
求人者名 職種 年齢 賃金 必要な免許資格

鞄縫製工・販売 45歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-40-0225

キャリア形成 160,000円～160,000円 従業員数 3人

42081- 917021 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

廃棄物収集補助作業員 不問 月給
ＴＥＬ 0920-47-3300

不問 160,000円～210,000円 従業員数 5人

42081- 918721 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市

栄養士 不問 月給
ＴＥＬ 0920-47-1131

不問 156,200円～156,200円 従業員数 250人

42081- 901821 正社員以外 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- 902221 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

警備員 18歳～64歳 日給 イオン壱岐店 2階
ＴＥＬ 080-1777-3778

法令の規定により 7,000円～9,000円 従業員数 6人
年齢制限がある

42081- 881221 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市
設備工事作業員
・土木作業員 64歳以下 月給

ＴＥＬ 0920-43-0657
定年を上限 180,000円～250,000円 従業員数 8人

42081- 884321 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

事務職 35歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-45-2350

キャリア形成 135,000円～140,000円 従業員数 17人

42081- 889721 正社員以外 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- 895121 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

(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)

普通自動車免許
(AT限定不可)

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

箱崎漁業協同組合

普通自動車免許

長崎県壱岐市芦辺町瀬戸浦171

(1) 8時30分～17時00分
(2) 8時30分～11時00分

雇用期間の定めなし

壱岐商業開発株式会社
※就業場所：壱岐市内各現場

長崎県壱岐市芦辺町箱崎中山触2604-2

(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

長崎県壱岐市勝本町本宮南触371-1

普通自動車免許
(AT限定不可)

(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

株式会社　協栄設備工業

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

長崎県壱岐病院 交替制(シフト制)

栄養士

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) 5時00分～13時45分

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

リー 雇用期間の定めなし

竹原清備株式会社 変形労働時間制(1年単位)

所在地・就業場所就業時間

有限会社　アトリエフォル
マーレ　壱岐工場
※就業場所：壱岐島ファクト

長崎県壱岐市芦辺町諸吉大石触472-24

(1) 8時30分～17時30分

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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）
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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

土木作業員 不問 日給
ＴＥＬ

不問 7,000円～9,000円 従業員数 3人

42081- 882521 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市

店内販売員(惣菜部） 59歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-47-5560

定年を上限 149,000円～160,000円 従業員数 46人

42081- 852921 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

葬祭業務全般 59歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-47-0770

定年を上限 153,000円～253,000円 従業員数 4人

42081-　861121 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

林業技術職員 40歳以下 日給
ＴＥＬ 0920-45-4040

キャリア形成 7,000円～7,500円 従業員数 13人

42081- 862021 正社員 就業場所 長崎県壱岐市
施設管理スタッフ
（女性専用求人） 64歳以下 月給

ＴＥＬ 0920-42-1028
定年を上限 150,000円～180,000円 従業員数 9人

42081- 864821 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

自動車整備 40歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-44-6188

キャリア形成 150,000円～230,000円 従業員数 14人

42081- 898821 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

介護職(介護福祉士) 40歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-47-5623

キャリア形成 156,000円～166,000円 従業員数 143人

42081- 879121 正社員 就業場所 長崎県壱岐市
空港消防

(壱岐空港管理事務所) 不問 月給
ＴＥＬ 0920-44-5167

不問 157,788円～211,140円 従業員数 7人

42081- 913321 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市

長崎県　壱岐振興局
※就業場所：壱岐空港管理事
務所

変形労働時間制(1ヶ月単位)

大型自動車免許

長崎県壱岐市石田町筒城東触1725

(1) 8時00分～19時00分
(2) 8時00分～17時45分

※応募締切：11/2(水)17時
※採用日：R5年4/1～

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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)

介護福祉士

長崎県壱岐市郷ノ浦町東触1006番地1

(1) 7時00分～16時00分
(2) 9時30分～18時30分

雇用期間の定めなし (3)11時45分～20時45分
(4)16時45分～ 9時45分

株式会社　共進自動車商会

普通自動車免許
(AT限定不可)

長崎県壱岐市石田町石田西触1305

(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 (3) 8時00分～15時00分

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

株式会社
壱岐カントリー倶楽部

普通自動車免許

壱岐市森林組合

普通自動車免許
(AT限定不可)

長崎県壱岐市芦辺町芦辺浦562

(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

株式会社　鳳雲堂 変形労働時間制(1ヶ月単位)

