
求人者名 職種 年齢 賃金 必要な免許資格

一般事務 64歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-45-2230

定年を上限 150,000円～160,000円 従業員数 14人

42081-  127431 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

ホールスタッフ 20歳～59歳 時給
ＴＥＬ 0920-47-0142

法令の規定により 1,000円～1,000円 従業員数 8人

年齢制限がある
42081-  129331 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

観光農園スタッフ 不問 日給
ＴＥＬ 090-9727-0894

不問 6,824円～7,200円 従業員数 2人

42081-  122131 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市

真珠養殖作業員 59歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-47-0711

定年を上限 163,000円～200,000円 従業員数 14人

42081-  116831 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

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-   94231 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 177,100円～183,100円 従業員数 109人

42081- 143731  正社員 就業場所 長崎県壱岐市

介護支援専門員 59歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-43-0107

定年を上限 216,100円～222,100円 従業員数 109人

42081- 148031 正社員 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 148,000円～155,000円 従業員数 46人

42081-   35031 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

所在地・就業場所就業時間

普通自動車免許

長崎県壱岐市芦辺町箱崎中山触2604-51

(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

立山建設　株式会社 変形労働時間制(1年単位)

有限会社　三和観光 交替制(シフト制) 長崎県壱岐市郷ノ浦町田中触907-2

(1) 9時00分～17時00分
(2)17時00分～23時30分

雇用期間の定めなし

長崎県壱岐市勝本町片山触966番地

(1) 8時30分～17時30分

※雇用開始日：R5年4月～
※パート希望の方、応相談

雇用期間の定めなし

観光農園壱岐あじさいパ－ク

普通自動車免許
(AT限定不可)

有限会社　山内真珠

普通自動車免許

長崎県壱岐市郷ノ浦町坪触2101番地

(1) 8時00分～17時00分
(2) 8時00分～17時30分

雇用期間の定めなし

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

パンプラス

普通自動車免許

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)

介護福祉士

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

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

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)

介護支援専門員

長崎県壱岐市勝本町布気触948-1

(1) 8時30分～17時30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

土木技術者 64歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-45-0196

定年を上限 180,000円～230,000円 従業員数 20人

42081-   20531 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

調理員 64歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-43-0888

定年を上限 145,000円～199,000円 従業員数 110人

42081-   23331 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

視能訓練士 不問 月給
ＴＥＬ 0920-47-1131

不問 156,200円～156,200円 従業員数 250人

42081- 144331 正社員以外 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- 151731  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、家具職人見習い） 45歳以下 日給

ＴＥＬ 0920-44-6741

キャリア形成 7,000円～7,000円 従業員数 0人

42081- 152331 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

エステティシャン 不問 月給
ＴＥＬ 0920-47-0904

不問 190,000円～224,000円 従業員数 0人

42081-  141531  正社員 就業場所 長崎県壱岐市

土木作業員 不問 日給
ＴＥＬ 0920-47-0904

不問 7,000円～10,000円 従業員数 7人

42081- 137331 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

栄養士、管理栄養士 64歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-48-4020

定年を上限 160,000円～215,800円 従業員数 64人

42081- 74931 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

長崎県壱岐市芦辺町諸吉二亦触560番地2

(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

株式会社　岡本組 変形労働時間制(1年単位)

1級土木施工管理技士
普通自動車免許
(AT限定不可)

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

※パート希望の方、応相談 雇用期間の定めなし (3)11時00分～19時45分

(3) 8時15分～17時00分
8時00分～17時15分までの
間の7.75時間勤務

長崎県壱岐病院 交替制(シフト制)

視能訓練士

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) 8時00分～16時45分

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

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

板川木工所

普通自動車免許

普通自動車免許

長崎県壱岐市郷ノ浦町片原触2216番地1

(1)10時00分～19時00分
又は10時00分～20時00分

(郷ノ浦町田中触989-6)
※R5年5月～6月オープン予定

雇用期間の定めなし の間の8時間程度

長崎県壱岐市郷ノ浦町片原触2216番地1

普通自動車免許
(AT限定不可)

(1) 8時00分～17時30分

雇用期間の定めなし

株式会社　ヒサタ

株式会社　ヒサタ
※就業場所：セルフホワイト
ニング＆脱毛サロンHalo

交替制(シフト制)

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年単位)

