
求人者名 職種 年齢 賃金 必要な免許資格

管理技術者
及び普通作業員 64歳以下 日給

ＴＥＬ 0920-43-0141
定年を上限 8,500円～10,000円 従業員数 6人

42081-　788921 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

給食調理員（正） 64歳以下 月給
ＴＥＬ

定年を上限 148,000円～203,000円 従業員数 64人

42081- 736621 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

ルート配送／壱岐市 59歳以下 月給
ＴＥＬ 095-893-8010

定年を上限 154,000円～210,000円 従業員数 3人

42010- 14807421 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

タクシードライバー 59歳以下 日給
ＴＥＬ 0920-47-1156

定年を上限 6,158円～6,425円 従業員数 19人

42081- 729921 正社員以外 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- 618021 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

自動車整備 59歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-47-1349

定年を上限 158,000円～168,000円 従業員数 8人

42081- 621421 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

店内販売員（日配部） 45歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-47-5560

キャリア形成 145,000円～165,000円 従業員数 50人

42081- 595021 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

所在地・就業場所就業時間

株式会社　福田建設

普通自動車免許

長崎県壱岐市勝本町本宮仲触624

(1) 8時00分～17時00分

※シニアの方も応募歓迎 雇用期間の定めなし

医療法人　協生会　品川病院 変形労働時間制(1ヶ月単位) 長崎県壱岐市郷ノ浦町東触854-2

(1) 6時00分～14時45分
(2) 6時30分～15時00分

雇用期間の定めなし

長米　株式会社
※就業場所：壱岐営業所
(郷ノ浦町柳田触948番地)

変形労働時間制(1年単位)

普通自動車免許

長崎県長崎市小ヶ倉町3丁目76番地75

(1) 8時30分～17時30分

雇用期間の定めなし

(3)10時45分～19時00分

壱岐交通タクシー株式会社 変形労働時間制(1ヶ月単位)

普通自動車第二種免許
普通自動車免許

長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触676番地13

(1) 7時00分～15時30分
(2) 9時00分～17時30分

雇用期間の定めなし

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

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
(AT限定不可)

協業組合　壱岐車検センター

普通自動車免許
(AT限定不可)

長崎県壱岐市勝本町立石東触73-1

(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 (3) 8時00分～12時00分

株式会社　イチヤマ 交替制(シフト制)

普通自動車免許

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　ヤマグチ 変形労働時間制(1年単位)

普通自動車免許
(AT限定不可)

長崎県壱岐市郷ノ浦町永田触268番地

(1) 7時30分～18時30分
の間の8時間程度

雇用期間の定めなし

1



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

【急募】支援員 59歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-45-0051

定年を上限 169,000円～209,000円 従業員数 33人

42081- 596721 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

真珠養殖作業員 59歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-47-0711

定年を上限 163,000円～200,000円 従業員数 14人

42081- 808421 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

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-　573521 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 0920-45-0196

定年を上限 180,000円～230,000円 従業員数 20人

42081-　576621 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

ガソリンスタンド販売員 59歳以下 時給
ＴＥＬ 0920-45-2003

定年を上限 850円～870円 従業員数 6人

42081- 578121 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市

看護職（正） 40歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-47-5623

キャリア形成 163,000円～203,000円 従業員数 143人

42081- 804721 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

看護師 59歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-47-0023

定年を上限 198,000円～368,000円 従業員数 138人

42081- 584621 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

長崎県壱岐市芦辺町箱崎大左右触2320-3

普通自動車免許

(5)17時00分～翌10時00分

(1) 8時00分～17時00分
(2) 7時00分～16時00分

※就業時間相談可
※パート希望の方、応相談

雇用期間の定めなし (3) 9時00分～18時00分
(4)11時00分～20時00分

社会福祉法人　和光会（障害
者支援施設　希望の丘）

変形労働時間制(1ヶ月単位)

有限会社　山内真珠

普通自動車免許
(AT限定可)

長崎県壱岐市郷ノ浦町坪触2101番地

(1) 8時00分～17時00分
(2) 8時00分～17時30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)

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 (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　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

社会医療法人　玄州会
介護老人保健施設　光風

変形労働時間制(1年単位)

看護師
准看護師

長崎県壱岐市郷ノ浦町東触1006番地1

(1) 7時30分～16時30分
(2) 9時00分～18時00分

雇用期間の定めなし (3) 9時30分～18時30分
(4)16時45分～ 9時45分

株式会社　岡本組 変形労働時間制(1年単位)

1級土木施工管理技士
普通自動車免許
(AT限定不可)

長崎県壱岐市芦辺町諸吉二亦触560番地2

(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

長崎県壱岐市芦辺町瀬戸浦55

普通自動車免許
(AT限定不可)

