
求人者名 職種 年齢 賃金 必要な免許資格

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-　588721 正社員 就業場所 長崎県壱岐市
グロッサリ－部

（食品・菓子・雑貨） 64歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-47-1987

定年を上限 160,000円～250,000円 従業員数 67人

42081- 590421 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

青果部 64歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-47-1987

定年を上限 160,000円～250,000円 従業員数 67人

42081- 591321 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

調理師 62歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-47-0085

定年を上限 143,000円～143,000円 従業員数 65人

42081- 601721 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

清掃業作業員 不問 日給
ＴＥＬ 0920-45-1115

不問 6,800円～6,800円 従業員数 58人

42081- 586121 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- 570721 正社員 就業場所 長崎県壱岐市
電気・通信・管・
消防設備工事士 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- 518321 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

オリーブ栽培作業員 64歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-47-6737

定年を上限 150,000円～180,000円 従業員数 8人

42081- 567321 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

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

雇用期間の定めなし

所在地・就業場所就業時間

長崎県壱岐市郷ノ浦町東触568-1

(1) 7時00分～18時00分
の間の8時間

雇用期間の定めなし

株式会社　イチヤマ 交替制(シフト制)

普通自動車免許一種

株式会社　イチヤマ 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568-1

(1) 7時00分～18時00分
の間の8時間

雇用期間の定めなし

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 (3)10時00分～19時00分
(4) 9時00分～12時00分

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

(5) 6時00分～ 9時00分
壱岐市環境管理組合

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市芦辺町住吉東触728-1

(1) 8時30分～17時15分
(2) 8時30分～12時00分

※応募締切：R4年7/25(月)迄
※採用日：R4年8/1～

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

壱岐マリーナホテル　株式会
社

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

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

壱岐オリーブ園　株式会社

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市郷ノ浦町片原触1190番地

(1) 8時00分～17時00分
(2) 8時00分～15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

海面養殖作業員 59歳以下 日給
ＴＥＬ 0920-45-2300

定年を上限 7,000円～9,000円 従業員数 2人

42081- 563821 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市

プラントメンテナンス 35歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-45-0087

キャリア形成 170,000円～230,000円 従業員数 9人

42081- 562721 正社員 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 月給

【急募】 ＴＥＬ 0920-40-0072
不問 184,900円～201,000円 従業員数 8人

42081-　548821 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

定置作業員 45歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-45-2350

キャリア形成 158,000円～303,000円 従業員数 18人

42081- 527621 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

自動車整備士 59歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-47-1255

定年を上限 145,900円～190,000円 従業員数 6人

42081- 514821 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

ＬＰガス事務員 59歳以下 月給
ＴＥＬ

定年を上限 149,000円～151,000円 従業員数 5人

42081- 524521 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- 644221 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

【急募】レンタル業務 不問 月給
ＴＥＬ 0920-43-0253

不問 160,000円～160,000円 従業員数 8人

42081- 444521 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

長崎県壱岐市芦辺町箱崎中山触828番地1

(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

株式会社　なかはら
※就業場所：有限会社　橋本
水産(郷ノ浦町新田触930-1)

変形労働時間制(1年単位)

普通自動車免許一種

有限会社　万谷鉄工所 長崎県壱岐市芦辺町芦辺浦754-2

(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郷ノ浦122-69

(1) 8時00分～17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

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・

変形労働時間制(1年単位)

5トン限定準中型自動車免許

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

雇用期間の定めなし

箱崎漁業協同組合

普通自動車免許一種

壱岐交通　株式会社
※就業場所：郷ノ浦町東触
1120

変形労働時間制(1年単位)

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市郷ノ浦町東触575-2

(1) 8時00分～16時30分

雇用期間の定めなし

川添石油　株式会社
※就業場所：カワゾエホーム
ガスセンター

変形労働時間制(1ヶ月単位)

普通自動車免許ＡＴ

長崎県壱岐市芦辺町瀬戸浦55

(1) 8時30分～17時30分

(郷ノ浦町東触1172-2)
※パート希望の方、応相談

雇用期間の定めなし

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

株式会社　江口石油店 交替制(シフト制)

(3) 8時30分～17時00分
(4) 8時30分～16時30分
(5) 9時00分～12時00分

有限会社　キョ－トク 交替制(シフト制)

