
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-　910611 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

クリーニング受付・作業 59歳以下 時給
ＴＥＬ 0920-47-0478

定年を上限 850円～850円 従業員数 10人

42081- 911911 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

定置作業員 不問 月給
ＴＥＬ 0920-45-2350

不問 134,100円～200,000円 従業員数 17人

42081- 913711 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市
ガソリンスタンドスタッフ

◆正社員◆【急募】 不問 月給
ＴＥＬ 0920-40-0072

不問 179,900円～196,000円 従業員数 8人

42081- 915211 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- 916511 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

介護支援専門員 64歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-43-0888

定年を上限 140,000円～224,000円 従業員数 108人

42081- 917411 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

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- 882911 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市

電気工事士 59歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-47-0264

定年を上限 138,300円～230,900円 従業員数 9人

42081- 883111 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

有限会社　古川クリーニング 長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触679番地

(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

箱崎漁業協同組合

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市芦辺町瀬戸浦171

(1) 7時30分～15時00分
(2) 7時30分～10時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

(3)10時30分～19時15分
(4)17時00分～翌9時00分

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

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

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)

介護支援専門員
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

※パート希望の方、応相談 雇用期間の定めなし

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

大久保電工　株式会社

普通自動車免許一種

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）

長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触29-3

(1) 8時00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

土木技術者 64歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-45-1094

定年を上限 200,000円～250,000円 従業員数 42人

42081- 887511 正社員 就業場所 長崎県壱岐市
建築板金工（見習い）、

建築大工 不問 日給
ＴＥＬ 0920-42-1631

不問 6,400円～8,000円 従業員数 4人

42081- 889011 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

看護師 59歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-47-5904

定年を上限 153,000円～233,200円 従業員数 10人

42081- 893811 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

建設機械・機器の整備士 45歳以下 月給
(見習い可) ＴＥＬ 0920-45-3283

キャリア形成 180,000円～250,000円 従業員数 4人

42081- 895511 正社員 就業場所 長崎県壱岐市
介護職員

介護福祉士(介護助手) 59歳以下 月給
看護補助者 ＴＥＬ 0920-47-0023

定年を上限 137,500円～253,000円 従業員数 140人

42081- 896411 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

建設機械修理工 45歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-45-0089

キャリア形成 145,000円～250,000円 従業員数 4人

42081- 898311 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

看護補助者（病棟） 不問 月給
ＴＥＬ 0920-47-1131

不問 144,100円～144,100円 従業員数 250人

42081- 900011 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市

土木作業員 不問 日給
ＴＥＬ 0920-47-0904

不問 7,000円～10,000円 従業員数 7人

42081- 907211 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

株式会社　壱松組 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住吉前触777

(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坂本触932

(1) 8時00分～17時30分

雇用期間の定めなし

株式会社　山口工務店

普通自動車免許一種

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：ひかり訪問看護

看護師
准看護師
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

ステーション
(郷ノ浦町永田触295番地4)

雇用期間の定めなし

(3)16時30分～ 9時00分

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)

有限会社　壱岐リース

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市芦辺町住吉東触460-1

(1) 8時00分～17時00分

※新卒予定の方の応募可 雇用期間の定めなし

壱岐建機　株式会社

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市芦辺町中野郷西触464-1

(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15-3

(1) 8時30分～17時00分
(2)10時30分～19時00分

雇用期間の定めなし

(3)00時30分～ 9時15分

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
(2)16時30分～ 1時15分

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

株式会社　ヒサタ

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市郷ノ浦町片原触2216番地1

(1) 8時00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

販売員
（エレナ／パート） 不問 時給

ＴＥＬ 0920-47-1881
不問 830円～850円 従業員数 54人

42081-　930711 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市
保育士

（壱岐市内公立保育所、 不問 時給
こどもセンター) ＴＥＬ 0920-48-1117

不問 951円～951円 従業員数 8人

42081- 931811 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

保育士（芦辺保育所） 不問 時給
ＴＥＬ 0920-48-1117

不問 951円～951円 従業員数 30人

42081- 929911 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市
調理員（資格有）

（壱岐市内公立保育所） 不問 時給
ＴＥＬ 0920-48-1117

不問 951円～951円 従業員数 300人

42081- 926011 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

総合事務員 59歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-42-2345

定年を上限 130,000円～180,000円 従業員数 7人

42081- 925411 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

看護師・准看護師 64歳以下 時給
ＴＥＬ 0920-43-0888

定年を上限 1,000円～1,400円 従業員数 108人

42081- 918011 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- 890911 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

