
求人者名 職種 年齢 賃金 必要な免許資格

料理人
【壱岐Ｕターンや 不問 月給
　　　移住歓迎】 ＴＥＬ 03-6709-9562

不問 210,000円～300,000円 従業員数 9人

42081- 411321 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市

看護助手 64歳以下 月給
ＴＥＬ

定年を上限 146,000円～211,000円 従業員数 64人

42081- 392121 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

トラック運転手【急募】 59歳以下 日給
ＴＥＬ 0920-45-1815

定年を上限 7,000円～7,000円 従業員数 9人

42081- 389221 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

自動車整備士 不問 日給
ＴＥＬ 0920-44-5827

不問 6,400円～6,500円 従業員数 9人

42081- 385121 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 0920-45-3113

定年を上限 7,000円～10,000円 従業員数 14人

42081- 405921 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市

ホールスタッフ（正） 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-　383621 正社員 就業場所 長崎県壱岐市
マリンスポーツ

インストラクター 不問 月給
（アシスタント） ＴＥＬ 0920-44-6666

不問 150,000円～180,000円 従業員数 4人

42081- 370821 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市

土木作業員 64歳以下 日給
ＴＥＬ 0920-42-2217

定年を上限 7,600円～8,800円 従業員数 10人

42081- 414121 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

株式会社　シ－ガルイン 変形労働時間制(1年単位) 長崎県壱岐市石田町筒城東触1531-1

(1)10時00分～20時00分
(2) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

株式会社　松本建設 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大久保触1726

(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

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

壱岐土木工業　株式会社 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

長崎県壱岐市石田町池田東触77番地1

(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

有限会社　玄海自動車販売

普通自動車免許一種

有限会社　長嶋貨物運送

大型自動車免許
中型自動車免許

長崎県壱岐市芦辺町深江栄触616-1

(1) 7時30分～16時30分

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 (3)10時30分～19時15分

医療法人　協生会　品川病院 変形労働時間制(1ヶ月単位)

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

又は12時00分～22時00分
の間の8時間程度

所在地・就業場所就業時間

海里合同会社　海里村上 変形労働時間制(1年単位) 長崎県壱岐市勝本町立石西触119-2

(1) 7時00分～16時00分
(2) 9時00分～18時00分
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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

調理員 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- 350921 正社員以外 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～180,000円 従業員数 11人

42081- 341621 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市
木製建具、木製家具製作
（建具・家具職人・見習い） 45歳以下 日給

ＴＥＬ 0920-44-6741
キャリア形成 6,600円～10,000円 従業員数 0人

42081- 342921 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

自動車整備・販売 59歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-45-0180

定年を上限 150,000円～200,000円 従業員数 6人

42081- 344021 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

自動車整備 40歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-44-6188

キャリア形成 150,000円～230,000円 従業員数 14人

42081- 345721 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

調理師 61歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-47-0085

定年を上限 143,000円～143,000円 従業員数 67人

42081- 346821 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

土木作業員 45歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-43-0117

キャリア形成 150,000円～200,000円 従業員数 7人

42081- 403321 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

レストラン係 20歳以上 時給
ＴＥＬ 0920-43-0124

法令の規定により 821円～900円 従業員数 27人
年齢制限がある

42081- 412621 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市

医療法人　玉水会　赤木病院 変形労働時間制(1ヶ月単位)

調理師

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) 6時00分～14時30分

※パート希望の方、応相談 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) 6時30分～14時00分
(2) 9時00分～14時00分

島荘
※パート希望の方、応相談

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

(3)14時00分～20時30分

長崎県壱岐市勝本町布気触289番地

(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

(3)10時00分～19時00分
(4) 9時00分～12時00分
(5) 6時00分～ 9時00分

有限会社　トウケン工業
※就業場所：勝本町本宮仲触2

普通自動車免許一種

株式会社　共進自動車商会

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市石田町石田西触1305

(1) 8時00分～17時00分
(2) 8時00分～16時00分

雇用期間の定めなし (3) 8時00分～15時00分

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　齋藤モータース 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諸吉仲触424-4

(1) 8時00分～17時00分
(2) 8時00分～16時00分

雇用期間の定めなし

長崎県壱岐市石田町石田西触1314

(1) 8時15分～17時30分

雇用期間の定めなし

板川木工所

普通自動車免許一種

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) 長崎県壱岐市勝本町布気触948-1

(1) 6時15分～15時15分
(2) 8時00分～17時00分

※パート希望の方、応相談 雇用期間の定めなし (3) 9時30分～18時30分
(4)10時30分～19時30分
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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

