
求人者名 職種 年齢 賃金 必要な免許資格

クリーニング受付・作業 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- 541421 正社員 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- 508521 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- 517421 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- 519621 正社員 就業場所 長崎県壱岐市
作業員

（壁紙、床材、看板、 30歳以下 日給
その他の施工) ＴＥＬ 0920-47-0249

キャリア形成 8,000円～8,000円 従業員数 8人

42081- 542321 正社員 就業場所 長崎県壱岐市
医療事務

(外来受付業務) 64歳以下 月給 シティ22ビル5階

/壱岐市 ＴＥＬ 03-4216-4482
定年を上限 143,000円～150,000円 従業員数 25人

40010-　38936721 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

畜産作業員 64歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-45-2539

定年を上限 170,000円～210,000円 従業員数 3人

42081- 554721 正社員 就業場所 長崎県壱岐市
土木作業員・水道配管工

・管工事 不問 日給
ＴＥＬ 0920-47-0139

不問 7,000円～12,000円 従業員数 6人

42081-　450821 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

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

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

長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触679番地

(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

所在地・就業場所就業時間

有限会社　古川クリーニング

普通自動車免許一種

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　ヒサタ

普通自動車免許一種

雇用期間の定めなし

株式会社　山口工務店 長崎県壱岐市勝本町坂本触932

(1) 8時00分～17時30分

株式会社　ソラスト　福岡支
社
※就業場所：長崎県壱岐病院

交替制(シフト制) 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目23-22

(1) 8時30分～17時30分
(2) 8時00分～17時00分

(郷ノ浦町東触1626) 雇用期間の定めなし

長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触678

(1) 8時30分～17時30分

雇用期間の定めなし

株式会社　たからや

普通自動車免許一種

株式会社　べべんこ
※就業場所：芦辺町国分本村
触416

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市芦辺町箱崎中山触828-1

(1) 8時00分～18時00分

雇用期間の定めなし

長崎県壱岐市郷ノ浦町庄触161-1

(1) 8時00分～17時30分

雇用期間の定めなし

礼興業　株式会社
※就業場所：郷ノ浦町麦谷触
1947

変形労働時間制(1ヶ月単位)

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

薬剤師
（地方公務員） 59歳以下 月給

ＴＥＬ 0920-47-1131
定年を上限 210,500円～283,700円 従業員数 250人

42081-　468821 正社員 就業場所 長崎県壱岐市
看護師

（地方公務員） 35歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-47-1131

キャリア形成 200,700円～251,900円 従業員数 250人

42081-　469221 正社員 就業場所 長崎県壱岐市
診療放射線技師
（地方公務員） 40歳以下 月給

ＴＥＬ 0920-47-1131
キャリア形成 177,400円～236,200円 従業員数 250人

42081- 470621 正社員 就業場所 長崎県壱岐市
水道施設運転監視及び
保守点検業務/壱岐市 59歳以下 月給 大博センタービル 6Ｆ

ＴＥＬ 092-475-7386
定年を上限 230,000円～500,000円 従業員数 7人

40010- 39289721 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

調理人 59歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-42-2345

定年を上限 200,000円～250,000円 従業員数 7人

42081- 432021 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 0920-42-2217

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

医療事務 61歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-47-0085

定年を上限 145,000円～145,000円 従業員数 65人

42081- 559321 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

作業療法士・理学療法士 64歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-43-0888

定年を上限 235,000円～321,000円 従業員数 110人

42081- 555821 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

長崎県壱岐病院
※応募締切日：R4年7/13(水)
(※R5年春までに免許取得見 薬剤師

長崎県壱岐市郷ノ浦町東触1626番地

(1) 8時30分～17時15分

込みの方も応募可)
※採用予定日：R5年4/1

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし (3)00時30分～ 9時15分

長崎県壱岐病院
※応募締切日：R4年7/13(水)
(※R5年春までに免許取得見

交替制(シフト制)

看護師

福岡県福岡市博多区博多駅前2-1924

(1) 8時30分～17時30分

長崎県壱岐病院
※応募締切日：R4年7/13(水)
(※R5年春までに免許取得見

診療放射線技師

長崎県壱岐市郷ノ浦町東触1626番地

(1) 8時30分～17時15分

込みの方も応募可)
※採用予定日：R5年4/1

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
(2)16時30分～01時15分

込みの方も応募可)
※採用予定日：R5年4/1

雇用期間の定めなし

株式会社　フソウ　九州支店
※就業場所：門野田浄水場(郷
ノ浦町坪触3039)

普通自動車免許一種

大幸物産　株式会社
※就業場所：お食事処「海神
(わたつみ)」

交替制(シフト制) 長崎県壱岐市勝本町勝本浦201

(1) 8時00分～15時45分
(2) 9時00分～16時45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

医療法人　玉水会　赤木病院 変形労働時間制(1ヶ月単位) 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

