
求人者名 職種 年齢 賃金 必要な免許資格

調理員（正） 59歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-43-0107

定年を上限 144,100円～144,100円 従業員数 107人

42081-　3921 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

【急募】支援員 59歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-45-0051

定年を上限 160,000円～190,000円 従業員数 29人

42081- 4121 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市

プロパンガス販売員 59歳以下 時給
ＴＥＬ

定年を上限 821円～821円 従業員数 9人

42081- 9521 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～200,000円 従業員数 5人
年齢制限がある

42081- 10321 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

歯科衛生士 不問 月給
ＴＥＬ 0920-47-1385

不問 160,000円～170,000円 従業員数 9人

42081- 940211 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

運転代行運転手 20歳以上 月給
ＴＥＬ

法令の規定により 160,000円～160,000円 従業員数 6人
年齢制限がある

42081- 939111 正社員 就業場所 長崎県壱岐市
空港地上係員
（壱岐空港） 不問 時給

ＴＥＬ 0920-44-6177
不問 830円～830円 従業員数 23人

42040- 6444911 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市
【急募】

ガソリンスタンドスタッフ 不問 時給
ＴＥＬ 0920-40-0072

不問 900円～900円 従業員数 8人

42081- 914811 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市

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

変形労働時間制(1ヶ月単位)

調理師

長崎県壱岐市勝本町布気触948-1

(1) 6時30分～15時30分
(2) 7時30分～16時30分

※パート希望の方、応相談 雇用期間の定めなし (3) 8時45分～17時45分
(4)10時30分～19時30分

社会福祉法人　和光会（障害
者支援施設　希望の丘）

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箱崎大左右触2320-3

(1) 8時00分～17時00分
(2) 7時00分～16時00分

※パート希望の方、応相談 雇用期間の定めなし (3) 9時00分～18時00分
(4)11時00分～20時00分
(5)17時00分～翌10時00分

(1) 8時00分～17時00分
(2) 8時30分～17時30分

(郷ノ浦町東触1172-2) 雇用期間の定めなし

川添石油　株式会社
※就業場所：カワゾエホーム
ガスセンター

変形労働時間制(1ヶ月単位) 長崎県壱岐市芦辺町瀬戸浦55

普通自動車免許一種

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30分

雇用期間の定めなし

ひさた歯科医院

歯科衛生士

長崎県壱岐市郷ノ浦町柳田触114

(1) 9時00分～19時00分
(2) 9時00分～17時00分

※パート希望の方、応相談 雇用期間の定めなし

月あかり運転代行
※就業場所：壱岐市内

交替制(シフト制)

普通自動車第二種免許
普通自動車免許一種

長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触120番地

(1)20時00分～03時00分
の間の7時間

雇用期間の定めなし

(1) 7時30分～17時30分
(2) 8時00分～18時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

ＯＲＣエアサービス株式会社
※就業場所：ORCエアサービス
（株）壱岐出張所

変形労働時間制(1ヶ月単位) 長崎県壱岐市石田町筒城東触1724

普通自動車免許一種

株式会社　あぶらや
※就業場所：あぶらや市場壱岐
店もしくは住吉神社前スタンド

変形労働時間制(1年単位) 長崎県壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦122-69

(1) 8時00分～17時00分
(2) 9時00分～18時00分

※パート希望の方、応相談 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

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- 920111 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- 888411 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

ホールスタッフ 20歳～59歳 時給
ＴＥＬ 0920-47-0142

法令の規定により 1,000円～1,000円 従業員数 8人
年齢制限がある

42081- 74221 正社員 就業場所 長崎県壱岐市
発泡スチロール製品の

製造・営業販売 35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- 75521 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市

配達・工場作業員 不問 時給
ＴＥＬ 0920-45-2838

不問 821円～821円 従業員数 10人

42081- 68421 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

交通誘導警備員 18歳以上 時給
ＴＥＬ 0920-47-0417

法令の規定により 860円～920円 従業員数 59人
年齢制限がある

42081- 70121 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市
【週休三日導入】

セールスドライバー職 不問 月給
(唐津B営業所) ＴＥＬ 0120-789-635

不問 160,000円～210,000円 従業員数 70人

40120- 540621 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市
【急募】

軽四セールスドライバー 不問 時給
(唐津B営業所) ＴＥＬ 0120-789-635

不問 900円～900円 従業員数 70人

40120- 541921 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市

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
(2)17時00分～ 9時00分

雇用期間の定めなし (3) 7時30分～16時15分
(4)10時30分～19時15分

長崎県壱岐市芦辺町住吉前触777-1
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)

(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

有限会社　三和観光 交替制(シフト制) 長崎県壱岐市郷ノ浦町田中触907-2

(1) 9時00分～17時00分
(2)17時00分～23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

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

有限会社　本尾海産

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市芦辺町諸吉本村触430番地

(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

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) 8時00分～17時00分

※パート希望の方、応相談 雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

福岡県福岡市東区箱崎ふ頭4丁目12-5

5トン限定準中型自動車
免許

(1) 8時00分～19時30分
(2) 8時00分～17時30分

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

佐川急便株式会社
※就業場所：唐津B営業所
(石田町本村触95-1)

