
求人者名 職種 年齢 賃金 必要な免許資格

貨物トラック運転手 64歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-45-4646

定年を上限 170,000円～180,000円 従業員数 7人

42081-　828121 正社員 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- 822221 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

ライスセンタースタッフ 不問 時給
ＴＥＬ 0920-47-1331

不問 853円～853円 従業員数 2人

42081- 823521 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市

事務局長 64歳以下 月給 芦辺港フェリー ターミナル2F
ＴＥＬ 0920-48-2501

定年を上限 300,000円～300,000円 従業員数 4人

※採用日：R5年4/1
42081- 845021

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- 757821 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

作業員 不問 月給
ＴＥＬ

不問 180,000円～180,000円 従業員数 0人

42081- 725521 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- 713021 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

日本酒・焼酎製造工 45歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-40-0061

キャリア形成 160,000円～180,000円 従業員数 12人

42081- 711921 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

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

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) 雇用期間の定めなし

長崎県壱岐市石田町印通寺浦200

(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

重家酒造株式会社
※就業場所：本社もしくは横
山蔵(石田町池田西触545-1)

変形労働時間制(1年単位)

普通自動車免許
(AT限定不可)

Ｓｔｒａｗｂｅｒｒｙ　Ｇａ
ｎｇ

普通自動車免許

長崎県壱岐市芦辺町中野郷東触1426番地

(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

株式会社　山口工務店

普通自動車免許
(AT限定不可)

長崎県壱岐市勝本町坂本触932

(1) 8時00分～17時30分

雇用期間の定めなし

一般社団法人
壱岐市ふるさと商社
※就業場所：芦辺港フェリー

普通自動車免許

長崎県壱岐市芦辺町箱崎中山触2575-22

(1) 8時30分～17時15分

ターミナル2F
※応募締切：R4年10/31(月)

雇用期間の定めなし

壱岐市農業協同組合
※就業場所：芦辺町深江南触
1250 普通自動車免許

(AT限定不可)

長崎県壱岐市郷ノ浦町東触560番地

(1) 8時30分～17時00分
(2) 8時30分～11時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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

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

所在地・就業場所就業時間

有限会社　壱岐商運

中型自動車免許

長崎県壱岐市芦辺町諸吉南触1117-1

(1) 8時00分～17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

調理（見習い可） 18歳以上 時給
ＴＥＬ 0920-42-0072

法令の規定により 853円～1,000円 従業員数 4人
年齢制限がある

42081- 877621 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～9,200円 従業員数 10人

42081- 673921 正社員 就業場所 長崎県壱岐市
木製建具、木製家具製作
（建具・家具職員） 不問 日給

ＴＥＬ 0920-44-6741
不問 8,000円～10,000円 従業員数 0人

42081- 869621 正社員 就業場所 長崎県壱岐市
木製建具、木製家具製作
（建具・家具職員見習い） 45歳以下 日給

ＴＥＬ 0920-44-6741
キャリア形成 7,000円～7,000円 従業員数 0人

42081- 870021　 正社員 就業場所 長崎県壱岐市
医療機器の営業
(長崎県壱岐市) 59歳以下 月給

ＴＥＬ 092-303-3870
定年を上限 228,900円～350,000円 従業員数 4人

40120- 23304321 正社員 就業場所 長崎県壱岐市
看護師

(地方公務員) 39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- 858521 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) 39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- 859421 正社員 就業場所 長崎県壱岐市
臨床検査技師
(地方公務員) 39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- 860921 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

長崎県壱岐病院

臨床検査技師

長崎県壱岐市郷ノ浦町東触1626番地

(1) 8時30分～17時15分

※応募締切：11/4(金)迄
※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

※応募締切：11/4(金)迄
※採用予定日：R5年4/1

雇用期間の定めなし

長崎県壱岐病院

診療放射線技師

板川木工所

普通自動車免許

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

長崎県壱岐病院 交替制(シフト制)

看護師

長崎県壱岐市郷ノ浦町東触1626番地

(1) 8時30分～17時15分
(2)16時30分～01時15分

※応募締切：11/4(金)迄
※採用予定日：R5年4/1

雇用期間の定めなし (3)00時30分～ 9時15分

福岡県福岡市東区松島1丁目41-21

(1) 9時00分～18時00分

(郷ノ浦町東触1626) 雇用期間の定めなし

株式会社　キシヤ
※就業場所：壱岐病院内「当
社事務所」

変形労働時間制(1ヶ月単位)

普通自動車免許
(AT限定不可)

板川木工所

普通自動車免許

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

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

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
(AT限定不可)

割烹　一富士 交替制(シフト制)

普通自動車免許

長崎県壱岐市勝本町大久保触1827-5

(1)11時00分～17時00分
(2)18時00分～23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

【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 853円～853円 従業員数 34人

42081- 750421 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

【急募】ホ－ルスタッフ 不問 時給
ＴＥＬ 0920-47-0909

不問 950円～1,100円 従業員数 2人

42081-　826621 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 853円～853円 従業員数 9人

