
求人者名 職種 年齢 賃金 必要な免許資格

検車係 59歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-47-1255

定年を上限 153,790円～153,790円 従業員数 46人

42081- 1012321 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

土木・建築作業員 59歳以下 日給
ＴＥＬ 0920-45-2300

定年を上限 7,500円～10,000円 従業員数 25人

42081- 1007121 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

大工（見習い） 64歳以下 日給
ＴＥＬ 0920-44-5309

定年を上限 7,000円～10,000円 従業員数 16人

42081- 1004321 正社員 就業場所 長崎県壱岐市
【急募】

建築・土木作業員 64歳以下 日給
ＴＥＬ 0920-44-5309

定年を上限 7,000円～8,500円 従業員数 16人

42081- 1005621 正社員 就業場所 長崎県壱岐市
土木工事の現場監督

（見習い） 64歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-44-5309

定年を上限 150,000円～250,000円 従業員数 16人

42081- 1006921 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-  963421 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

建設大工（経験者） 不問 日給
ＴＥＬ 0920-47-0904

不問 10,000円～11,000円 従業員数 7人

42081-  946521 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

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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

株式会社　ヒサタ

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2216番地1

(1) 8時00分～17時30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)

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

株式会社　創栄建設 変形労働時間制(1年単位)

普通自動車免許
(AT限定不可)

長崎県壱岐市石田町印通寺浦301番地

(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

株式会社　創栄建設 変形労働時間制(1年単位)

普通自動車免許
(AT限定不可)

長崎県壱岐市石田町印通寺浦301番地

(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

株式会社　創栄建設 変形労働時間制(1年単位)

普通自動車免許
(AT限定不可)

長崎県壱岐市石田町印通寺浦301番地

(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

株式会社　なかはら 変形労働時間制(1年単位)

所在地・就業場所就業時間

壱岐交通　株式会社 変形労働時間制(1年単位)

大型自動車第二種免許

長崎県壱岐市郷ノ浦町東触575-2

(1) 8時30分～17時00分

普通自動車免許

長崎県壱岐市芦辺町箱崎中山触828番地1

(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし
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医療事務 59歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-47-0023

定年を上限 148,500円～216,000円 従業員数 138人

42081- 1044421  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・家具職人） 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

薬剤師 59歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-48-2770

定年を上限 300,000円～440,000円 従業員数 13人

42081- 1032721 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

運転手 59歳以下 月給
ＴＥＬ

定年を上限 180,000円～180,000円 従業員数 3人

42081- 1013621 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

ルート営業・配送 不問 月給
ＴＥＬ 0920-45-2218

不問 185,000円～185,000円 従業員数 5人

40180- 20697121 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市

一般事務 59歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-47-6737

定年を上限 130,000円～150,000円 従業員数 3人

42081- 1053321 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- 863721 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

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

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

長崎県壱岐市芦辺町諸吉南触1117-1

中型自動車免許

(1) 8時00分～17時00分

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　壱岐商運

山一不動産　株式会社

普通自動車免許

長崎県壱岐市郷ノ浦町田中触945-1

(1) 9時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

中央福岡ヤクルト販売　株式
会社

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573番地

(1) 8時30分～17時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

有限会社
エムリスコーポレーション
いきいき調剤薬局 薬剤師

普通自動車免許

長崎県壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦57-1

(1) 8時30分～17時15分
(2) 9時30分～18時15分

雇用期間の定めなし

長崎県壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦196

大型自動車免許

(1)06時00分～12時00分

雇用期間の定めなし

有限会社　久間水産

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

長崎県壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦15-3

(1) 8時30分～17時00分
(2) 8時30分～12時30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
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フロント係 不問 時給
ＴＥＬ 0920-43-0124