変形労働時間制(1ヶ月単位)

佐川急便株式会社
※就業場所：唐津B営業所
(石田町本村触95-1)

変形労働時間制(1ヶ月単位)

普通自動車免許AT

福岡県福岡市東区箱崎ふ頭4丁目12-5

(1) 8時00分～19時30分
の間の8時間

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）
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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

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 35人

42081- 14021 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

調理補助 不問 時給
ＴＥＬ 0920-43-0124

不問 850円～1,100円 従業員数 35人

42081-　15721 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

【急募】支援員 59歳以下 時給
ＴＥＬ 0920-45-0051

定年を上限 850円～1,000円 従業員数 29人

42081- 5021 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

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- 8221 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

グル－プホ－ム介護職 不問 時給
ＴＥＬ 0920-47-9022

不問 930円～980円 従業員数 15人

42081-  944311
パート労働者

就業場所
長崎県壱岐市

運転代行運転手 18歳以上 時給
ＴＥＬ

法令の規定により 850円～850円 従業員数 6人
年齢制限がある

42081- 938911 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

調理及び調理補助 59歳以下 時給
ＴＥＬ

定年を上限 900円～1,200円 従業員数 9人

42081- 845411 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- 22021 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

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) 長崎県壱岐市勝本町立石西触101

(1) 6時30分～10時30分
(2)10時30分～14時00分

島荘　※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）

(3)18時00分～22時00分

社会福祉法人　和光会（障害
者支援施設　希望の丘）

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市芦辺町箱崎大左右触2320-3

(1) 7時30分～12時30分
(2)13時00分～18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

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

(3)10時00分～19時00分
(4)16時00分～翌9時00分
又は7時15分～19時00分
の間の4時間以上

株式会社ビジュアルビジョン
けあビジョンホ－ム壱岐

交替制(シフト制) 長崎県壱岐市郷ノ浦町片原触1361-1

(1) 7時15分～16時15分
(2) 8時30分～17時30分

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

月あかり運転代行
※就業場所：壱岐市内

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本村触120番地

(1)20時30分～03時00分
の間の5時間程度

雇用期間の定めなし

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) 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
※就業時間選択可

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

(3)15時30分～20時30分

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

海里合同会社　海里村上 交替制(シフト制)

普通自動車免許AT

長崎県壱岐市勝本町立石西触119-2

(1) 6時00分～22時00分
の間の8時間程度

※就業時間相談可 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

調剤薬局事務 不問 時給
ＴＥＬ 0920-47-3672

不問 830円～830円 従業員数 4人

42081- 77321 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

ホールスタッフ 20歳以上 時給
ＴＥＬ 0920-47-0142

法令の規定により 950円～1,300円 従業員数 8人
年齢制限がある

42081- 72721 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

清掃員 不問 時給
ＴＥＬ 090-7985-3952

不問 821円～1,000円 従業員数 4人

42081- 76421 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 59人

42081- 69321 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市
コンビニエンスストア店員

(ファミリーマート 18歳～59歳 時給
壱岐芦辺店) ＴＥＬ

法令の規定により 830円～830円 従業員数 19人
年齢制限がある

42081- 64721 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市
コンビニエンスストア店員

(ファミリーマート 18歳～59歳 時給
郷ノ浦東店) ＴＥＬ

法令の規定により 830円～830円 従業員数 21人
年齢制限がある

42081- 65821 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

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- 47121 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 950円～1,200円 従業員数 5人

42081- 48021 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触109-5

普通自動車免許一種

(1) 8時45分～17時30分
(2) 8時45分～12時00分

※採用日：R4年3/1～予定 雇用期間の定めなし

有限会社　大村調剤薬局

有限会社　三和観光 交替制(シフト制) 長崎県壱岐市郷ノ浦町田中触907-2

(1) 9時00分～17時00分
(2)17時00分～23時30分

※就業時間選択可 雇用期間の定めなし

長崎県壱岐市郷ノ浦町大原触985番地

(1)10時00分～12時00分
(2)13時00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 又は10時00分～16時00分
の間の3時間程度

民宿しもぐち 交替制(シフト制)

株式会社　クラカタ商事　壱
岐支店

交替制(シフト制) 長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触477-2

(1) 7時00分～12時00分
(2) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

株式会社　ホーベウィン
※就業場所：ファミリーマー
ト壱岐芦辺店

交替制(シフト制) 長崎県壱岐市芦辺町芦辺浦196番地2

(1)01時00分～ 9時00分
又は01時00分～ 9時00分

(芦辺町諸吉大石触368-1)
※就業時間相談可

雇用期間の定めなし の間の4時間以上

株式会社　ホーベウィン
※就業場所：ファミリーマー
ト壱岐郷ノ浦東店

交替制(シフト制) 長崎県壱岐市芦辺町芦辺浦196番地2

(1)01時00分～ 9時00分
又は01時00分～ 9時00分

(郷ノ浦町東触699-1)
※就業時間相談可

雇用期間の定めなし の間の4時間以上

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

※就業時間相談可
※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AT

長崎県壱岐市郷ノ浦町庄触720-1

(1)17時00分～23時00分
の間の2～4時間

※就業時間相談可 雇用期間の定めなし
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