
求人者名 職種 年齢 賃金 必要な免許資格

大工 不問 日給
ＴＥＬ 0920-47-3813

不問 9,000円～10,000円 従業員数 7人

42081-  990121 正社員 就業場所 長崎県壱岐市
食品工場での加工・
袋詰め・出荷作業 45歳以下 時給

ＴＥＬ 0920-45-2838
キャリア形成 853円～853円 従業員数 9人

42081-  985821 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

牛肉加工 64歳以下 月給
ＴＥＬ

定年を上限 160,000円～180,000円 従業員数 9人

42081-  987521 正社員 就業場所 長崎県壱岐市
【急募】

製造スタッフ 不問 月給
ＴＥＬ 0920-40-0860

不問 150,000円～250,000円 従業員数 5人

42081-  983021 正社員 就業場所 長崎県壱岐市
【急募】
一般事務 不問 月給

ＴＥＬ 0920-40-0860
不問 150,000円～200,000円 従業員数 6人

42081-  984721 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

施設管理及び警備 18歳～64歳 日給 ショッピングセン ターピア21・イオン壱岐店２階

ＴＥＬ 080-1777-3778
法令の規定により 7,000円～12,000円 従業員数 22人
年齢制限がある

42081-  981921 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

一般事務員 59歳以下 時給
ＴＥＬ 0920-45-0215

定年を上限 860円～860円 従業員数 7人

42081-  979221 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

おみやげ品の販売及び事務 64歳以下 時給
ＴＥＬ

定年を上限 870円～920円 従業員数 3人

42081-  982121 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

長崎県壱岐市芦辺町諸吉本村触430番地

(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

普通自動車免許
(AT限定不可)

長崎県壱岐市郷ノ浦町片原触1163

(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

株式会社　倉本組 変形労働時間制(1年単位)

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

所在地・就業場所就業時間

有限会社　梅嶋

普通自動車免許

長崎県壱岐市芦辺町箱崎中山触2604番地86

(1)10時30分～20時30分

雇用期間の定めなし

有限会社　本尾海産

普通自動車免許

長崎県壱岐市芦辺町箱崎中山触2604-2

(1)05時30分～21時30分
の間の8時間

雇用期間の定めなし

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限定不可)

長崎県壱岐市芦辺町箱崎諸津触2151-2

(1)　8時30分～17時30分

雇用期間の定めなし

長崎県壱岐市芦辺町箱崎諸津触2151-2

(1)　8時30分～17時30分

雇用期間の定めなし

株式会社　若宮水産
※就業場所：芦辺町箱崎中山
触2604

普通自動車免許

壱岐商業開発株式会社
※就業場所：イオン壱岐店２F

交替制(シフト制)

普通自動車免許

中央産業有限会社

普通自動車免許

長崎県壱岐市芦辺町箱崎中山触394

(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諸吉本村触1329-1

(1) 9時00分～17時00分

※パート希望の方、応募可
※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

総務・庶務事務
・経理業務全般 69歳以下 月給

ＴＥＬ 096-237-7266
定年を上限 200,000円～250,000円 従業員数 12人

43010- 38105121 正社員 就業場所 長崎県壱岐市
総務担当・経営管理

/一支国博物館 69歳以下 月給
ＴＥＬ 096-237-7266

定年を上限 250,000円～300,000円 従業員数 12人

43010- 38106021 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

塗装作業員 30歳以下 日給
ＴＥＬ 0920-42-1600

キャリア形成 7,000円～13,000円 従業員数 5人

42081- 995521  正社員 就業場所 長崎県壱岐市
【急募】

施設管理スタッフ 45歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-42-1028

キャリア形成 148,000円～168,000円 従業員数 9人

42081- 864821 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

菓子の製造及び主に包装 40歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-42-0207

キャリア形成 140,400円～200,000円 従業員数 15人

42081- 996421 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市
医療事務

(外来受付業務)/壱岐市 64歳以下 月給 シティ22ビル5階

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

40010- 74455021 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

廃棄物収集作業員 59歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-47-3300

定年を上限 213,300円～225,100円 従業員数 5人

42081- 1001221 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- 999921 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

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

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

(芦辺町深江鶴亀触515番地1) 雇用期間の定めなし

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

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

(芦辺町深江鶴亀触515番地1) 雇用期間の定めなし

有限会社　真辺塗装店 変形労働時間制(1年単位)

普通自動車免許
(AT限定不可)

長崎県壱岐市勝本町西戸触931

(1) 8時00分～17時30分

※パート希望の方、応相談 雇用期間の定めなし

株式会社
壱岐カントリー倶楽部

普通自動車免許

長崎県壱岐市勝本町新城西触1645番地

(1) 8時30分～17時30分

雇用期間の定めなし

土肥製菓　有限会社

普通自動車免許

長崎県壱岐市勝本町仲触471

(1)13時00分～19時00分

雇用期間の定めなし

株式会社　ソラスト　福岡支
社
※就業場所：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

有限会社　キョートク 交替制(シフト制)

