
求人者名 職種 年齢 賃金 必要な免許資格

庶務事務・
博物館運営スタッフ 不問 月給
（一支国博物館） ＴＥＬ 096-237-7266

不問 180,000円～200,000円 従業員数 12人

43010-　9959821 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市

看護師／老人ホーム 不問 月給
ＴＥＬ 0920-48-1111

不問 192,400円～192,400円 従業員数 51人

42081- 262621 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市

介護士／老人ホーム 不問 月給
ＴＥＬ 0920-48-1111

不問 150,600円～165,900円 従業員数 51人

42081- 263921 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市

栄養士又は調理師
（壱岐市内公立保育所） 不問 月給

ＴＥＬ 0920-48-1111

不問 152,700円～154,900円 従業員数 300人

42081- 268221 正社員以外 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- 1571921 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市

日本酒・焼酎製造工 45歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-40-0061

キャリア形成 150,000円～180,000円 従業員数 11人

42081- 244421 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

セメント製品製造作業員 不問 日給
ＴＥＬ 0920-45-3986

不問 7,200円～7,200円 従業員数 11人

42081- 275721 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市

事務員 59歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-47-0633

定年を上限 150,000円～150,000円 従業員数 6人

42081- 274021 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

博物館
(芦辺町深江鶴亀触515番地1)

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

壱岐市役所
※就業場所：壱岐市立老人
ホーム

所在地・就業場所就業時間

株式会社
パブリックビジネスジャパン
※就業場所：壱岐市立一支国

熊本県熊本市南区江越1丁目14-10-2Ｆ

(1) 8時30分～17時30分

看護師
普通自動車免許一種

長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触562番地

(1) 8時30分～17時15分

(勝本町本宮南触1323番地7)
※採用日：R4年4/1～

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

(3) 8時30分～17時15分

壱岐市役所
※就業場所：壱岐市内公立保
育所

交替制(シフト制)

調理師
栄養士

長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触562番地

(1) 8時00分～16時45分
(2) 8時15分～17時00分

※採用日：R4年4/1～ 雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

壱岐市役所
※就業場所：壱岐市立老人
ホーム

交替制(シフト制)

ホームヘルパー2級
介護職員初任者研修修了者

長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触562番地

(1) 8時30分～17時15分
(2) 7時30分～16時15分

(勝本町本宮南触1323番地7)
※採用日：R4年4/1～

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1724

(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：壱岐空港

変形労働時間制(1ヶ月単位)

普通自動車免許一種

株式会社　オーカワ

※シニアの方も応募歓迎

長崎県壱岐市芦辺町瀬戸浦592番地

(1) 8時00分～17時00分

※雇用期間：R4年4/25～R4年
9/30

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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)

変形労働時間制(1年単位)

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市石田町印通寺浦200

(1) 8時00分～17時00分
(2) 6時30分～17時00分

雇用期間の定めなし

(3) 9時00分～16時00分
(4) 9時00分～20時00分

株式会社　共立自動車学校
壱岐市自動車教習所

変形労働時間制(1年単位) 長崎県壱岐市郷ノ浦町田中触991-1

(1) 9時00分～18時00分
(2)11時00分～20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

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- 248121 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- 251521 正社員 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- 230121 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

土木作業員 64歳以下 日給
ＴＥＬ 0920-45-0431

定年を上限 7,500円～8,000円 従業員数 3人

42081- 232721 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 0920-45-3113

定年を上限 180,000円～250,000円 従業員数 14人

42081- 233821 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- 234221 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 64人

42081- 236421 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- 237321 正社員 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

大久保電工　株式会社

普通自動車免許一種

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

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

長崎県壱岐市芦辺町深江栄触661-1

(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

有限会社　長嶋組 変形労働時間制(1ヶ月単位)

普通自動車免許一種

株式会社　山口工務店

普通自動車免許一種

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

壱岐土木工業　株式会社 変形労働時間制(1年単位)

準中型自動車免許
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中野郷本村触800番地

(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)10時30分～19時15分
(4)17時00分～翌9時00分

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

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
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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