の間の8時間程度

(1) 8時00分～17時00分
(2) 9時00分～18時00分

※就業場所は応相談 雇用期間の定めなし (3)10時00分～19時00分
又は8時00分～20時00分

川添石油　株式会社
※就業場所：郷ノ浦SS(郷ノ浦
町田中触1177-1)・瀬戸浦SS

変形労働時間制(1ヶ月単位)

社会医療法人　玄州会
光武内科循環器科病院

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郷ノ浦15-3

(1) 8時30分～17時00分
(2)16時30分～ 9時00分

※就業時間相談可 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

皿洗い（パ－ト） 不問 時給
ＴＥＬ 03-6709-9562

不問 900円～1,200円 従業員数 9人

42081- 737921 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

ホールスタッフ 不問 時給
ＴＥＬ 0920-47-5553

不問 900円～1,200円 従業員数 3人

42081- 745921 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

清掃 59歳以下 時給
ＴＥＬ 0920-47-3737

定年を上限 853円～900円 従業員数 54人

42081- 758221 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市
事務補助員

（政策企画課） 不問 時給
ＴＥＬ 0920-48-1134

不問 897円～897円 従業員数 12人

42081- 734421 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

受付・管理業務 不問 日給
ＴＥＬ 0920-47-3700

不問 6,400円～6,400円 従業員数 7人

42081- 733521 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- 730721 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 853円～853円 従業員数 5人

42081- 731821 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市
ホールスタッフ
（ランチ補助） 不問 時給

ＴＥＬ 090-7985-3952
不問 853円～1,000円 従業員数 4人

42081- 732221 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

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～15時00分

※シニアの方も応募歓迎 雇用期間の定めなし

長崎県壱岐市郷ノ浦町大原触985番地

(1)10時00分～14時00分
(2)11時00分～15時00分

※就業時間相談可
※採用日:R4年9月下旬以降予定

雇用期間の定めなし

民宿しもぐち 交替制(シフト制)

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

一般社団法人
壱岐市観光連盟

普通自動車免許

長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触620番地1

(1) 8時30分～17時15分

※雇用期間：R4年10/1～R5年
2/28

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

株式会社　太安閣

普通自動車免許

長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触760-1

(1) 8時30分～12時30分

※シニアの方も応募歓迎 雇用期間の定めなし

長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触562番地

(1) 8時30分～17時15分

※応募締切：9/26(月)15時迄
※採用日：R4年10/1～

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

壱岐市役所
※就業場所：郷ノ浦庁舎3F・
政策企画課

(1)17時00分～23時00分
の間の2～4時間

※就業時間相談可 雇用期間の定めなし

おつくり家壱岐旨勘 長崎県壱岐市郷ノ浦町庄触720-1

普通自動車免許
(AT限定可)

海里合同会社
壱岐リトリート海里村上

交替制(シフト制)

普通自動車免許
(AT限定可)

長崎県壱岐市勝本町立石西触119-2

(1) 6時00分～22時00分
の間の4～8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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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

製造スタッフ 不問 時給
ＴＥＬ 0920-40-0860

不問 850円～900円 従業員数 6人

42081- 724221 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

販売・接客 不問 日給
ＴＥＬ 0920-45-2065

不問 6,400円～6,400円 従業員数 13人

42081- 659021 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

経理及び一般事務 不問 時給
ＴＥＬ 0920-47-1158

不問 821円～821円 従業員数 5人

42081- 656621 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)

（パートタイム 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- 802121 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

保育補助 不問 日給
ＴＥＬ 0920-47-0888

不問 7,600円～7,600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
【急募】ハンバーガーの

製造・販売員 不問 時給
ＴＥＬ 0920-45-4032

不問 850円～1,100円 従業員数 12人

42081- 633021 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市
ソフトクリーム
・ジュース販売 69歳以下 時給 イオン壱岐店内

ＴＥＬ

定年を上限 821円～821円 従業員数 2人

42081-　801921 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

小粋なソフト（Koiki）
※就業場所：イオン壱岐店内

交替制(シフト制) 長崎県壱岐市芦辺町箱崎中山触2604-2

(1) 9時00分～19時00分
の間の4～7時間程度

※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）
※イオン壱岐店1F

交替制(シフト制) 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　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

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）

有限会社　壱岐保育園

長崎県壱岐病院 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）

(1)10時30分～17時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

壱岐酒販株式会社 長崎県壱岐市郷ノ浦町東触639-3

普通自動車免許

特定非営利活動法人
一支國研究会
※就業場所：原ノ辻ガイダンス内

長崎県壱岐市芦辺町諸吉本村触38

(1) 8時30分～17時15分

(芦辺町深江鶴亀触1092番地5) 雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

株式会杜　アットマ－ク
※就業場所：食品事業部

普通自動車免許
(AT限定可)

長崎県壱岐市芦辺町箱崎諸津触2151-2

(1) 9時00分～16時30分

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）
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