
求人者名 職種 年齢 賃金 必要な免許資格

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-   44831 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-   38531 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

真珠養殖作業員(壱岐) 59歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-47-0468

定年を上限 160,000円～160,000円 従業員数 72人

42081- 51031 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

調理師
（フルタイム会計年度 不問 月給

任用職員） ＴＥＬ 0920-47-1131

不問 136,000円～136,000円 従業員数 250人

42081-   32631 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市

店内販売員（鮮魚部） 59歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-47-5560

定年を上限 148,000円～155,000円 従業員数 46人

42081-   34131 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

土木技術者・建築技術者 59歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-45-2300

定年を上限 172,000円～265,000円 従業員数 25人

42081-   18131 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

理学療法士
作業療法士・言語聴覚士 59歳以下 月給

ＴＥＬ 0920-47-5623

定年を上限 206,000円～246,000円 従業員数 143人

42081-   19031 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

【急募】
男子独身寮寮父母/壱岐市 不問 月給

ＴＥＬ 095-895-2164

不問 188,550円～188,550円 従業員数 2人

※採用日：R5年4/1～
42010- 1781931

正社員以外
就業場所

長崎県壱岐市

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)

理学療法士
作業療法士
言語聴覚士

長崎県壱岐市郷ノ浦町東触1006番地1

(1) 8時20分～17時20分

雇用期間の定めなし

一般財団法人
長崎県職員　互助会
※就業場所：長崎県職員独身

長崎県長崎市尾上町3番1号

(1) 6時00分～20時00分

寮「知新寮」(郷ノ浦町東触
342-4)

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828番地1

(1) 8時00分～17時00分

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)

1級土木施工管理技士
1級建築施工管理技士
普通自動車免許

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
(AT限定不可)

長崎県壱岐市郷ノ浦町永田触268番地

(1) 7時30分～18時30分
の間の8時間程度

※パート希望の方、応相談 雇用期間の定めなし

長崎県壱岐病院 交替制(シフト制)

調理師

長崎県壱岐市郷ノ浦町東触1626番地

(1) 5時00分～13時45分
(2) 8時30分～17時15分

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

株式会社　上村真珠 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半城本村触1347

(1) 8時00分～17時00分
(2) 7時30分～17時30分

雇用期間の定めなし

※パート希望の方、応相談 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

所在地・就業場所就業時間

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

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

1



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

オリーブ栽培作業員 64歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-47-6737

定年を上限 150,000円～180,000円 従業員数 8人

42081- 56731 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-   24631 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

総務・経理事務 64歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-45-4000

定年を上限 150,000円～180,000円 従業員数 22人

42081-   26131 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

運転手 59歳以下 月給
ＴＥＬ

定年を上限 200,000円～200,000円 従業員数 3人

42081- 1013621 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

管理技術者
及び普通作業員 64歳以下 日給

ＴＥＬ 0920-43-0141

定年を上限 8,500円～10,000円 従業員数 6人

42081- 57331   正社員 就業場所 長崎県壱岐市

一般事務/壱岐営業所 59歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-45-3063

定年を上限 153,000円～183,000円 従業員数 8人

40180- 1410931 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

一般事務 59歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-47-6737

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

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

長崎県壱岐市芦辺町中野郷西触553-2

(1) 9時00分～17時30分
(2) 9時00分～18時00分

雇用期間の定めなし

株式会社　福岡九州クボタ
※就業場所：壱岐営業所

変形労働時間制(1年単位)

普通自動車免許

株式会社　福田建設

普通自動車免許

長崎県壱岐市勝本町本宮仲触624

(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

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

有限会社　久間水産 長崎県壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦196

(1) 6時00分～12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：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

有限会社　壱岐商運

中型自動車免許

長崎県壱岐市芦辺町諸吉南触1117-1

(1) 8時00分～17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1190番地

(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

壱岐オリーブ園　株式会社

普通自動車免許
(AT限定不可)
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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

農作業員 64歳以下 時給
ＴＥＬ 090-9593-7229

定年を上限 1,000円～1,000円 従業員数 5人

42081-   46531 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

在庫管理事務
・釣具用品販売 不問 時給

ＴＥＬ 0920-47-1110

不問 853円～853円 従業員数 9人

42081-   41931 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

不問 6,650円～6,650円 従業員数 13人

42081-   39431 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-   36831 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- 50131   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-   28831 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 120,600円～120,600円 従業員数 250人

42081-   30731 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-   33931 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

(1) 6時00分～13時00分
6時00分～13時00分の間の

雇用期間の定めなし 6時間程度
又は12時00分～18時30分

株式会社　ヤマグチ 長崎県壱岐市郷ノ浦町永田触268番地

普通自動車免許

の間の6時間程度

長崎県壱岐病院 交替制(シフト制) 長崎県壱岐市郷ノ浦町東触1626番地

(1) 8時00分～17時00分
の間の7時間程度

※採用日：R5年3/1～ 雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

川上農園 長崎県壱岐市勝本町新城東触252

(1) 6時00分～12時00分
(2)14時00分～18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

又は6時00分～18時00分
の間の6～8時間程度

壱岐マリーナホテル　株式会
社

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：原の辻ガイダン

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）

普通自動車免許

長崎県壱岐市芦辺町箱崎本村触542番地

(1) 8時00分～17時00分
又は8時00分～19時00分

普通自動車免許

長崎県壱岐市郷ノ浦町庄触30番地

(1) 8時30分～18時00分
の間の5～8時間

※就業時間相談可
※フルタイム希望の方、応相談

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

雇用期間の定めなし の間の8時間程度

有限会社　サダカタ商会

株式会社 ｓｏｌａｒｅ 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

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-   22731 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

【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～1,500円 従業員数 54人

42081-   12531 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-   14731 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-    2231 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

レジ係 不問 時給
ＴＥＬ 0920-47-1987

不問 853円～1,000円 従業員数 67人

42081- 53231  パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

【急募】支援員 59歳以下 時給
ＴＥＬ 0920-45-0051

定年を上限 853円～1,000円 従業員数 33人

42081-   10831 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
ＴＥＬ 0920-44-6114

不問 6,950円～6,950円 従業員数 5人

42081-   11231 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

独身寮の賄い及び清掃 不問 時給
ＴＥＬ 0920-47-4682

不問 860円～860円 従業員数 0人

42081- 58631 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

金子産業株式会社　壱岐事業
所　郷ノ浦漁場
※就業場所：芦辺町国分東触

長崎県壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦405-12

(1) 9時00分～16時00分
の間の4～5時間程度

789-1 雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

社会福祉法人　和光会（障害
者支援施設　希望の丘）

普通自動車免許

長崎県壱岐市芦辺町箱崎大左右触2320-3

(1) 7時30分～12時30分
(2)13時00分～18時00分

※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）

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

株式会社　イチヤマ 交替制(シフト制) 長崎県壱岐市郷ノ浦町東触568-1

(1)18時00分～22時00分
又は8時00分～18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

(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

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) 長崎県壱岐市芦辺町瀬戸浦55

普通自動車免許
(AT限定不可)

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）

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

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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