
求人者名 職種 年齢 賃金 必要な免許資格

医師事務作業補助者
（ドクターズクラーク） 59歳以下 月給

ＴＥＬ 0920-47-0023

定年を上限 141,500円～207,000円 従業員数 138人

42081-   59931 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

医療事務 59歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-47-0023

定年を上限 141,500円～207,000円 従業員数 138人

42081- 89731 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

看護師 59歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-47-5904

定年を上限 153,000円～233,200円 従業員数 10人

42081- 1030121 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

給食調理員 不問 日給
ＴＥＬ 0920-45-1202

不問 6,700円～6,700円 従業員数 39人

※採用日：R5年4/1～
42081-   60231

正社員以外
就業場所

長崎県壱岐市

経理及び一般事務 59歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-47-1158

定年を上限 138,071円～138,071円 従業員数 5人

42081- 107031 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

看護師・准看護師 64歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-43-0888

定年を上限 155,000円～295,000円 従業員数 110人

42081- 1047921 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

料理人 59歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-47-3737

定年を上限 182,452円～261,514円 従業員数 54人

42081- 1015121 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

大工（木造・型枠）・左官 64歳以下 日給
ＴＥＬ 0920-47-1145

定年を上限 7,000円～10,000円 従業員数 9人

42081- 1034221 正社員 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) 9時00分～12時00分
(2)16時30分～20時15分

雇用期間の定めなし

長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触30-1

(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

株式会社　横山建設

普通自動車免許
(AT限定不可)

株式会社　太安閣 変形労働時間制(1年単位)

普通自動車免許

長崎県壱岐市芦辺町芦辺浦562

(1) 8時00分～16時45分

看護師
准看護師

長崎県壱岐市勝本町本宮南触236

(1) 8時30分～17時15分
(2)17時00分～ 9時00分

長崎県壱岐市郷ノ浦町永田触275番地2

(1) 8時30分～17時30分 看護師
准看護師
普通自動車免許

雇用期間の定めなし

壱岐酒販　株式会社

普通自動車免許

長崎県壱岐市郷ノ浦町東触639-3

(1) 8時45分～17時00分
(2) 8時45分～12時00分

雇用期間の定めなし

(3) 7時30分～16時15分
(4)10時30分～19時15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)

壱岐市学校用務給食会
※就業場所：壱岐市学校給食
センター(勝本町立石東触36-1) (2) 8時30分～17時15分
※応募書類提出期限日：R5年
2/17(金)17時迄

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

ステーション
(郷ノ浦町永田触295番地4)

雇用期間の定めなし

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：ひかり訪問看護

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

(1) 8時30分～17時00分
(2) 8時30分～12時30分

社会医療法人 玄州会
光武内科循環器科病院

長崎県壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦15-3

所在地・就業場所就業時間

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
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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

介護士／老人ホーム 不問 月給
ＴＥＬ 0920-48-1111

不問 150,600円～165,900円 従業員数 51人

42081- 1035521 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市

建設機械修理工 45歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-45-0089

キャリア形成 160,000円～160,000円 従業員数 4人

42081- 1014921 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

事務 62歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-47-0085

定年を上限 140,000円～140,000円 従業員数 65人

42081- 108831 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

准看護師 62歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-47-0085

定年を上限 165,000円～165,000円 従業員数 65人

42081- 1022121 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

土木技術者 64歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-45-3113

定年を上限 180,000円～250,000円 従業員数 14人

42081- 1024721 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

自動車整備士 64歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-45-2227

定年を上限 158,500円～250,000円 従業員数 3人

42081- 1025821 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

介護職員 64歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-48-4020

定年を上限 164,600円～215,800円 従業員数 64人

42081- 70431 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

運転手
（大型・中型・トレーラー） 59歳以下 日給

ＴＥＬ 0920-47-0419

定年を上限 7,000円～7,500円 従業員数 20人

42081- 86231 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

壱岐運送　有限会社

普通自動車免許
(AT限定不可)

長崎県壱岐市郷ノ浦町田中触929-5

(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

株式会社カーメイトいき

普通自動車免許

長崎県壱岐市芦辺町中野郷西触91-2

(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大左右触2272番地2

介護福祉士

(1) 8時00分～17時00分
(2)10時00分～19時00分

※パート希望の方、応相談 雇用期間の定めなし (3)13時00分～22時00分
(4)22時00分～翌8時00分

社会福祉法人　博愛会　特別
養護老人ホーム　ハッピーヒ
ルズ（幸せの丘）

変形労働時間制(1ヶ月単位)