不問 860円～1,000円 従業員数 27人

42081- 1009721 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

クリーニング受付 不問 時給
ＴＥＬ 0920-45-2161

不問 880円～880円 従業員数 5人

42081- 1010521 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

レジ及び販売 不問 時給
ＴＥＬ 0920-44-5048

不問 853円～853円 従業員数 8人

42081- 1008021 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

旅館フロアスタッフ 20歳以上 時給
ＴＥＬ 0920-47-1373

法令の規定により 900円～900円 従業員数 9人
年齢制限がある

42081- 1003421 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

清掃スタッフ 18歳～64歳 時給
ＴＥＬ 0920-44-8171

法令の規定により 1,000円～1,000円 従業員数 6人
年齢制限がある

42081-  997321 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

客室係 不問 時給
ＴＥＬ 0920-43-0016

不問 853円～950円 従業員数 22人

42081-  998621 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

接客 不問 時給
ＴＥＬ 0920-47-0879

不問 853円～853円 従業員数 3人

42081- 1000821 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

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

株式会社　平山旅館 交替制(シフト制) 長崎県壱岐市勝本町立石西触77

(1) 7時30分～21時30分
の間の3～8時間

※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

長崎県壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦131

普通自動車免許

(1)10時00分～14時00分
(2)17時00分～21時30分

※就業時間選択可 雇用期間の定めなし

合同会社　福マル商店
※就業場所：福寿飯店

有限会社　弦観光
壱岐牛・和牛　弦

交替制(シフト制) 長崎県壱岐市郷ノ浦町片原触441

(1)21時30分～22時30分
(2)21時30分～23時30分

雇用期間の定めなし

有限会社
フーズショップにしかわ
※就業時間選択可

普通自動車免許

長崎県壱岐市石田町印通寺浦471-10

(1) 8時00分～13時00分
(2)13時00分～17時00分

※フルタイム希望の方、応相談
※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麦谷触1601-1

(1) 9時00分～13時00分
又は8時00分～22時00分

※就業時間相談可 雇用期間の定めなし の間の4～8時間

(3)17時00分～21時00分
又は8時00分～21時00分
の間の5時間程度

旅館　太公望

赤木クリーニング店
※就業場所：ピア21店
(イオン壱岐店1F)

交替制(シフト制) 長崎県壱岐市芦辺町瀬戸浦153番地

(1) 9時00分～15時15分
(2)15時15分～19時30分

(芦辺町箱崎中山触2604-2) 雇用期間の定めなし

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) 7時30分～13時30分
(2)11時30分～16時00分

島荘
※就業時間相談可

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

(3)15時30分～20時30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

【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

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

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
ホールサービス

（BBQレストラン） 59歳以下 時給
ＴＥＬ 0920-42-0013

定年を上限 853円～853円 従業員数 2人

42081- 941121 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

配達員及び業務補助員 不問 時給
ＴＥＬ 0920-47-1158

不問 853円～853円 従業員数 5人

42081- 843921 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市
グロッサリー部

（食品、菓子、雑貨） 64歳以下 時給
ＴＥＬ 0920-47-1987

定年を上限 853円～900円 従業員数 67人

42081- 833321 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

事務補助 不問 時給 壱岐合同庁舎2階

ＴＥＬ 0920-47-0315
不問 920円～920円 従業員数 15人

3/31
42081- 1029321 パート労働者

就業場所
長崎県壱岐市

壱岐税務署

※応募締切：R5年1/10(火)又

長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触620-4

(1) 9時15分～15時30分
(2)10時15分～16時30分

は応募者5名に達した時点
※雇用期間：R5年2/10～R5年

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
(AT限定不可)

長崎県壱岐市郷ノ浦町東触639-3

(1) 9時00分～15時00分
(2) 9時00分～12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東触568-1

普通自動車免許

(1) 7時00分～18時00分
の間の4～8時間

※就業時間相談可 雇用期間の定めなし

株式会社　イチヤマ 交替制(シフト制)

有限会社　深山荘 交替制(シフト制) 長崎県壱岐市勝本町勝本浦575-36

(1) 8時00分～21時45分
の間の3～8時間

※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

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

(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）

社会医療法人　玄州会
介護老人保健施設　光風

長崎県壱岐市郷ノ浦町東触1006番地1

介護職員初任者研修修了者

ホームヘルパー2級

株式会社　太安閣 長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触760-1

(1)17時00分～21時00分

雇用期間の定めなし

長崎県壱岐市勝本町大久保触1827-5

普通自動車免許

(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

割烹　一富士 交替制(シフト制)
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