ホ－ルスタッフ 不問 時給
ＴＥＬ

不問 900円～900円 従業員数 7人

42081-　265021 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

水産加工作業員 不問 時給
ＴＥＬ 0920-47-1883

不問 821円～821円 従業員数 8人

※シニアの方も応募歓迎
42081- 270321

パート労働者
就業場所

長崎県壱岐市

カフェスタッフ 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- 264121 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

海産物の加工 不問 時給
ＴＥＬ 0920-47-5651

不問 821円～821円 従業員数 12人

42081- 261321 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- 259821 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- 243521 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 1,050円～1,400円 従業員数 108人

42081-　249021 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- 194021 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

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 又は8時30分～17時15分
の間の4時間程度

医療法人　協生会
介護老人保健施設　壱岐

看護師
准看護師

大幸物産　株式会社
※就業場所：お食事処「海神
(わたつみ)」

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市勝本町勝本浦201

(1) 9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　東部魚冷 長崎県壱岐市郷ノ浦町釘山触1145

(1) 8時30分～17時00分

※シニアの方も応募歓迎 雇用期間の定めなし

ＩＫＩ　ＰＡＲＫ　ＭＡＮＡ
ＧＥＭＥＮＴ　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

雇用期間の定めなし

きてみ店
※就業場所：壱岐美食企画
水産加工場

中華料理　福満楼

普通自動車免許ＡＴ

長崎県壱岐市郷ノ浦町志原西触552-1

(1) 8時00分～16時30分
の間の6時間程度

(郷ノ浦町郷ノ浦405番地12)
※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東触字中尾99-1

(1)17時00分～23時00分

※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

販売員 59歳以下 時給
ＴＥＬ 0920-42-0010

定年を上限 850円～900円 従業員数 4人

42081- 272921 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- 196821
パート労働者

就業場所
長崎県壱岐市

調理員 61歳以下 時給
ＴＥＬ 0920-47-0085

定年を上限 850円～900円 従業員数 67人

42081- 197221 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- 273121 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 2人

42081- 218821 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

セメント製品製造
作業員補助 不問 時給

ＴＥＬ 0920-45-3986

不問 900円～900円 従業員数 11人

9/30
42081- 276821

パート労働者
就業場所

長崎県壱岐市

給食調理員・配達員 不問 時給
ＴＥＬ 0920-45-0048

不問 828円～1,041円 従業員数 91人

※シニアの方も応募歓迎
42081- 277221

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～950円 従業員数 16人

42081- 271621 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694-1

社会福祉法人
壱岐市社会福祉協議会
※就業場所：芦辺町箱崎中山

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市芦辺町諸吉大石触179番地2

(1) 8時00分～17時15分
の間の4～8時間

触2548番地
※就業時間相談可

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

株式会社　オーカワ

※就業時間相談可

(1)14時00分～18時00分
(2)17時30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）

又は16時00分～21時30分
の間の5時間程度

有限会社　百崎商店
※就業場所：ほっともっと

(1) 8時00分～12時00分
(2)13時00分～17時00分

※シニアの方も応募歓迎
※雇用期間：R4年4/1～R4年

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

(3) 8時00分～17時00分

長崎県壱岐市郷ノ浦町柳田触316-11

(1)10時00分～22時00分
の間の3～6時間

雇用期間の定めなし

Ｌｉｆｅ　Ｓｕｐｐｏｒｔ
Ｇｙｍ　バンヤン

株式会社　クラカタ商事　壱
岐支店

長崎県壱岐市芦辺町瀬戸浦592番地

長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触477-2

(1) 8時00分～17時00分
(2) 7時00分～12時00分

※就業時間選択可
※採用日：R4年4/1～

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

医療法人　玉水会　赤木病院 長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触111番地

(1) 9時00分～14時00分
(2)16時00分～19時00分

※就業時間選択可 雇用期間の定めなし 又は6時00分～19時00分
の間の2時間以上

原田酒造　有限会社

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市勝本町勝本浦249

(1) 9時00分～17時00分
(2)16時00分～23時00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片原触1361-1

又は7時15分～19時00分の
間の4時間以上

(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）

(3)10時00分～19時00分
(4)16時00分～翌9時00分

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)
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