市芦辺町瀬戸浦573番地

(1) 8時30分～15時00分
(2) 8時30分～16時00分

長崎県壱岐市郷ノ浦町片原触441

(1)11時00分～14時00分
(2)18時00分～22時00分

※就業時間相談可 雇用期間の定めなし

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

(3) 8時30分～17時00分

有限会社　弦観光
壱岐牛・和牛　弦

交替制(シフト制)

中央福岡ヤクルト販売　株式
会社　壱岐営業所

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

(1) 7時30分～12時30分
の間の4～5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

(1) 7時30分～12時30分
の間の4～5時間

※就業時間相談可
※シニアの方も応募歓迎

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

株式会社　ソラスト　福岡支
社
※就業場所：長崎県壱岐病院

福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目23-22

(1) 8時00分～13時00分

(郷ノ浦町東触1626) 雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

長崎県壱岐市石田町筒城東触1840-3

介護福祉士
普通自動車免許一種

(1) 8時30分～17時30分

雇用期間の定めなし

有限会社　弦観光
※就業場所：デイサービスセ
ンターまごころ

株式会社　ＡＨＧＳ
※就業場所：壱岐事務所
(郷ノ浦町郷ノ浦45-2)

東京都千代田区富士見2-4-6　實五号館ビル2階

(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6時間以上

壱岐市教育委員会
※就業場所：電力の鬼　松永
安左エ門記念館

長崎県壱岐市芦辺町芦辺浦562番地

(1) 8時30分～17時15分

(石田町印通寺浦360)
※採用日：R3年10/1～

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

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- 587411 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- 588011 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 860円～860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

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

清掃作業員 不問 時給
ＴＥＬ 0920-47-0417

不問 830円～850円 従業員数 52人

42081- 681811 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

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

(1) 9時00分～23時00分
の間の4時間程度

※就業時間相談可 雇用期間の定めなし

原田酒造有限会社 長崎県壱岐市勝本町勝本浦249

普通自動車免許一種

有限会社　深山荘 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

※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

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）

長崎県壱岐市郷ノ浦町庄触720-1

(1)18時00分～23時00分

※採用日：R3年10月～の予定 雇用期間の定めなし

おつくり家壱岐旨勘

株式会社　クラカタ商事　壱
岐支店

長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触477-2

(1) 7時45分～16時45分
(2) 8時00分～17時00分

※就業場所：郷ノ浦町東触
※就業時間相談可

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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

※就業時間選択可 雇用期間の定めなし

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

一般財団法人
壱岐市開発公社
※就業場所：国民宿舎　壱岐島荘

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

※就業時間相談可 雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

(3)15時30分～20時30分
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