42081- 838721 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

移動販売員 不問 時給
ＴＥＬ 0920-40-0637

不問 900円～1,000円 従業員数 0人

42081- 839821 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 853円～853円 従業員数 5人

42081- 844121 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

一般事務 不問 時給
ＴＥＬ 0920-40-0860

不問 853円～900円 従業員数 6人

42081- 871721 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

日本酒・焼酎製造工 不問 時給
ＴＥＬ 0920-40-0061

不問 883円～900円 従業員数 12人

42081- 821821 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

インストラクタ－ 64歳以下 時給
ＴＥＬ

定年を上限 853円～900円 従業員数 2人

42081- 791221 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

Ｌｉｆｅ　Ｓｕｐｐｏｒｔ
Ｇｙｍ　バンヤン

長崎県壱岐市郷ノ浦町柳田触316-11

(1)10時00分～22時00分
の間の3～6時間

雇用期間の定めなし

重家酒造株式会社
※就業場所：本社もしくは横
山蔵(石田町池田西触545-1) 普通自動車免許

(AT限定不可)

長崎県壱岐市石田町印通寺浦200

(1) 6時30分～17時00分
の間の4～8時間

雇用期間の定めなし

株式会社　アットマーク
※就業場所：食品事業部

普通自動車免許

長崎県壱岐市芦辺町箱崎諸津触2151-2

(1) 9時00分～17時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

壱岐酒販株式会社

普通自動車免許

長崎県壱岐市郷ノ浦町東触639-3

(1)10時30分～17時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

有限会社　サダカタ商会

普通自動車免許

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）

長崎県壱岐市郷ノ浦町柳田触195

普通自動車免許

(1) 8時00分～20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

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)

中華ダイニング　華花 交替制(シフト制) 長崎県壱岐市郷ノ浦町東触718

(1)11時30分～14時00分
(2)18時00分～20時30分

※就業時間選択可 雇用期間の定めなし

※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

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
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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

真珠養殖作業員 59歳以下 時給
ＴＥＬ 0920-47-0711

定年を上限 860円～1,000円 従業員数 14人

42081- 794321 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

介護職員（パ－ト） 64歳以下 時給
ＴＥＬ 0920-43-0888

定年を上限 950円～1,050円 従業員数 110人

42081- 782821 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

看護師 不問 時給
ＴＥＬ 0920-47-1166

不問 1,160円～1,220円 従業員数 72人

42081- 787621 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

調理員 62歳以下 時給
ＴＥＬ 0920-47-0085

定年を上限 853円～900円 従業員数 65人

42081- 774821 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

受付・清掃 不問 時給
ＴＥＬ 0920-47-5868

不問 853円～853円 従業員数 3人

42081- 872821 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

清掃員 20歳～59歳 時給
ＴＥＬ 0920-47-5868

法令の規定により 853円～853円 従業員数 5人
年齢制限がある

42081- 855721 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

独身寮の賄い及び清掃 不問 時給
ＴＥＬ 0920-47-4682

不問 860円～860円 従業員数 0人

42081- 851621 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市
労務作業員

（観光課/壱岐市内） 不問 日給
ＴＥＬ 0920-48-1130

不問 6,950円～6,950円 従業員数 300人

42081- 825321 パート労働者 就業場所 na

壱岐市役所
※就業場所：観光課所管施
設・自然公園・海水浴場など 普通自動車免許

(AT限定不可)

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：10/19(水)10時迄
※採用日：R4年11/1～

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

アイランド壹岐　2号館 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

雇用期間の定めなし

長崎県壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦405-12

(1) 9時00分～16時00分
の間の3～4時間程度

789-1 雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

金子産業株式会社　壱岐事業
所　郷ノ浦漁場
※就業場所：芦辺町国分東触

長崎県壱岐市郷ノ浦町片原触1687-1

(1) 9時00分～15時00分
(2)15時00分～21時00分

雇用期間の定めなし

アイランド壱岐　株式会社
※就業場所：勝本町本宮南触
1323-3

交替制(シフト制)

医療法人　玉水会　赤木病院 長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触111番地

(1) 9時00分～14時00分
(2)16時00分～19時00分

※就業時間相談可 雇用期間の定めなし 又は6時00分～19時00分
の間の2時間以上

社会福祉法人　光風会
特別養護老人ホーム　光の苑

交替制(シフト制)

看護師
准看護師
普通自動車免許

長崎県壱岐市郷ノ浦町志原西触1066番地1

(1) 8時00分～19時00分
の間の6時間程度

※新卒者の方の応募可
※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）

有限会社　山内真珠 長崎県壱岐市郷ノ浦町坪触2101番地

(1) 8時00分～17時00分
の間の6時間程度

※就業時間相談可 雇用期間の定めなし

長崎県壱岐市勝本町本宮南触236

普通自動車免許

(1) 8時30分～17時15分
又は8時30分～17時15分

※就業時間相談可 雇用期間の定めなし の間の4時間程度

医療法人　協生会
介護老人保健施設　壱岐
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