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740番地

(1) 8時00分～17時00分

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

長崎県壱岐市郷ノ浦町永田触268番地

(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

有限会社　中山石材

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392-2

(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

【急募】
レストランホールスタッフ 59歳以下 時給

ＴＥＬ 0920-47-3737
定年を上限 1,000円～1,200円 従業員数 54人

42081-　909021 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

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- 900721 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

現場労務作業 不問 日給 壱岐市役所石田 庁舎内
ＴＥＬ 0920-44-6114

不問 6,950円～6,950円 従業員数 5人

42081- 903521 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 0920-47-0237

不問 900円～1,000円 従業員数 4人

42081- 919821 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

歯科受付 不問 時給
ＴＥＬ 0920-47-0010

不問 853円～853円 従業員数 6人

42081- 905321 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 6,650円～6,650円 従業員数 13人

42081- 883421 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

※就業時間相談可
※シニアの方も応募歓迎
42081- 890521

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 853円～1,100円 従業員数 12人

42081- 892321 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触760-1

(1)17時00分～21時00分

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

雇用期間の定めなし

割烹　一富士 交替制(シフト制)

株式会社　太安閣

壱岐地域栽培漁業推進協議会
※就業場所：郷ノ浦町大島
1168番地

長崎県壱岐市石田町石田西触1290

(1) 8時30分～17時15分

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)

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
又は8時30分～17時30分
の間の4～8時間

医療法人　村瀬歯科医院 長崎県壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦123番地

(1) 8時00分～13時00分
(2)14時30分～19時00分

※就業時間選択可 雇用期間の定めなし

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

長崎県壱岐市芦辺町諸吉本村触38

(1) 8時30分～17時15分

ス内(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）

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・ 看護師

准看護師
普通自動車免許

長崎県壱岐市芦辺町諸吉大石触179番地2

(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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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　ミキフードサービ
ス（モスバーガー壱岐店）

交替制(シフト制)
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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

ガソリンスタンド販売員 不問 時給
ＴＥＬ 0920-44-5254

不問 853円～900円 従業員数 0人

42081- 896021 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

フロント 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- 878921 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

介護職（パート） 不問 時給
ＴＥＬ 0920-47-5623

不問 924円～999円 従業員数 143人

42081- 880821 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市
【急募】
一般事務 不問 時給

ＴＥＬ 080-2772-0158
不問 853円～880円 従業員数 4人

42081- 920421 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市
一般事務

(市民福祉課) 不問 日給
ＴＥＬ 0920-48-1116

不問 6,950円～6,950円 従業員数 300人

42081- 911521 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

販売及び鞄縫製 45歳以下 時給
ＴＥＬ 0920-40-0225

キャリア形成 900円～1,050円 従業員数 3人

42081- 853121 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

接客及び調理補助 不問 時給
ＴＥＬ 0920-47-0789

不問 900円～900円 従業員数 1人

42081- 914621 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

農作業員 不問 時給
ＴＥＬ

不問 900円～900円 従業員数 1人

42081- 912421 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

株式会社　江口石油店

普通自動車免許
(AT限定不可)

長崎県壱岐市石田町池田東触475-4

(1) 7時00分～19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

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) 9時00分～18時00分

※就業時間選択可 雇用期間の定めなし (3)12時00分～21時00分
(4)15時00分～00時00分

壱岐マリーナホテル　株式会
社

社会医療法人　玄州会
介護老人保健施設　光風

介護職員初任者研修修了者

ホームヘルパー2級

長崎県壱岐市郷ノ浦町東触1006番地1

(1) 9時00分～16時00分
(2) 9時00分～13時00分

※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
富士薬品壱岐営業所

普通自動車免許

長崎県壱岐市郷ノ浦町東触689-2

(1) 9時00分～15時00分
(2) 9時00分～16時00分

※就業時間選択可 雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

(3) 9時00分～17時00分

壱岐市役所 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

※応募期限日：10/31(月)迄 雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

長崎県壱岐市芦辺町諸吉大石触472-24

(1) 8時30分～17時30分

リー
※就業時間相談可

雇用期間の定めなし

有限会社　アトリエ　フォル
マ－レ　壱岐工場
※就業場所：壱岐島ファクト

珈琲庵　赤とんぼ

普通自動車免許

長崎県壱岐市郷ノ浦町片原触32-2

(1)11時00分～14時00分

雇用期間の定めなし

川上農園 長崎県壱岐市勝本町新城東触252

(1) 6時00分～10時00分
(2) 8時00分～12時00分

※シニアの方も応募歓迎
※採用日：R5年1月～

雇用期間の定めなし (3)14時00分～18時00分
又は8時00分～18時00分
の間の6～8時間程度
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