
求人者名 職種 年齢 賃金 必要な免許資格

土木技術者 59歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-45-0215

定年を上限 170,000円～250,000円 従業員数 7人

42081- 787811 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

土木技術者 64歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-45-2230

定年を上限 170,000円～250,000円 従業員数 14人

42081- 788211 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

調理師 61歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-47-0085

定年を上限 137,000円～137,000円 従業員数 72人

42081-　786711 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

一般作業員 不問 日給
ＴＥＬ 080-4279-0893

不問 7,000円～12,000円 従業員数 4人

42081- 790311 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

事務 不問 時給
ＴＥＬ 080-4279-0893

不問 850円～1,000円 従業員数 4人

42081- 791611 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- 777111 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 143,000円～143,000円 従業員数 5人

42081- 770211 正社員 就業場所 長崎県壱岐市
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- 772411 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

所在地・就業場所就業時間

中央産業有限会社

1級土木施工管理技士
2級土木施工管理技士
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

1級土木施工管理技士
2級土木施工管理技士
2級管工事施工管理技士

長崎県壱岐市芦辺町箱崎中山触2604-51

(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

医療法人　玉水会　赤木病院 変形労働時間制(1ヶ月単位)

調理師

長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触111番地

(1) 9時00分～17時30分
(2) 6時00分～14時30分

※パート希望の方、応相談 雇用期間の定めなし (3)10時00分～19時00分
(4) 9時00分～12時00分
(5) 6時00分～ 9時00分

立山建設　株式会社 変形労働時間制(1年単位)

合同会社　絆企画

普通自動車免許一種

合同会社　絆企画

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市芦辺町住吉山信触1206-1

(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

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
(2) 8時00分～16時00分

雇用期間の定めなし

長崎県壱岐市芦辺町住吉山信触1206-1

(1) 9時00分～16時00分

雇用期間の定めなし

株式会社　協栄設備工業

普通自動車免許一種

パンプラス

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市郷ノ浦町釘山触628

(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

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
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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

土木作業員
（重機オペレーター） 64歳以下 日給

ＴＥＬ 0920-42-2217
定年を上限 8,800円～9,600円 従業員数 10人

42081- 792911 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- 748011 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

現場作業員（壱岐） 59歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-44-8558

定年を上限 140,000円～140,000円 従業員数 13人

42081- 749311 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 0920-47-1255

定年を上限 145,900円～190,000円 従業員数 6人

42081- 754511 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- 755411 正社員 就業場所 長崎県壱岐市
医師事務作業補助者

（ドクダーズクラーク） 59歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-47-0023

定年を上限 137,500円～203,000円 従業員数 140人

42081- 793111　 正社員 就業場所 長崎県壱岐市
建設業

（土木・水道設備・管工事） 不問 日給
ＴＥＬ 0920-47-5001

不問 6,500円～7,000円 従業員数 11人

42081- 757311 正社員以外 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 59歳以下 月給 大博センタービル 6階

/壱岐市 ＴＥＬ 092-475-7386
定年を上限 230,000円～500,000円 従業員数 7人

40010- 60550311 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

株式会社　松本建設 変形労働時間制(1ヶ月単位)

車両系建設機械(基礎工
事用)運転技能者
普通自動車免許一種

長崎県壱岐市勝本町大久保触1726

(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

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

壱岐交通　株式会社

普通自動車免許一種

株式会社　壱岐電話工業

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市石田町本村触99-1

(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

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

社会医療法人　玄州会
光武内科循環器科病院

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

日設工業　株式会社

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市郷ノ浦町庄触1062-1

(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

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

調理人 不問 時給
ＴＥＬ 0920-47-5553

不問 1,000円～1,200円 従業員数 5人

42081-　789511 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

肉用牛ヘルパー 不問 時給
ＴＥＬ 0920-45-2513

不問 1,125円～1,125円 従業員数 0人

42081- 783611 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-　776911 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 821円～900円 従業員数 5人

42081- 774311 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

フロント・営業 不問 時給
ＴＥＬ 0920-43-0124

不問 821円～1,000円 従業員数 38人

42081- 775611 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- 765011 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 0920-47-0023

不問 1,100円～1,300円 従業員数 140人

42081- 740611 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

店内販売員（鮮魚部） 59歳以下 時給
ＴＥＬ 0920-47-5560

定年を上限 821円～900円 従業員数 50人

42081- 722011 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

(1) 8時00分～13時00分

雇用期間の定めなし

株式会社　ヤマグチ 長崎県壱岐市郷ノ浦町永田触268番地

普通自動車免許一種

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

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

株式会杜　アットマ－ク

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

※就業場所：食品事業部 雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

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

島荘
※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

一般財団法人
壱岐市開発公社
※就業場所：国民宿舎　壱岐

交替制(シフト制)

(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) 長崎県壱岐市芦辺町箱崎中山触2604-17

壱岐地域肉用牛定休型ヘル
パー組合

交替制(シフト制)

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市芦辺町国分東触706

(1) 7時00分～18時00分
の間の4～8時間

雇用期間の定めなし

※フルタイム希望の方、応相
談

雇用期間の定めなし

おつくり家壱岐旨勘

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2～4時間
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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

ガソリンスタンド販売員 59歳以下 時給
ＴＥＬ 0920-45-2003

定年を上限 850円～870円 従業員数 6人

42081- 725911 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

食品レジ係 不問 時給
ＴＥＬ 0920-45-1759

不問 875円～875円 従業員数 96人

42081- 728811 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

惣菜調理員・販売 不問 時給
ＴＥＬ 0920-45-1759

不問 821円～821円 従業員数 96人

42081- 729211 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

スクールバス業務 不問 日給
ＴＥＬ 0920-47-1255

不問 5,000円～5,000円 従業員数 46人

42081- 794711 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

インストラクタ－ 64歳以下 時給
ＴＥＬ

定年を上限 821円～900円 従業員数 1人

42081-　658511 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【急募】 不問 時給

ＴＥＬ 0920-40-0195
不問 821円～821円 従業員数 5人

42081- 662111 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

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 825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

有限会社　弦観光
壱岐牛・和牛　弦

交替制(シフト制) 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

中央福岡ヤクルト販売　株式
会社　壱岐営業所

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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

(3) 8時30分～17時00分

パンプラス 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～12時00分
(2) 7時30分～15時00分

※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 (3)15時00分～20時00分
又は7時00分～20時00分
の間の2～8時間程度

壱岐交通　株式会社 交替制(シフト制)

大型自動車免許
普通自動車免許一種

長崎県壱岐市郷ノ浦町東触575-2

(1) 7時00分～19時00分
の間の2～4時間程度

雇用期間の定めなし

長崎県壱岐市郷ノ浦町柳田触316-11

(1) 9時30分～16時00分
又は9時30分～22時30分

※就業時間相談可 雇用期間の定めなし の間の5時間程度

Life Support Gym バンヤン

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

※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45分～21時30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）

川添石油　株式会社
※就業場所：郷ノ浦SS(郷ノ浦
町田中触1177-1)・瀬戸浦SS

交替制(シフト制)

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30分～18時00分
の間の6～8時間

※就業場所は応相談
※就業時間相談可

雇用期間の定めなし
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