
求人者名 職種 年齢 賃金 必要な免許資格

惣菜スタッフ
（長崎県壱岐市） 不問 時給

ＴＥＬ 0920-47-2552
不問 890円～890円 従業員数 12人

40062- 1456021 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市

農業技術者 不問 月給
ＴＥＬ 0920-40-0172

不問 180,000円～250,000円 従業員数 7人

42081- 285221 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

看護師 64歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-47-1414

定年を上限 220,000円～250,000円 従業員数 18人

42081- 282021 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

布団製造工 40歳以下 日給
ＴＥＬ 0920-47-6857

キャリア形成 6,187円～6,300円 従業員数 19人

42081- 286521 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市
サービス及び接客
マネージャー候補 59歳以下 月給

ＴＥＬ 0920-47-3737
定年を上限 190,966円～261,514円 従業員数 54人

42081- 288321 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

料理人 40歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-47-3737

キャリア形成 179,208円～261,514円 従業員数 54人

42081- 289621 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

看護職員 40歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-45-0048

キャリア形成 229,900円～268,600円 従業員数 268人

42081- 305521 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

子育て支援事業職員 40歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-45-0048

キャリア形成 155,900円～239,300円 従業員数 53人

42081- 307321 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

所在地・就業場所就業時間

東洋食品　株式会社
※就業場所：エレナ壱岐郷ノ
浦ＦＣ店内

変形労働時間制(1ヶ月単位) 長崎県壱岐市郷ノ浦町東触758番地1

(1) 7時00分～16時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

株式会社　壱岐の潮風

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市勝本町本宮南触148番地

(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

医療法人 清光会
山内眼科医院

看護師
准看護師

長崎県壱岐市郷ノ浦町東触1310

(1) 8時30分～18時30分
(2) 8時30分～17時30分

雇用期間の定めなし

株式会社　壱岐工芸 変形労働時間制(1年単位) 長崎県壱岐市郷ノ浦町田中触1211-4

(1) 8時15分～17時00分

雇用期間の定めなし

株式会社　太安閣 変形労働時間制(1年単位) 長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触760-1

(1) 6時00分～14時00分
(2)14時00分～22時00分

雇用期間の定めなし

長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触760-1

(1) 9時00分～12時00分
(2)15時30分～20時15分

雇用期間の定めなし

又は6時00分～22時00分
の間の7時間以上

株式会社　太安閣 変形労働時間制(1年単位)

社会福祉法人
壱岐市社会福祉協議会

交替制(シフト制)

看護師
准看護師
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30分～17時15分
(2) 9時30分～18時15分

雇用期間の定めなし

(1) 8時30分～17時15分
(2) 9時30分～18時15分

(勝本町大久保触1736-2) 雇用期間の定めなし

社会福祉法人
壱岐市社会福祉協議会
※就業場所：かざはや

交替制(シフト制) 長崎県壱岐市芦辺町諸吉大石触179番地2
保育士
幼稚園教諭免許(専修・1
種・2種)
普通自動車免許一種
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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

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- 246621 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市

建設大工（経験者） 不問 日給
ＴＥＬ 0920-47-0904

不問 10,000円～11,000円 従業員数 7人

42081- 231021 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

介護支援専門員 59歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-47-5904

定年を上限 158,000円～213,400円 従業員数 7人

42081-　238621 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

看護師（正） 61歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-47-0085

定年を上限 220,000円～220,000円 従業員数 67人

42081- 200821 正社員 就業場所 長崎県壱岐市
土木技術者

１級土木施工管理技士 59歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-44-5059

定年を上限 220,000円～300,000円 従業員数 15人

42081- 203421 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

土木技術者（見習い可） 64歳以下 日給
ＴＥＬ 0920-47-1145

定年を上限 7,000円～10,000円 従業員数 9人

42081- 205621 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 0920-45-1094

定年を上限 200,000円～250,000円 従業員数 42人

42081- 208021 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

船舶製造・修理作業員 59歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-43-0123

定年を上限 150,000円～200,000円 従業員数 6人

42081- 303821 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

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）

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

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：居宅介護支援セ 介護支援専門員

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

ンター
(郷ノ浦町永田触295番地4)

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)