管理栄養士
栄養士

長崎県壱岐市芦辺町箱崎大左右触2272番地2

(1) 8時00分～17時00分

※パート希望の方、応相談 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

保育園・幼稚園・小・中
・高校の検尿検査業務 不問 時給

ＴＥＬ 092-623-2111

不問 1,100円～1,100円 従業員数 4人

5/31
40120- 4634731

パート労働者
就業場所

長崎県壱岐市

洗い場スタッフ 59歳以下 時給
ＴＥＬ 0920-47-3737

定年を上限 860円～900円 従業員数 54人

42081-  124831 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

観光農園スタッフ 不問 時給
ＴＥＬ 090-9727-0894

不問 853円～900円 従業員数 2人

42081-  128731 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

ホールスタッフ 20歳以上 時給
ＴＥＬ 0920-47-0142

法令の規定により 950円～1,300円 従業員数 8人

年齢制限がある
42081-  130131 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

不問 900円～1,000円 従業員数 4人

42081-  125231 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

惣菜調理員
（デリカ工房） 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-  118531 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- 147131 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

看護師
（パートタイム 不問 月給

　　　会計年度任用職員） ＴＥＬ 0920-47-1131

不問 99,400円～124,300円 従業員数 250人

42081-   85831 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

長崎県壱岐病院

看護師

長崎県壱岐市郷ノ浦町東触1626番地

(1) 8時00分～13時00分
又は8時30分～13時30分

※就業時間相談可 雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

の間の4～5時間

旅館　太公望 長崎県壱岐市郷ノ浦町麦谷触1601-1

(1) 8時00分～12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

株式会社イチヤマ
※就業場所：デリカ工房
(郷ノ浦町東触317-2)

交替制(シフト制)

普通自動車免許

長崎県壱岐市郷ノ浦町東触568-1

(1) 6時00分～17時00分
の間の4～8時間

雇用期間の定めなし

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

有限会社　三和観光 交替制(シフト制) 長崎県壱岐市郷ノ浦町田中触907-2

(1) 9時00分～17時00分
(2)17時00分～23時30分

雇用期間の定めなし

(1) 8時30分～17時30分
の間の5～8時間

※就業時間相談可 雇用期間の定めなし

観光農園壱岐あじさいパ－ク 長崎県壱岐市勝本町片山触966番地

普通自動車免許
(AT限定不可)

株式会社　太安閣 交替制(シフト制) 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)19時30分～22時30分

※就業時間選択可
※シニアの方も応募歓迎

雇用期間の定めなし

株式会社　シー・アール・
シー　総合研究所
※就業場所：壱岐支所

看護師
准看護師

福岡県福岡市東区松島3丁目29-18

(1) 9時00分～17時00分

(郷ノ浦町片原触486)
※雇用期間:R5年4/11～R5年

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）
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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

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-   72331 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

水産加工作業員 不問 時給
ＴＥＬ 0920-47-1883

不問 853円～853円 従業員数 8人

※シニアの方も応募歓迎
42081-   68031

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-   75131 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

ホールスタッフ 64歳以下 時給
ＴＥＬ 0920-47-0507

定年を上限 860円～900円 従業員数 6人

42081-   78231 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 52,308円～52,308円 従業員数 250人

42081-   83131 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

エステティシャン 不問 時給
ＴＥＬ 0920-47-0904

不問 900円～900円 従業員数 0人

※R5年5月～6月オープン予定
42081-  142431

パート労働者
就業場所

長崎県壱岐市

惣菜調理員・販売 不問 時給
ＴＥＬ 0920-45-3310

不問 855円～855円 従業員数 96人

42081-   15331 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

看護職員
（機能訓練指導員兼務） 64歳以下 時給
／デイサービスセンター ＴＥＬ 0920-44-8171

定年を上限 1,000円～1,000円 従業員数 24人

42081-   17931 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

有限会社　弦観光 交替制(シフト制)

看護師
准看護師
普通自動車免許

長崎県壱岐市石田町筒城東触1840-3

(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箱崎中山触2604-2

(1) 7時30分～13時30分

※シニアの方も応募歓迎 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

長崎県壱岐市郷ノ浦町片原触2216番地1

普通自動車免許

(1)10時00分～20時00分
の間の5時間以上

(郷ノ浦町田中触989-6)
※就業時間相談可

雇用期間の定めなし

株式会社　ヒサタ
※就業場所：セルフホワイト
ニング＆脱毛サロンHalo

交替制(シフト制)

普通自動車免許

長崎県壱岐市郷ノ浦町志原西触552-1

(1) 8時00分～16時30分
の間の6時間程度

(郷ノ浦町郷ノ浦405番地12)
※就業時間相談可

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30分～12時30分
の間の3時間程度

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

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)11時00分～14時00分
(2)18時00分～22時00分

※就業時間相談可 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

長崎県壱岐市郷ノ浦町東触575-2

大型自動車免許

(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

壱岐交通　株式会社 交替制(シフト制)

きてみ店
※就業場所：壱岐美食企画
水産加工場
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