クリーニング工 不問 時給
ＴＥＬ 0920-45-2161

不問 850円～850円 従業員数 5人

42081-　394721 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

児童支援員 不問 時給
ＴＥＬ 0920-45-0048

不問 828円～916円 従業員数 53人

42081- 395821 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

フロアスタッフ 45歳以下 時給
ＴＥＬ 0920-47-0909

キャリア形成 830円～900円 従業員数 3人

42081- 396221 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

受付事務 不問 月給
ＴＥＬ 0920-47-1131

不問 118,323円～118,323円 従業員数 250人

42081- 391921 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

調理及び調理補助 不問 時給
ＴＥＬ 03-6709-9562

不問 900円～1,200円 従業員数 9人

42081- 410421 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

一般事務（農林課） 不問 日給
ＴＥＬ 0920-44-6112

不問 6,950円～6,950円 従業員数 40人

42081- 384921 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- 382321 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

不問 850円～900円 従業員数 1人

42081- 378021 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

赤木クリーニング店 長崎県壱岐市芦辺町瀬戸浦153番地

(1) 8時30分～14時00分

※就業時間相談可 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：郷ノ浦すまいる 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) 7時30分～18時15分
の間の4～8時間

クラブ(郷ノ浦町坪触3099)
※就業時間相談可

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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

長崎県壱岐市郷ノ浦町東触1626番地

(1) 8時30分～17時15分
の間の7時間程度

※採用日：R4年6/1～ 雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

長崎県壱岐病院 交替制(シフト制)

壱岐市役所
※就業場所：農林課
(石田庁舎1Ｆ)

長崎県壱岐市石田町石田西触1290

(1) 8時30分～17時15分

※応募締切：5/20(金)16時迄
※採用日：R4年6/1～

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

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

有限会社　三和観光 交替制(シフト制)

川上農園 長崎県壱岐市勝本町新城東触252

(1) 6時00分～10時00分
(2) 8時00分～12時00分

※シニアの方も応募歓迎 雇用期間の定めなし (3)14時00分～18時00分
又は8時00分～18時00分
の間の6時間程度

長崎県壱岐市勝本町立石西触119-2

普通自動車免許AT

(1) 6時00分～22時00分
の間の4時間以上

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

海里合同会社　海里村上 交替制(シフト制)
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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

ハンバーガーの
製造・販売員【急募】 不問 時給

ＴＥＬ 080-5265-8047
不問 850円～970円 従業員数 12人

42081- 379721 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- 338221 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- 339521 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
在庫管理事務

・釣具用品販売 不問 時給
ＴＥＬ 0920-47-1110

不問 821円～821円 従業員数 9人

42081- 325921 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

鮮魚部門作業員 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- 408721 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

パンの製造・販売 不問 時給
ＴＥＬ 070-8442-4399

不問 900円～1,000円 従業員数 0人

42081- 387721 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

長崎県壱岐市芦辺町箱崎中山触2604-17

(1) 7時00分～22時00分
の間の2～8時間

※就業時間相談可 雇用期間の定めなし

有限会社　ミキフードサービ
ス（モスバーガー壱岐店）

交替制(シフト制)

株式会社クラカタ商事　壱岐
支店
※就業場所：郷ノ浦町郷ノ浦

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）

民宿しもぐち 交替制(シフト制) 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

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 又は01時00分～9時00分
の間の4時間以上

有限会社　サダカタ商会 長崎県壱岐市郷ノ浦町庄触30番地

(1) 8時30分～18時00分
の間の5～8時間

※就業時間相談可
※フルタイム希望の方、応相談

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

普通自動車免許AT

長崎県壱岐市郷ノ浦町東触568-1

(1) 7時00分～17時00分
の間の4～8時間

雇用期間の定めなし

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　イチヤマ
※就業場所：鮮魚部

交替制(シフト制)

合同会社　旅するこむぎの
※就業場所：小麦の奴隷壱岐
店

交替制(シフト制) 長崎県壱岐市郷ノ浦町柳田触195

(1) 6時00分～20時00分
の間の3～8時間

※Ｒ4年7月オープン予定
※就業時間相談可

雇用期間の定めなし
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