看護師

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) 9時00分～12時00分

雇用期間の定めなし (3) 8時00分～16時30分
(4)14時00分～ 9時00分

(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

株式会社　広瀬組 変形労働時間制(1年単位) 長崎県壱岐市石田町石田西触1370番地

1級土木施工管理技士

株式会社　横山建設

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触30-1

(1) 8時00分～17時30分

雇用期間の定めなし

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

新マルモ造船　株式会社 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本宮南触569

(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

介護予防業務サポーター 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- 306421

パート労働者
就業場所

長崎県壱岐市

ファームスタッフ 不問 時給
ＴＥＬ

不問 830円～830円 従業員数 1人

42081- 290021 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

経理事務 64歳以下 時給
ＴＥＬ 0920-48-8540

定年を上限 830円～830円 従業員数 3人

42081- 287421 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

調理員 59歳以下 時給
ＴＥＬ 0920-43-0107

定年を上限 830円～918円 従業員数 107人

42081- 283721 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

清掃員 20歳～59歳 時給
ＴＥＬ 0920-47-5868

法令の規定により 821円～821円 従業員数 5人
年齢制限がある

42081- 279421 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

介護職員（パ－ト） 64歳以下 時給
ＴＥＬ 0920-43-0888

定年を上限 950円～1,050円 従業員数 108人

42081- 250221 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- 195721 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 67人

42081- 199421 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

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

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

医療法人　協生会
介護老人保健施設　壱岐

長崎県壱岐市勝本町本宮南触236

(1) 8時30分～17時15分
又は8時30分～17時15分

※就業時間相談可 雇用期間の定めなし の間の4時間程度

アイランド壹岐　２号館 長崎県壱岐市郷ノ浦町片原触221

(1) 8時00分～12時00分
(2) 6時30分～12時00分

雇用期間の定めなし

株式会社　アステック

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市石田町池田西触912番地1

(1)10時00分～16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) 8時00分～12時00分

雇用期間の定めなし

社会福祉法人　壱心会
特別養護老人ホーム
壱岐のこころ

交替制(シフト制)

ひらのファームランド 長崎県壱岐市芦辺町深江平触214

(1) 8時00分～17時00分
の間の6～8時間

※就業時間相談可 雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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）

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
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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

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- 216021 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- 219221 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市
レストランホールスタッフ

【急募】 59歳以下 時給
ＴＥＬ 0920-47-3737

定年を上限 1,000円～1,200円 従業員数 54人

42081- 323321 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

接客・販売員 59歳以下 時給
ＴＥＬ 0920-45-4000

定年を上限 821円～821円 従業員数 3人

※R4年6月オープン予定
42081- 312221 パート労働者

就業場所
長崎県壱岐市

ガソリンスタンド・
レンタカ－スタッフ 不問 時給

【急募】 ＴＥＬ 0920-40-0072
不問 900円～900円 従業員数 8人

※就業時間相談可
42081- 166621

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～69歳 時給
壱岐芦辺店) ＴＥＬ

法令の規定により 840円～840円 従業員数 19人
年齢制限がある

42081- 322421 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

農作業員 不問 時給
ＴＥＬ 080-1772-7208

不問 821円～900円 従業員数 2人

42081- 162221 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市
接客・配ぜん

・厨房の手伝い 不問 時給
ＴＥＬ 0920-47-4038

不問 900円～900円 従業員数 4人

42081- 337821 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

大衆割烹　太郎 長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触519

(1)10時00分～14時00分
(2)18時00分～00時00分

※就業時間選択可 雇用期間の定めなし

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
(2)21時00分～01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

長崎県壱岐市芦辺町住吉前触692

(1) 8時00分～10時00分
(2)15時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

又は01時00分～9時00分
の間の4時間以上

野中農園株式会社

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・

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～14時00分
(2)14時00分～19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 又は8時00分～19時00分
の間の8時間

壱岐商業開発株式会社
※就業場所：「おみやげ横丁
shikioriori」

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箱崎中山触2604-2

(1) 9時00分～20時00分
の間の4～8時間

イオン壱岐店1Ｆ
※就業時間相談可

雇用期間の定めなし

株式会社　太安閣 長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触760-1

(1)17時00分～21時00分

雇用期間の定めなし

長崎県壱岐市郷ノ浦町釘山触628

の間の2～8時間程度

(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

パンプラス 交替制(シフト制)

壱岐市役所
※就業場所：市内公立保育所、
こどもセンターのいずれか

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
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