
求人者名 職種 年齢 賃金 必要な免許資格

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- 1063921 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

看護師 64歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-47-1166

定年を上限 213,600円～237,900円 従業員数 71人

42081- 1051521 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

准看護師 64歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-47-1166

定年を上限 185,500円～206,800円 従業員数 71人

42081- 1054621 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

フロント 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- 1028421  正社員 就業場所 長崎県壱岐市

作業療法士 59歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-47-0023

定年を上限 203,000円～373,000円 従業員数 138人

42081-  949621 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

介護職員 59歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-43-0107

定年を上限 166,100円～172,100円 従業員数 109人

42081-  952821 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市

土木作業員 45歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-43-0117

キャリア形成 150,000円～200,000円 従業員数 7人

42081-  954521 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

大工　又は　見習い 64歳以下 日給
ＴＥＬ 0920-44-5437

定年を上限 6,000円～10,000円 従業員数 21人

42081-  956321 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

有限会社　安川建設 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石田東触853

(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

有限会社　トウケン工業

普通自動車免許
(AT限定不可)

長崎県壱岐市勝本町本宮仲触2番地

(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

社会福祉法人　壱心会
特別養護老人ホーム
壱岐のこころ

変形労働時間制(1ヶ月単位) 長崎県壱岐市勝本町布気触948-1

(1) 7時00分～16時00分
(2) 9時00分～18時00分

雇用期間の定めなし (3)13時00分～22時00分
(4)22時00分～ 7時00分

長崎県壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦15-3

(1) 8時30分～17時00分

※就業時間相談可 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)

作業療法士

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

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

長崎県壱岐市郷ノ浦町志原西触1066番地1

(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 (3)10時00分～19時00分

社会福祉法人　光風会
特別養護老人ホーム　光の苑

変形労働時間制(1年単位)

准看護師
普通自動車免許

社会福祉法人　光風会
特別養護老人ホーム　光の苑

変形労働時間制(1年単位)

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～17時00分
(2) 9時00分～18時00分

雇用期間の定めなし (3)10時00分～19時00分

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

所在地・就業場所就業時間
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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

パンの製造・販売
または営業・企画 不問 月給

ＴＥＬ 0920-40-0195
不問 148,500円～148,500円 従業員数 34人

42081-  957621 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

内燃機の検査・整備・点検 39歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-47-0951

キャリア形成 150,000円～200,000円 従業員数 7人

42081-  960821 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

乗合・貸切バス運転手 59歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-47-1255

定年を上限 162,790円～162,790円 従業員数 46人

42081-  961221 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-  930321 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

作業員 40歳以下 月給
ＴＥＬ

キャリア形成 180,000円～180,000円 従業員数 1人

42081-  932921 正社員 就業場所 長崎県壱岐市
調理人

（ＢＢＱレストラン） 59歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-42-0013

定年を上限 150,000円～220,000円 従業員数 2人

42081-  939421 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

配管工 不問 月給
ＴＥＬ 0920-45-2205

不問 160,000円～160,000円 従業員数 1人

42081-  943721 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

ナイトフロント 18歳～59歳 月給
ＴＥＬ 0920-47-3737

法令の規定により 176,000円～176,000円 従業員数 54人
年齢制限がある

42081- 1070321 正社員以外 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～ 8時00分

※シニアの方も応募歓迎 雇用期間の定めなし

長崎県壱岐市芦辺町箱崎大左右触482-1

(1) 8時30分～17時30分

雇用期間の定めなし

三栄工業　有限会社

普通自動車免許
(AT限定不可)

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) 6時00分～13時45分
(2) 9時00分～16時45分

雇用期間の定めなし (3)14時00分～21時45分

Ｓｔｒａｗｂｅｒｒｙ　Ｇ
ａｎｇ

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

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

有限会社　ハラダ 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大原触505番地4

(1) 8時30分～17時00分

雇用期間の定めなし

長崎県壱岐市郷ノ浦町東触575-2

大型自動車第二種免許

(1) 8時00分～16時30分

雇用期間の定めなし

壱岐交通　株式会社 変形労働時間制(1年単位)