普通自動車免許

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 (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

竹原清備株式会社 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東触667番地2

(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

受付・管理業務 不問 日給
ＴＥＬ 0920-47-3700

不問 6,700円～6,700円 従業員数 15人

42081-  986221 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市
【急募】

児童支援員 不問 時給
ＴＥＬ

不問 900円～1,000円 従業員数 4人

42081-  988421 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

お客様への接客業務 不問 時給
ＴＥＬ 0920-45-3265

不問 900円～900円 従業員数 3人

42081-  958921 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

受付事務 不問 月給
ＴＥＬ 0920-47-1131

不問 52,308円～52,308円 従業員数 250人

42081- 980621  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-  931621 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

介護（ホ－ムヘルパ－） 不問 時給
ＴＥＬ 0920-47-5904

不問 900円～1,000円 従業員数 21人

42081-  933121 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市
【急募】

製造スタッフ 不問 時給
ＴＥＬ 0920-40-0860

不問 900円～935円 従業員数 6人

42081-  935721 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

ナイトフロント 18歳～59歳 日給
ＴＥＬ 0920-47-3737

法令の規定により 7,200円～8,000円 従業員数 54人
年齢制限がある

42081- 1002521 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

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)18時00分～08時00分

雇用期間の定めなし

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

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）

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

長崎県壱岐市郷ノ浦町永田触275番地2

ホームヘルパー2級
介護職員初任者研修修了者

普通自動車免許

(1) 7時00分～22時00分
の間の2～4時間

ステーションリバティ 雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

社会医療法人　玄州会
在宅ケア総合支援センター
※就業場所：ホームヘルパー

割烹　豊　月 長崎県壱岐市芦辺町瀬戸浦256-7

(1) 9時00分～16時00分
又は17時00分～00時00分

※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東触1626番地

(1) 8時30分～12時30分
の間の3時間程度

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

の間の5～6時間

長崎県壱岐病院 交替制(シフト制)

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

普通自動車免許

長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触668

(1)14時00分～18時00分
(2) 8時00分～12時00分

※就業時間相談可 雇用期間の定めなし (3)13時00分～17時30分

※採用日：11/21～R5年3/31 雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

学童保育
なかよし児童クラブ

交替制(シフト制)

一般社団法人
壱岐市観光連盟

又は8時30分～17時30分
の間の4～8時間
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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

ホールサービス・販売員 59歳以下 時給
ＴＥＬ 0920-42-2345

定年を上限 853円～853円 従業員数 9人

42081-  938521 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 900円～900円 従業員数 3人

42081-  904421 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市
総務事務

・経理業務全般 不問 時給
ＴＥＬ 096-237-7266

不問 1,000円～1,000円 従業員数 12人

43010- 38211021 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

調理 不問 時給
ＴＥＬ 0920-47-1883

不問 950円～1,100円 従業員数 5人

42081-  907921 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

店内販売員（惣菜） 59歳以下 時給
ＴＥＬ 0920-47-5560

定年を上限 853円～880円 従業員数 46人

42081-  875421 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

労務一般 不問 日給
ＴＥＬ

不問 7,000円～7,000円 従業員数 12人

42081- 992721 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市
販売員/

ローソン壱岐郷ノ浦店 不問 時給
ＴＥＬ 0920-48-0631

不問 853円～853円 従業員数 11人

42081- 993821 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

サービス管理責任者 64歳以下 時給
ＴＥＬ 0920-44-8383

定年を上限 1,300円～1,500円 従業員数 0人

42081- 991021 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：石田町石田西触

サービス管理責任者

長崎県壱岐市石田町筒城東触1946

(1) 9時00分～17時00分

1048番地1 雇用期間の定めなし

株式会社　太陽商事
※就業場所：ローソン壱岐郷
ノ浦店

変形労働時間制(1ヶ月単位) 長崎県壱岐市郷ノ浦町東触784

(1)05時00分～00時30分
の間の4～8時間

(郷ノ浦町東触字深田551-3)
※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　ヤマグチ

普通自動車免許

長崎県壱岐市郷ノ浦町永田触268番地

(1) 6時00分～13時00分
又は12時00分～18時30分

雇用期間の定めなし

長崎県壱岐市芦辺町諸吉本村触38

普通自動車免許
(AT限定不可)

(1) 8時30分～17時15分

ス及び原ノ辻遺跡周辺(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）

の間の6時間程度

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

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
の間の3～6時間

※就業時間相談可 雇用期間の定めなし

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

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
(2) 9時00分～16時00分

(芦辺町深江鶴亀触515番地1) 雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

新鮮魚類　吉祥

普通自動車免許

長崎県壱岐市芦辺町瀬戸浦150-2

(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

大幸物産　株式会社
※就業場所：お食事処　海神
(わたつみ)

長崎県壱岐市勝本町勝本浦201

(1) 8時00分～21時45分
の間の3～8時間

※就業時間相談可 雇用期間の定めなし
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