壱岐土木工業　株式会社 変形労働時間制(1年単位)

準中型自動車免許
普通自動車免許
2級土木施工管理技士

長崎県壱岐市芦辺町中野郷本村触800番地

(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

医療法人　玉水会　赤木病院 変形労働時間制(1ヶ月単位)

医療法人　玉水会　赤木病院 変形労働時間制(1ヶ月単位)

准看護師

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) 9時00分～12時00分

雇用期間の定めなし (3) 8時00分～16時30分
(4)14時00分～ 9時00分

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) 9時00分～12時00分

雇用期間の定めなし

壱岐建機　株式会社

普通自動車免許
(AT限定不可)

長崎県壱岐市芦辺町中野郷西触464-1

(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

壱岐市役所
※就業場所：壱岐市立老人
ホーム(勝本町本宮南触1323

交替制(シフト制)

ホームヘルパー2級
介護職員初任者研修修了者

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
(2) 7時30分～16時15分

番地7) 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

調理 不問 時給
ＴＥＬ 0920-47-1883

不問 950円～1,100円 従業員数 5人

42081-   69831 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

特別企画展
・物販担当スタッフ 不問 時給

一支国博物館 ＴＥＬ 096-237-7266

不問 900円～900円 従業員数 16人

43010- 3710431 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

歯科衛生士 不問 時給
ＴＥＬ 0920-47-0010

不問 1,100円～1,100円 従業員数 6人

42081-   37231 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

受付事務（産休代替） 不問 月給
ＴＥＬ 0920-47-1131

不問 120,600円～120,600円 従業員数 250人

42081-   31331 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 0920-47-0023

不問 1,100円～1,200円 従業員数 138人

42081-    4431 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

ベーカリーとカフェの
製造・販売【急募】 不問 時給

ＴＥＬ 0920-40-0195

不問 853円～853円 従業員数 34人

42081- 1068221 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

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

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：壱岐市立一支国

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
の間の8時間程度

博物館(芦辺町深江鶴亀触515
番地1)

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

医療法人　村瀬歯科医院

歯科衛生士

長崎県壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦123番地

(1) 8時20分～13時00分
(2)14時50分～19時00分

※就業時間選択可 雇用期間の定めなし

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）

(1) 8時30分～12時30分
(2)13時00分～17時00分

※就業時間相談可 雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

又は8時30分～17時00分
の間の2時間以上

社会医療法人　玄州会
光武内科循環器科病院

長崎県壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦15-3

看護師
准看護師

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

パンプラス 交替制(シフト制) 長崎県壱岐市郷ノ浦町釘山触628

(1) 7時00分～12時00分
(2) 7時30分～15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 (3)15時00分～20時00分
又は7時00分～20時00分
の間の2～8時間程度

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

※就業時間相談可 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

製造スタッフ【急募】 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

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

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 69歳以下 時給
    壱岐郷ノ浦東店） 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

接客・調理見習・洗い場 18歳以上 時給
ＴＥＬ 0920-47-1290

法令の規定により 1,000円～1,000円 従業員数 2人

年齢制限がある
42081- 106131 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

空港監視
(壱岐空港管理事務所) 不問 月給
(会計年度任用職員) ＴＥＬ 0920-44-5167

不問 107,200円～135,757円 従業員数 7人

※採用日：R5年4/1～
42081- 81631

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- 104631 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

(1) 9時00分～16時30分

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

株式会杜　アットマ－ク
※就業場所：食品事業部

長崎県壱岐市芦辺町箱崎諸津触2151-2

普通自動車免許

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

(1) 9時00分～16時00分

雇用期間の定めなし

Ｌｉｆｅ　Ｓｕｐｐｏｒｔ
Ｇｙｍ　バンヤン

長崎県壱岐市郷ノ浦町柳田触316-11

大幸物産　株式会社
※就業場所：お食事処「海神
(わたつみ)」 普通自動車免許

長崎県壱岐市勝本町勝本浦201

(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

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)

寿司割烹　魚よし 長崎県壱岐市郷ノ浦町東触171-1

(1)17時30分～23時00分
の間の5時間程度

※就業時間相談可 雇用期間の定めなし

長崎県　壱岐振興局
※就業場所：壱岐空港管理事
務所

交替制(シフト制)

普通自動車免許

長崎県壱岐市石田町筒城東触1725

(1) 7時00分～12時48分
(2)13時27分～19時15分

※応募締切：R5年2/16(木)17
時迄

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

有限会社　ミキフードサービ
ス（モスバーガー壱岐店）
※就業場所：イオン壱岐店1階

交替制(シフト制) 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
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