パンプラス

普通自動車免許

長崎県壱岐市郷ノ浦町釘山触628

(1) 7時00分～16時00分
(2) 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

食品レジ係 不問 時給
ＴＥＬ 0920-45-3310

不問 915円～915円 従業員数 96人

42081- 1066721 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 860円～900円 従業員数 5人

42081- 1056121 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

大浴場・施設の清掃、管理 59歳以下 時給
ＴＥＬ 0920-47-3737

定年を上限 880円～950円 従業員数 54人

42081- 1049021 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 71人

42081- 1052421 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- 1042221 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- 1043521 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

介護職員 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- 1045321 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

ホールスタッフ 18歳以上 時給
ＴＥＬ 0920-47-5153

法令の規定により 1,000円～1,100円 従業員数 35人
年齢制限がある

42081- 1072921 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

有限会社　ピーパーク 長崎県壱岐市郷ノ浦町東触718番地

(1) 9時00分～17時00分
(2)17時00分～00時00分

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

普通自動車免許

長崎県壱岐市勝本町本宮南触236

(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

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

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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

長崎県壱岐市郷ノ浦町片原触1361-1

又は7時15分～19時00分
の間の4時間以上

(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

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)

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) 8時30分～13時00分

※シニアの方も応募歓迎 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）

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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) 7時45分～21時30分
の間の5時間程度

3



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

総合事務員 59歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-42-2345

定年を上限 130,000円～180,000円 従業員数 7人

42081- 1037321 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市
コンビニエンスストア店員

（ファミリーマート壱岐 69歳以下 時給
郷ノ浦東店） ＴＥＬ 080-7950-7140

定年を上限 870円～870円 従業員数 21人

42081- 1040721 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

介護職員／老人ホーム 不問 時給
ＴＥＬ 0920-43-0049

不問 897円～950円 従業員数 51人

42081- 1036421 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

ナイトフロント 20歳以上 日給
ＴＥＬ 0920-43-0124

法令の規定により 7,000円～7,000円 従業員数 27人
年齢制限がある

42081- 1017721 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- 1023021 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

レストラン接客・調理補助 不問 時給
ＴＥＬ 0920-47-1883

不問 853円～853円 従業員数 5人

42081- 1011421 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

スク－ルバス業務 不問 日給
ＴＥＬ 0920-47-1255

不問 5,000円～5,000円 従業員数 46人

42081-  962521 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市
電線の端末加工

（ハ－ネス加工） 59歳以下 時給
ＴＥＬ

定年を上限 890円～890円 従業員数 10人

42081-  936821 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

株式会社　マツオ 長崎県壱岐市勝本町西戸触519-1

(1) 9時20分～15時55分

雇用期間の定めなし

壱岐交通　株式会社 交替制(シフト制)

大型自動車免許

長崎県壱岐市郷ノ浦町東触575-2

(1) 7時00分～19時00分
の間の2～4時間程度

雇用期間の定めなし

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～15時00分

※シニアの方も応募歓迎 雇用期間の定めなし

又は06時00分～19時00分
の間の2時間以上

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

一般財団法人
壱岐市開発公社

普通自動車免許

長崎県壱岐市勝本町立石西触101

(1)20時00分～07時30分

※就業場所：国民宿舎　壱岐
島荘

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

(1) 8時30分～17時15分

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

壱岐市役所
※就業場所：壱岐市立老人
ホーム

長崎県壱岐市勝本町本宮南触1323番地7

株式会社　ホーベウィン
※就業場所：ファミリーマー
ト壱岐郷ノ浦東店

交替制(シフト制) 長崎県壱岐市芦辺町芦辺浦196番地2

(1)17時00分～21時00分
(2)21時00分～01時00分

(郷ノ浦町東触699-1)
※就業時間相談可

雇用期間の定めなし 又は17時00分～01時00分
の間の4時間以上

長崎県壱岐市勝本町勝本浦201

普通自動車免許

(1) 9時00分～17時00分

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)」

4


