
求人者名 職種 年齢 賃金 必要な免許資格

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-　365421 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

調理員（正） 64歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-48-4020

定年を上限 148,000円～203,000円 従業員数 64人

42081- 361721 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

生活相談員 64歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-48-4020

定年を上限 144,600円～195,800円 従業員数 64人

42081- 362821 正社員 就業場所 長崎県壱岐市
受付・フロント係
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- 360021 正社員 就業場所 長崎県壱岐市
調理師

（フルタイム 不問 月給
会計年度任用職員) ＴＥＬ 0920-47-1131

不問 132,700円～132,700円 従業員数 250人

42081- 347221 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市

フロント（正） 20歳～59歳 月給
ＴＥＬ 0920-47-0603

法令の規定により 150,000円～150,000円 従業員数 18人
年齢制限がある

42081- 349421 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

ガソリンスタンド販売員 不問 月給
ＴＥＬ 0920-44-5254

不問 150,000円～170,000円 従業員数 0人

42081- 353721 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

調理補助 不問 月給
ＴＥＬ

不問 230,000円～240,000円 従業員数 9人

42081- 366321 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

中華料理　福満楼 交替制(シフト制) 長崎県壱岐市郷ノ浦町東触字中尾99-1

(1)10時30分～14時00分
又は17時00分～22時00分

雇用期間の定めなし の間の4時間以上

株式会社　江口石油店 交替制(シフト制)

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市石田町池田東触475-4

(1) 8時00分～17時00分
(2) 9時00分～18時00分

雇用期間の定めなし (3)12時00分～19時00分

壱岐マリーナホテル　株式会
社

交替制(シフト制) 長崎県壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦205-1

(1) 6時30分～15時30分
(2)15時00分～00時00分

雇用期間の定めなし

調理師

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～13時00分
又は13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東触1626番地

(1) 5時00分～13時45分
(2) 8時30分～17時15分

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

雇用期間の定めなし

の間の7時間程度

長崎県壱岐病院 交替制(シフト制)

調理師

長崎県壱岐市芦辺町箱崎大左右触2272番地2

(1) 6時00分～15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 (3)10時30分～19時30分

社会福祉法人　博愛会　特別
養護老人ホーム　ハッピーヒ
ルズ（幸せの丘）

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2272番地2

(1) 8時00分～17時00分

所在地・就業場所就業時間

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

社会福祉法人　博愛会　特別
養護老人ホーム　ハッピーヒ
ルズ（幸せの丘）

変形労働時間制(1ヶ月単位)
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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

事務職員 59歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-43-0107

定年を上限 156,100円～162,100円 従業員数 109人

42081- 363221 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

介護職員（正） 59歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-43-0107

定年を上限 177,100円～183,100円 従業員数 109人

42081- 351121 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

調理員（正） 59歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-43-0107

定年を上限 159,100円～165,100円 従業員数 109人

42081- 352021 正社員 就業場所 長崎県壱岐市
一般事務(調剤薬局)
そうごう薬局　壱岐店 不問 月給 福岡天神センター ビル16Ｆ

ＴＥＬ 092-762-3050
不問 135,000円～135,000円 従業員数 11人

40010- 24884421 正社員以外 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- 376921 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- 375621 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- 372521 正社員 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- 340321 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

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時間以上

雇用期間の定めなし

立山建設　株式会社 変形労働時間制(1年単位)

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

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

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

パンプラス

普通自動車免許一種

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

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)

介護福祉士

長崎県壱岐市勝本町布気触948-1

(1) 7時00分～16時00分
(2) 9時00分～18時00分

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

(3)13時00分～22時00分
(4)22時00分～ 7時00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)

調理師

総合メディカル　株式会社
※就業場所：そうごう薬局
壱岐店

変形労働時間制(1ヶ月単位) 福岡県福岡市中央区天神2丁目14-8

(1) 8時30分～18時30分

(郷ノ浦町志原西触20-5) 雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

社会福祉法人　壱心会
特別養護老人ホーム
壱岐のこころ 普通自動車免許一種

長崎県壱岐市勝本町布気触948-1

(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

惣菜調理員
（デリカ工房） 64歳以下 時給

ＴＥＬ 0920-47-1987
定年を上限 821円～900円 従業員数 67人

42081-　364521 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

現場労務作業 不問 日給 壱岐市役所石田 庁舎内
ＴＥＬ 0920-44-6114

不問 6,950円～6,950円 従業員数 5人

42081- 357421 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

販売及び鞄縫製 不問 時給
ＴＥＬ 0920-40-0225

不問 850円～1,000円 従業員数 4人

42081- 358321 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

調理 不問 時給
ＴＥＬ 0920-47-1883

不問 950円～1,100円 従業員数 5人

42081- 359621 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

販売・接客 不問 時給
ＴＥＬ 0920-47-6525

不問 830円～830円 従業員数 2人

42081- 356521 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市
調理補助業務(切り込み)