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市勝本町立石西触484

(1) 8時00分～17時00分
(2) 8時30分～17時30分

※パート希望の方、応相談 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

長崎地方法務局に於ける
登記簿等の公開に関する 不問 時給 　

事務 ＴＥＬ 092-558-7111
不問 840円～840円 従業員数 3人

40180-　11533721 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

レストラン接客・調理補助 不問 時給
ＴＥＬ 0920-47-1883

不問 821円～821円 従業員数 5人

42081- 614321 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

接客・調理補助 不問 時給
ＴＥＬ 0920-45-4777

不問 821円～900円 従業員数 3人

42081- 634721 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

青果部 64歳以下 時給
ＴＥＬ 0920-47-1987

定年を上限 825円～900円 従業員数 67人

42081- 587021 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市
グロッサリ－部

（食品、菓子、雑貨） 64歳以下 時給
ＴＥＬ 0920-47-1987

定年を上限 825円～900円 従業員数 67人

42081- 589821 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 6人

42081- 602821 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

保育補助 不問 日給
ＴＥＬ 0920-47-0888

不問 7,000円～7,200円 従業員数 23人

42081- 645521 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

観光案内・販売 不問 日給
ＴＥＬ 0920-47-3700

不問 6,400円～6,400円 従業員数 7人

42081- 565521 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

※就業場所：郷ノ浦町本村触
624-2

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

日本郵便オフィスサポート株
式会社　九州支社福岡営業所

福岡県春日市昇町6丁目76　本田全産ビル2階

(1) 8時15分～12時15分

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) 8時00分～14時00分

※シニアの方も応募歓迎 雇用期間の定めなし

長崎県壱岐市芦辺町瀬戸浦150-2

普通自動車免許ＡＴ

(1) 9時00分～22時00分
の間の5～8時間程度

※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

新鮮魚類　吉祥

株式会社イチヤマ 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568-1

(1) 7時00分～18時00分
の間の4～8時間

※就業時間相談可 雇用期間の定めなし

株式会社イチヤマ 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568-1

(1) 7時00分～18時00分
の間の4～8時間

※就業時間相談可 雇用期間の定めなし

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

有限会社　壱岐保育園 長崎県壱岐市郷ノ浦町片原触80-1

(1) 8時00分～18時00分
の間の8時間程度

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

一般社団法人
壱岐市観光連盟
※就業場所：郷ノ浦港・芦辺

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触620番地1

(1) 9時00分～17時45分

港・印通寺港の各観光案内所 雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）
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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

レジ業務
（エレナ／パート） 不問 時給

ＴＥＬ 0920-47-1881
不問 830円～850円 従業員数 53人

42081- 585921 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市
イベント補助スタッフ

／一支国博物館 不問 時給
ＴＥＬ 096-237-7266

不問 900円～900円 従業員数 16人

43010- 21449021 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

接客・サービス 不問 時給
ＴＥＬ 0920-44-5887

不問 850円～900円 従業員数 13人

42081- 569921 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市
ゲストハウスの
運営補助業務 不問 時給

ＴＥＬ 070-2646-1011
不問 1,000円～1,000円 従業員数 1人

9/30
42081- 551921

パート労働者
就業場所

長崎県壱岐市

民宿接客係 不問 時給
ＴＥＬ 0920-44-5294

不問 900円～1,000円 従業員数 2人

42081- 648621　 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 不問 時給
(イチヤマ店舗内)【急募】 ＴＥＬ 0920-40-0195

不問 821円～821円 従業員数 5人

42081- 522821 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- 598221

パート労働者
就業場所

長崎県壱岐市

荷物受付 不問 時給
ＴＥＬ

不問 870円～900円 従業員数 41人

42081- 480121 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

(1)13時00分～17時00分

(郷ノ浦町東触758-1) 雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

株式会社　太陽商事
※就業場所：エレナＦＣ壱岐
郷ノ浦店

長崎県壱岐市郷ノ浦町東触784

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
の間の8時間程度

(芦辺町深江鶴亀触515番地1) 雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

長崎県壱岐市石田町印通寺浦176-21

(1) 9時00分～13時00分
(2)17時00分～22時00分

※就業時間相談可 雇用期間の定めなし (3)18時00分～22時30分

有限会社　網元 交替制(シフト制)

株式会社
パブリックビジネスジャパン
※就業場所：一支国博物館

(1)10時00分～18時00分
(2)10時00分～13時00分

壱岐オフィス
※雇用期間：R4年7月中旬～R4

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

(3)15時00分～18時00分

ｉｋｉｂａｓｅ　Ｇｕｅｓｔ
Ｈｏｕｓｅ
※就業場所：株式会社イースト

交替制(シフト制) 長崎県壱岐市石田町筒城東触1482-1

普通自動車免許一種

有限会社　伊千福
（繁屋　千賀荘）

長崎県壱岐市石田町筒城東触1085番地

(1) 8時00分～22時00分
の間の1～8時間

※就業時間相談可 雇用期間の定めなし

パンプラス
※就業場所：スーパーバ
リューイチヤマ店舗内

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～20時00分
の間の2～8時間程度

(郷ノ浦町東触567-2)
※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諸吉大石触179番地2

看護師
准看護師
普通自動車免許一種

(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）

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・

ヤマト運輸株式会社　壱岐支
店

長崎県壱岐市郷ノ浦町田中触字上戸田1178

(1) 8時00分～19時00分
の間の5～7時間

※就業時間相談可 雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）
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