長崎県壱岐市勝本町本宮南触236

(1) 8時30分～17時15分

雇用期間の定めなし

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)

作業療法士
理学療法士
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

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-　545121 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

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- 540521 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 69歳以下 時給
壱岐郷ノ浦東店) ＴＥＬ

定年を上限 840円～840円 従業員数 25人

42081- 544921 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 27人

※シニアの方も応募歓迎
42081- 526321

パート労働者
就業場所

長崎県壱岐市

【急募】
ベーカリーとカフェの 不問 時給

製造・販売 ＴＥＬ 0920-40-0195
不問 821円～821円 従業員数 34人

42081-　521721 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

清掃 不問 時給
ＴＥＬ 0920-45-0515

不問 1,000円～1,000円 従業員数 5人

42081- 534321 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

お弁当製造、販売 不問 時給
ＴＥＬ 0920-47-5169

不問 950円～950円 従業員数 16人

42081- 543621 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

接客・販売員 64歳以下 時給 イオン壱岐店2階

ＴＥＬ 0920-45-4000
定年を上限 821円～821円 従業員数 5人

42081- 421621 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片原触221

(1) 8時00分～12時00分
(2) 6時30分～12時00分

長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触679番地

(1)12時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

有限会社　古川クリーニング

アイランド壹岐　２号館

株式会社　ホーベウィン
※就業場所：ファミリマート
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)13時00分～17時00分
(2)17時00分～21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 又は13時00分～21時00分
の間の4時間以上

一般財団法人
壱岐市開発公社
※就業場所：国民宿舎　壱岐

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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

(3)18時00分～22時00分

パンプラス 交替制(シフト制) 長崎県壱岐市郷ノ浦町釘山触628

(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
の間の2～8時間程度

いき湯川温泉　株式会社 長崎県壱岐市郷ノ浦町片原触418番地

(1)21時30分～22時30分

雇用期間の定めなし

株式会社　プレナス
ほっともっと郷ノ浦店

交替制(シフト制) 長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触694-1

(1)15時00分～21時30分
又は15時00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）

の間の4時間程度

長崎県壱岐市芦辺町箱崎中山触2604-2

普通自動車免許一種

(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

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)
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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

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

42081- 557521 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

運転手 不問 時給
ＴＥＬ 0920-47-6525

不問 1,000円～1,000円 従業員数 18人

42081- 556221 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

介護（見守り） 59歳以下 時給
ＴＥＬ 0920-43-0107

定年を上限 830円～977円 従業員数 109人

42081- 558421 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
(短時間パートナー) 69歳以下 時給

/壱岐市 ＴＥＬ 0920-47-3343
定年を上限 830円～880円 従業員数 8人

40010- 38534021 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

海水浴場警備員 不問 日給
ＴＥＬ 0920-47-0417

不問 7,500円～7,500円 従業員数 61人

42081-　550621 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

医療事務
(受付業務)/壱岐市 不問 時給 シティ22ビル5階

ＴＥＬ 03-4216-4482
不問 830円～850円 従業員数 25人

40010- 38938221 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市
調理補助および

店内業務全般(海の家) 不問 時給
ＴＥＬ 0920-44-8383

不問 900円～1,000円 従業員数 1人

※雇用期間：R4年7/1～R4年
9/19
42081- 553021

パート労働者
就業場所

長崎県壱岐市

一般事務 64歳以下 時給
ＴＥＬ 0920-44-8383

定年を上限 1,000円～1,000円 従業員数 3人

42081- 552121 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

アイランドフェスティバル
株式会社
※就業場所：大浜海水浴場

交替制(シフト制) 長崎県壱岐市石田町筒城東触1946

(1) 9時00分～22時00分
の間の5～8時間

(石田町筒城東触1622番地)
※就業時間相談可

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

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
※シニアの方も応募歓迎

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1310

普通自動車免許一種

(1) 8時00分～18時00分
の間の5～8時間

※就業時間相談可 雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

医療法人　清光会
山内眼科医院

社会福祉法人　壱心会
特別養護老人ホーム
壱岐のこころ

長崎県壱岐市勝本町布気触948-1

(1) 9時30分～16時30分

雇用期間の定めなし

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時間程度

※就業時間相談可 雇用期間の定めなし

株式会社　クラカタ商事　壱
岐支店
※就業場所：壱岐市内各海水

長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触477-2

(1) 9時00分～17時00分

浴場  ※雇用期間R4年7/16～
R4年8/31

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目23-22

(1) 8時00分～13時00分

(郷ノ浦町東触1626)
※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　ソラスト　福岡支
社
※就業場所：長崎県壱岐病院

アイランドフェスティバル
株式会社
※就業場所：石田町筒城仲触

フレックスタイム制

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市石田町筒城東触1946

(1) 9時00分～20時00分
の間の4～7時間程度

972番地3 雇用期間の定めなし
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