（パ－トタイム 不問 月給
会計年度任用職員) ＴＥＬ 0920-47-1131

不問 84,100円～84,100円 従業員数 250人

42081- 348521 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 不問 時給
ＴＥＬ 0920-44-5254

不問 850円～900円 従業員数 0人

42081- 354821 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市
長崎県埋蔵文化財セン
ター文化財調査員 不問 月給
(会計年度任用職員) ＴＥＬ 0920-45-4080

不問 109,300円～146,300円 従業員数 24人

※採用日：R4年6/1～
42081-　367621

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568-1

(1) 6時00分～17時00分
の間の4～8時間

長崎県壱岐市石田町石田西触1290

(1) 8時30分～17時15分

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

雇用期間の定めなし

壱岐地域栽培漁業推進協議会
※就業場所：郷ノ浦町大島
1168番地

株式会社イチヤマ
※就業場所：デリカ工房
(郷ノ浦町東触317-2)

交替制(シフト制)

有限会社　アトリエ　フォル
マ－レ　壱岐工場

長崎県壱岐市芦辺町諸吉大石触472-24

(1) 8時30分～17時30分

※就業時間相談可 雇用期間の定めなし

きてみ店
※就業場所：かもめの朝ごは
ん(郷ノ浦町郷ノ浦405-12)

長崎県壱岐市郷ノ浦町志原西触552-1

(1) 6時30分～14時00分

雇用期間の定めなし

山内エステ－ト　合同会社
※就業場所：だるま弁当
(郷ノ浦町志原西触21-8)

交替制(シフト制) 長崎県壱岐市郷ノ浦町東触1310

(1) 9時00分～13時00分
(2)11時00分～18時30分

※就業時間相談可
※採用日：R4年5/9～

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

長崎県壱岐市郷ノ浦町東触1626番地

(1) 9時00分～14時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

(3) 9時00分～18時30分
(4)17時00分～18時30分

長崎県壱岐病院

株式会社　江口石油店

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市石田町池田東触475-4

(1) 7時00分～19時00分
の間の3～8時間

※就業時間相談可 雇用期間の定めなし

長崎県教育庁
長崎県埋蔵文化財センター
※応募締切：R4年5/10(火)17時

長崎県壱岐市芦辺町深江鶴亀触515-1

(1) 8時45分～17時00分

または応募者が5名に達した場合
のいずれか早い方で締め切る

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）
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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

クリ－ニング作業員 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- 292821 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市
お肉屋さんのスタッフ
（ロングパートナー） 69歳以下 時給

/壱岐市 ＴＥＬ 0920-47-3343
定年を上限 830円～900円 従業員数 8人

40010- 16340121 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

レンタカー受付業務 不問 時給
ＴＥＬ 0920-44-5827

不問 825円～825円 従業員数 9人

42081- 386021 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- 227521 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

接客・販売員 不問 時給 イオン壱岐店2階

ＴＥＬ 0920-45-4000
不問 821円～821円 従業員数 5人

42081- 180421 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 0920-45-0048

不問 1,125円～1,250円 従業員数 268人

※シニアの方も応募歓迎
42081- 374321

パート労働者
就業場所

長崎県壱岐市

客室係 20歳以上 時給
ＴＥＬ 0920-43-0124

法令の規定により 850円～1,100円 従業員数 27人
年齢制限がある

42081- 368921 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

ナイトフロント 20歳以上 日給
ＴＥＬ 0920-43-0124

法令の規定により 7,000円～7,000円 従業員数 27人
年齢制限がある

42081- 369121 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

(1)12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

株式会社　エル三和
※就業場所：スーパーバ
リューイチヤマ内

変形労働時間制(1ヶ月単位) 長崎県壱岐市郷ノ浦町東触567-2

(1) 7時00分～17時00分
の間の5時間以上

※就業時間は応相談 雇用期間の定めなし

有限会社　玄海自動車販売 交替制(シフト制)

普通自動車免許ＡＴ

長崎県壱岐市石田町池田東触77番地1

(1) 8時00分～12時00分
(2)13時00分～17時00分

※就業時間相談可 雇用期間の定めなし

長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触562番地

調理師

(1) 8時00分～16時45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

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)

壱岐商業開発株式会社
※就業場所：地もん屋さん(イ
オン壱岐店1階)

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) 8時00分～17時00分
の間の4～5時間

※シニアの方も応募歓迎 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：郷ノ浦・石田・ 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00分～17時15分
の間の5～8時間

芦辺・勝本の各支所のいずれか
※就業時間相談可

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

(1)10時00分～18時00分
の間の5時間程度

島荘
※就業時間は応相談

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

一般財団法人
壱岐市開発公社
※就業場所：国民宿舎　壱岐

長崎県壱岐市勝本町立石西触101

一般財団法人
壱岐市開発公社
※就業場所：国民宿舎　壱岐 普通自動車免許一種

長崎県壱岐市勝本町立石西触101

(1)20時00分～ 7時30分

島荘 雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）
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