水産売場担当 不問 時給
ＴＥＬ 0920-45-3310

不問 821円～821円 従業員数 96人

42081- 937611 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

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～22時00分
の間の4～8時間程度

保育士

長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触562番地

(1) 7時45分～16時30分
(2) 8時00分～16時45分

れか 雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

(3) 8時30分～17時15分
(4) 9時00分～17時45分

※就業時間相談可 雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

壱岐市役所
※就業場所：壱岐市内公立保
育所、こどもセンターのいず

交替制(シフト制)

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)

壱岐市役所
※就業場所：芦辺保育所
(芦辺町諸吉大石触665)

交替制(シフト制)

保育士

長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触562番地

(1) 7時45分～16時30分
(2) 8時00分～16時45分

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

(3) 8時30分～17時15分
(4) 9時00分～17時45分

壱岐市役所
※就業場所：武生水保育所・
芦辺保育所のいずれか

交替制(シフト制)

調理師

長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触562番地

(1) 8時15分～17時00分
(2) 8時30分～17時15分

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

又は8時30分～17時15分
の間の4～7.75時間程度

(1) 9時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

大幸物産　株式会社
※就業場所：お食事処「海神
(わたつみ)」

長崎県壱岐市勝本町勝本浦201

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

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～13時00分
(2) 8時30分～17時15分

※就業時間相談可 雇用期間の定めなし

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

(1) 7時30分～15時00分
の間の4～5時間程度

※就業時間相談可
※シニアの方も応募歓迎

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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
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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

お客様への接客業務 不問 時給
ＴＥＬ 0920-45-3265

不問 821円～900円 従業員数 3人

42081- 906811 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

看護補助者 61歳以下 時給
ＴＥＬ 0920-47-0085

定年を上限 821円～821円 従業員数 72人

42081-　876711 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

日本酒・焼酎製造工 不問 時給
ＴＥＬ 0920-40-0061

不問 850円～900円 従業員数 11人

42081- 836511 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 不問 時給
ＴＥＬ 0920-47-0239

不問 850円～880円 従業員数 7人

42081- 834811 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

受付 59歳以下 時給 壱岐イルカパーク ＆リゾート

ＴＥＬ 0920-42-0759
定年を上限 830円～830円 従業員数 20人

42081- 932211 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- 821311 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 821円～850円 従業員数 16人

42081- 824111 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

看護師・准看護師 59歳以下 時給
ＴＥＬ 0920-43-0107

定年を上限 1,000円～1,100円 従業員数 107人

42081- 933511 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

割烹　豊　月 長崎県壱岐市芦辺町瀬戸浦256-7

(1)17時00分～00時00分
の間の5～6時間

※就業時間相談可 雇用期間の定めなし

医療法人　玉水会　赤木病院 交替制(シフト制) 長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触111番地

(1) 7時00分～18時30分
の間の4時間以上

※就業時間相談可 雇用期間の定めなし

重家酒造株式会社
※就業場所：本社もしくは横
山蔵(石田町池田西触545-1)

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市石田町印通寺浦200

(1) 6時30分～17時00分
の間の4～8時間

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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）

の間の4～8時間

IKI PARK MANAGEMENT　株
式会社

交替制(シフト制)

普通自動車免許AT

長崎県壱岐市勝本町東触2668番地3

(1) 9時00分～17時00分
の間の3～8時間

※シニアの方も応募歓迎 雇用期間の定めなし

中華ダイニング　華花 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東触718

(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

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)16時00分～21時30分
又は16時00分～21時30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時間程度

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
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