
求人者名 職種 年齢 賃金 必要な免許資格

総務・経理事務 64歳以下 月給 ショッピングセン ターピア21・イオン壱岐店2階

ＴＥＬ 0920-45-4000
定年を上限 150,000円～180,000円 従業員数 22人

42081- 928221 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

調理員 64歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-43-0888

定年を上限 145,000円～199,000円 従業員数 110人

42081- 924121 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

一般事務 59歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-47-1155

定年を上限 154,200円～154,200円 従業員数 19人

42081- 925021 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 853円～900円 従業員数 27人
年齢制限がある

42081- 965621 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市
看護師

/デイサービスセンター 59歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-43-0107

定年を上限 210,600円～301,400円 従業員数 109人

42081-　815521 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

真珠養殖作業員（正） 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

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

看護補助者 62歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-47-0085

定年を上限 140,000円～140,000円 従業員数 65人

42081- 777421
正社員

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) 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)10時00分～18時30分

雇用期間の定めなし (3) 7時00分～15時30分
(4) 9時00分～12時00分
(5) 8時00分～16時30分
(6)14時00分～ 9時00分

社会福祉法人　壱心会
特別養護老人ホーム
壱岐のこころ

看護師
准看護師
普通自動車免許

長崎県壱岐市勝本町布気触948-1

(1) 8時30分～17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

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

有限会社　山内真珠

普通自動車免許

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 雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

(3)14時00分～20時30分

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)

壱岐交通タクシー株式会社
※就業場所：郷ノ浦町郷ノ浦
18

変形労働時間制(1年単位) 長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触676番地13

(1) 8時00分～16時30分

雇用期間の定めなし

(3)11時00分～19時45分

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) 長崎県壱岐市勝本町本宮南触236

(1) 7時45分～16時30分
(2) 6時15分～15時00分

※パート希望の方、応相談 雇用期間の定めなし

所在地・就業場所就業時間

壱岐商業開発株式会社
※就業場所：イオン壱岐店2階

普通自動車免許

長崎県壱岐市芦辺町箱崎中山触2604-2

(1) 9時00分～18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

大型運転手 45歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-45-3645

キャリア形成 150,000円～180,000円 従業員数 4人

42081- 781721 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

栄養士（正） 64歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-48-4020

定年を上限 160,000円～215,800円 従業員数 64人

42081- 973621 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

総合職 35歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-45-0385

キャリア形成 150,000円～150,000円 従業員数 12人

42081- 966921 正社員 就業場所 長崎県壱岐市
介護職員

・介護福祉士（介護助手） 59歳以下 月給
・看護補助者 ＴＥＬ 0920-47-0023

定年を上限 138,500円～254,000円 従業員数 138人

42081- 744621 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

現場管理技術者 64歳以下 日給
ＴＥＬ 0920-47-5018

定年を上限 7,500円～9,500円 従業員数 34人

42081- 972321 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

土木作業員 不問 日給
ＴＥＬ 0920-47-0904

不問 7,000円～10,000円 従業員数 7人

42081- 945221 正社員 就業場所 長崎県壱岐市
交通誘導警備
（壱岐市） 18歳以上 日給

ＴＥＬ 0920-58-1700
法令の規定により 6,900円～8,000円 従業員数 4人
年齢制限がある

42080- 1430521 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- 897721 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

有限会社　対馬警備保障
※就業場所：壱岐市内全域

変形労働時間制(1年単位)

普通自動車免許

長崎県対馬市豊玉町曽626

(1) 8時30分～17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)

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

株式会社　ヒサタ

普通自動車免許
(AT限定不可)

平尾建設株式会社 変形労働時間制(1年単位)
1級土木施工管理技士
2級土木施工管理技士
普通自動車免許
(AT限定不可)

長崎県壱岐市郷ノ浦町柳田触142

(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

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) 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

雇用期間の定めなし

長崎県壱岐市芦辺町諸吉本村触1342-14

(1) 8時30分～17時30分
(2) 8時30分～12時00分

雇用期間の定めなし

壱岐東部漁業協同組合

普通自動車免許

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年単位)

管理栄養士
栄養士

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

※パート希望の方、応相談 雇用期間の定めなし

長崎県壱岐市芦辺町住吉前触777-1

(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

有限会社　末永重機運輸
大型自動車免許
車両系建設機械運転技能者
(整地・運搬・積込用及び掘
削用)
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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

惣菜スタッフ
（長崎県壱岐市） 不問 時給

ＴＥＬ 0920-47-2552
不問 860円～860円 従業員数 12人

40062- 5006421 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 0920-47-0603

