
求人者名 職種 年齢 賃金 必要な免許資格

調理員 64歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-42-0136

定年を上限 145,000円～155,000円 従業員数 39人

42081-　747411 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

フロント（正） 20歳～59歳 月給
ＴＥＬ 0920-47-0603

法令の規定により 150,000円～150,000円 従業員数 18人
年齢制限がある

42081- 717911 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

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- 736811 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

ゴルフ場コ－ス管理員 45歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-42-1028

キャリア形成 150,000円～150,000円 従業員数 9人

42081- 715311 正社員 就業場所 長崎県壱岐市
施設管理スタッフ
（女性専用求人） 64歳以下 月給

ＴＥＬ 0920-42-1028
定年を上限 150,000円～180,000円 従業員数 9人

42081- 716611 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

診療放射線技師 40歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-47-1131

キャリア形成 177,400円～236,200円 従業員数 250人

42081- 710811 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

薬剤師 59歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-47-1131

定年を上限 210,500円～283,700円 従業員数 250人

42081- 711211 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

看護師 40歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-47-1131

キャリア形成 200,700円～251,900円 従業員数 250人

42081- 706411 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

長崎県壱岐病院
※応募締切日:10/29(金)迄
(R4年春までに免許取得見込

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

みの方も応募可)
※採用予定日:R4年4/1

雇用期間の定めなし (3)00時30分～ 9時15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

みの方も応募可)
※採用予定日:R4年4/1

雇用期間の定めなし

長崎県壱岐病院
※応募締切日:10/29(金)迄
(R4年春までに免許取得見込

薬剤師

長崎県壱岐病院
※応募締切日:10/29(金)迄
(R4年春までに免許取得見込 診療放射線技師

長崎県壱岐市郷ノ浦町東触1626番地

(1) 8時30分～17時15分

みの方も応募可)
※採用予定日:R4年4/1

雇用期間の定めなし

株式会社
壱岐カントリー倶楽部

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市勝本町新城西触1645番地

(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新城西触1645番地

(1) 7時00分～15時00分
(2) 7時00分～12時00分

雇用期間の定めなし (3) 8時00分～16時00分
(4) 8時00分～12時00分

株式会社
壱岐カントリー倶楽部

交替制(シフト制)

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

長崎県壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦205-1

(1) 6時30分～15時30分
(2)15時00分～00時00分

雇用期間の定めなし

壱岐マリーナホテル　株式会
社

交替制(シフト制)

普通自動車免許一種

所在地・就業場所就業時間

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)

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市勝本町西戸触180-1

(1) 6時00分～13時45分
(2) 9時00分～18時30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

理学療法士 不問 月給
ＴＥＬ 0920-47-1727

不問 200,000円～360,000円 従業員数 7人

42081- 699811 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 0920-45-1454

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

現場作業員 不問 日給
ＴＥＬ 0920-44-6283

不問 9,000円～9,000円 従業員数 10人

42081- 782311 正社員以外 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

貨物トラック運転手 64歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-45-4646

定年を上限 170,000円～180,000円 従業員数 7人

42081- 779811 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

一般土木作業員 59歳以下 日給
ＴＥＬ 0920-45-0215

定年を上限 7,500円～8,500円 従業員数 7人

42081- 781011 正社員 就業場所 長崎県壱岐市
生活相談員

（デイサ－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

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

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)

介護福祉士

長崎県壱岐市郷ノ浦町志原西触1066番地1

(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

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

有限会社　弦観光 変形労働時間制(1ヶ月単位)

介護福祉士
普通自動車免許一種

中央産業　有限会社

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市芦辺町箱崎中山触394

(1) 8時00分～17時30分

雇用期間の定めなし

有限会社　壱岐商運

中型自動車免許

長崎県壱岐市芦辺町諸吉南触1117-1

(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

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

の間の8時間

有限会社　松永運輸
※作業場所：壱岐島内の海岸
(複数箇所)

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市石田町石田西触802番地

(1) 8時00分～17時00分

※雇用期間：R3年10/20～R3年
12/31

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

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 又は8時15分～20時15分
の間の8時間

でぐち整形外科医院 交替制(シフト制)

理学療法士
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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

精肉部門作業員
(エレナ/パート) 不問 時給

ＴＥＬ 0920-47-1881
不問 830円～850円 従業員数 51人

42081- 768911 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-　4559911 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 821円～821円 従業員数 96人

42081- 730011 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

畜産売場担当 不問 時給
ＴＥＬ 0920-45-1759

不問 821円～821円 従業員数 96人

42081- 690211 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 821円～821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

調理業務員（パート） 不問 時給
ＴＥＬ 0920-47-5623

不問 821円～821円 従業員数 6人

42081- 739411 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

農作業 不問 時給
ＴＥＬ

不問 821円～900円 従業員数 3人

42081- 676011 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

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)

株式会社クラカタ商事　壱岐
支店
※就業場所：郷ノ浦町東触

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

※就業時間選択可 雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

海田育苗センタ－

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市郷ノ浦町東触454

(1) 5時00分～18時00分
の間の4時間

※就業時間相談可 雇用期間の定めなし

イオン九州　株式会社　イオ
ン壱岐店

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）

社会医療法人　玄州会
介護老人保健施設　光風
※就業場所：いき・さくらん

長崎県壱岐市郷ノ浦町東触1006番地1

(1) 8時30分～13時00分

ぼ保育園
※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) 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）

長崎県壱岐市郷ノ浦町東触758番地1

(1) 8時00分～13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
月未満）

東洋食品　株式会社
※就業場所：エレナ壱岐郷ノ
浦FC店内

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）
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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

洗い場・接客 18歳以上 時給
ＴＥＬ 0920-45-3319

法令の規定により 821円～821円 従業員数 2人
年齢制限がある

42081- 778711 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市
ベーカリーとカフェの

製造・販売 不問 時給
(イチヤマ店舗内)【急募】 ＴＥＬ 0920-40-0195

不問 821円～821円 従業員数 5人

42081- 660611 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 825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
給食業務

（パ－トタイム会計年度 不問 月給
任用職員） 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

フロアスタッフ 不問 時給
ＴＥＬ 0920-47-0909

不問 830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

羽毛布団の製造 不問 時給
ＴＥＬ 0920-45-4066

不問 900円～900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

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- 769111 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 821円～821円 従業員数 9人

42081- 753211 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

富士新幸九州有限会社九州工
場
※就業時間相談可

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：採用日～R3年
12/15

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

有限会社　サダカタ商会

普通自動車免許一種

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）

長崎県壱岐市郷ノ浦町庄触720-1

普通自動車免許AT

(1)18時00分～23時00分

※就業時間は応相談 雇用期間の定めなし

おつくり家壱岐旨勘

長崎県壱岐病院 交替制(シフト制) 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）

長崎県壱岐市郷ノ浦町東触718

普通自動車免許一種

(1)10時00分～15時00分
(2)18時00分～21時00分

※就業時間相談可 雇用期間の定めなし

又は5時00分～13時45分
の間の7時間

中華ダイニング　華花 交替制(シフト制)

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 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

パンプラス
※就業場所：スーパーバリューイチ
ヤマ店舗内(郷ノ浦町東触567-2)

交替制(シフト制) 長崎県壱岐市郷ノ浦町釘山触628

(1) 7時00分～20時00分
の間の2～8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

有限会社　鮨　割烹　曽根 長崎県壱岐市芦辺町箱崎大左右触550-11

(1)18時00分～00時00分
の間の4時間程度

雇用期間の定めなし
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