法令の規定により 853円～853円 従業員数 18人
年齢制限がある

42081- 951721 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

販売員（衣料品売場） 不問 時給
ＴＥＬ 0920-45-3310

不問 855円～855円 従業員数 96人

42081-  927821 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

旅館接客係 64歳以下 時給
ＴＥＬ 0920-43-0004

定年を上限 853円～853円 従業員数 3人

42081-  929521 パート労働者 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 900円～920円 従業員数 6人

42081-  847821 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-  805821 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－トタイム 不問 月給
      会計年度任用職員) ＴＥＬ 0920-47-1131

不問 86,800円～86,800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

グル－プホ－ム介護職 不問 時給
ＴＥＬ 0920-47-9022

不問 930円～980円 従業員数 15人

42081-  790821
パート労働者

就業場所
長崎県壱岐市

株式会社ビジュアルビジョン
けあビジョンホ－ム壱岐

交替制(シフト制) 長崎県壱岐市郷ノ浦町片原触1361-1

(1) 7時15分～16時15分
(2) 8時30分～17時30分

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

(3)10時00分～19時00分
(4)16時00分～翌9時00分
又は7時15分～19時00分
の間の4時間以上

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）

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

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

交替制(シフト制)

普通自動車免許
(AT限定不可)

長崎県壱岐市芦辺町瀬戸浦55

(1) 8時30分～18時00分
の間の6～8時間

※就業場所は応相談
※就業時間相談可

雇用期間の定めなし

旅館　千石荘 長崎県壱岐市勝本町湯本浦58

(1) 7時30分～21時30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

イオン九州　株式会社　イオ
ン壱岐店

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～21時00分
の間の5時間程度

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

長崎県壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦205-1

(1) 9時00分～15時00分

雇用期間の定めなし

東洋食品　株式会社
※就業場所：エレナ壱岐郷ノ
浦FC店内

長崎県壱岐市郷ノ浦町東触758番地1

(1) 7時00分～13時00分
の間の4時間程度

※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

製造助手 不問 時給
ＴＥＬ 0920-42-2139

不問 853円～853円 従業員数 6人

42081- 976021  パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

調理員 64歳以下 時給
ＴＥＬ 0920-43-0888

定年を上限 900円～900円 従業員数 110人

42081-  926721 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

看護補助者 62歳以下 時給
ＴＥＬ 0920-47-0085

定年を上限 853円～853円 従業員数 65人

42081-  773721 パート労働者 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 1,000円～1,000円 従業員数 27人
年齢制限がある

42081- 964321 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

商品配達および管理業務 不問 時給
ＴＥＬ 0920-45-2218

不問 860円～860円 従業員数 5人

42081-  740221 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

事務補助員 45歳以下 時給
ＴＥＬ 0920-47-1349

キャリア形成 1,000円～1,000円 従業員数 8人

42081- 975121 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(イチヤマ店舗内) ＴＥＬ 0920-40-0195

不問 853円～853円 従業員数 5人

42081-  749821 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

レストラン部門の調理補助 不問 時給
ＴＥＬ 0920-47-5671

不問 900円～900円 従業員数 1人

42081-  974921 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

ビストロ　まさなお 長崎県壱岐市郷ノ浦町大原触女鳥466

(1)18時30分～22時30分

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

※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

中央福岡ヤクルト販売　株式
会社　壱岐営業所

普通自動車免許
(AT限定不可)

長崎県壱岐市芦辺町瀬戸浦573番地

(1) 8時30分～15時00分
(2) 8時30分～16時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

(3) 8時30分～17時00分

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)18時00分～22時00分
の間の3時間程度

島荘 雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

医療法人　玉水会　赤木病院 交替制(シフト制) 長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触111番地

(1) 7時00分～18時30分
の間の4時間以上

※就業時間相談可 雇用期間の定めなし

協業組合　壱岐車検センター

普通自動車免許

長崎県壱岐市勝本町立石東触73-1

(1) 8時00分～12時00分
又は8時00分～17時00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

ぱん工房　夢 長崎県壱岐市勝本町仲触1815

(1) 8時00分～17時00分
の間の4時間程度

※就業時間相談可 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) 長崎県壱岐市勝本町本宮南触236

(1) 7時45分～16時30分
(2) 6時15分～15時00分

※就業時間相談可 雇用期間の定めなし (3)11時00分～19時45分
又は6時15分～19時45分
の間の5時間程度
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