
求人者名 職種 年齢 賃金 必要な免許資格

ＦＲＰ工事作業助手 59歳以下 日給
ＴＥＬ 0920-45-0675

定年を上限 7,700円～11,300円 従業員数 4人

42081-  161631 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市

販売員 59歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-47-6737

定年を上限 146,200円～180,000円 従業員数 3人

42081-  165831 正社員 就業場所 長崎県壱岐市
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-  172031 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 0920-47-5904

定年を上限 158,000円～213,400円 従業員数 7人

42081-  173831 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

調理師 不問 日給
ＴＥＬ 0920-47-5623

不問 6,750円～7,500円 従業員数 143人

42081-  159531 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市

看護師 59歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-43-0107

定年を上限 210,600円～301,400円 従業員数 109人

42081-  153631 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

理学療法士 59歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-43-0107

定年を上限 200,600円～268,600円 従業員数 109人

42081-  154931 正社員 就業場所 長崎県壱岐市
看護師

／デイサービスセンター 59歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-43-0107

定年を上限 210,600円～301,400円 従業員数 109人

42081-  156031 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

所在地・就業場所就業時間

ＦＲＰ九州　株式会社
※就業場所：芦辺町諸吉大石
触368-2

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箱崎大左右触508番地6

(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

有限会社　かみひごや商店 交替制(シフト制)

普通自動車免許
(AT限定不可)

長崎県壱岐市郷ノ浦町柳田触156番地1

(1) 8時00分～17時00分
(2) 8時30分～17時30分

※パート希望の方、応相談 雇用期間の定めなし

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

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：居宅介護支援セ 介護支援専門員

普通自動車免許

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

ンター
(郷ノ浦町永田触295番地4)

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)

看護師
准看護師
普通自動車免許

長崎県壱岐市勝本町布気触948-1

(1) 7時45分～16時45分
(2) 8時30分～17時30分

雇用期間の定めなし (3) 9時30分～18時30分
又は7時45分～18時30分
の間の8時間

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)

理学療法士
普通自動車免許

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

(3)10時30分～19時30分
(4) 5時30分～14時30分

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ヶ月単位)

調理師

長崎県壱岐市郷ノ浦町東触1006番地1

(1) 8時00分～17時00分
(2) 7時15分～16時15分

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

社会福祉法人　壱心会
特別養護老人ホーム
壱岐のこころ

看護師
准看護師
普通自動車免許

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

牛肉加工 64歳以下 月給
ＴＥＬ

定年を上限 160,000円～180,000円 従業員数 9人

42081-  157831 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

製造補助・販売・接客 不問 月給
ＴＥＬ 0920-42-0010

不問 178,000円～222,000円 従業員数 6人

42081-  181831 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市

設備員（正）／壱岐市 59歳以下 月給 天神幸ビル5F
ＴＥＬ 092-737-2600

定年を上限 180,000円～220,000円 従業員数 2人

40010-　13276031 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-  138631 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

調理人 59歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-42-2345

定年を上限 200,000円～250,000円 従業員数 7人

42081- 190831 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- 191231 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- 162931 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

総合職 不問 時給
ＴＥＬ 0920-47-1331

不問 860円～860円 従業員数 6人

42081- 197931 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市

原田酒造有限会社 変形労働時間制(1年単位)

普通自動車免許

長崎県壱岐市勝本町勝本浦249

(1) 9時00分～17時30分

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

有限会社　梅嶋

普通自動車免許

長崎県壱岐市芦辺町箱崎中山触2604番地86

(1)10時30分～20時30分

雇用期間の定めなし

株式会社　日本管財環境サー
ビス　九州支店
※就業場所：北部水処理セン

変形労働時間制(1ヶ月単位)

普通自動車免許
(AT限定不可)

福岡県福岡市中央区天神4丁目2番20号

(1) 8時30分～17時30分

ター(郷ノ浦町郷ノ浦499-1) 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)」

交替制(シフト制)

普通自動車免許

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

有限会社　深山荘 交替制(シフト制)

普通自動車免許

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

長崎県壱岐市勝本町勝本浦201

(1) 8時00分～15時45分
(2) 9時00分～16時45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

壱岐市農業協同組合

普通自動車免許

長崎県壱岐市郷ノ浦町東触560番地

(1) 8時30分～17時00分
(2) 8時30分～11時00分

※採用日：R5年4/1～ 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

アイスクリーム製造 不問 時給
ＴＥＬ 0920-47-0239

不問 900円～930円 従業員数 9人

42081-  180031 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

接客・サービス 不問 時給
ＴＥＬ 0920-44-5887

不問 853円～900円 従業員数 13人

42081-  163131 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

薬局事務 不問 時給
ＴＥＬ 0920-48-0555

不問 870円～870円 従業員数 4人

42081- 188931 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

看護師・准看護師 64歳以下 時給
ＴＥＬ 0920-43-0888

定年を上限 1,050円～1,400円 従業員数 110人

42081-  169731 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市
レジ係・販売員

／ライフ・１００円ショップ 64歳以下 時給
ＴＥＬ 0920-47-1147

定年を上限 853円～853円 従業員数 6人

42081-  178331 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 080-1772-7208

不問 853円～900円 従業員数 2人

42081-  160331 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

窓口及び事務補助 不問 時給
ＴＥＬ 0920-47-5777

不問 880円～1,050円 従業員数 1人

42081-  158231 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

販売員／壱岐振興局売店 不問 時給
ＴＥＬ 095-821-6553

不問 853円～853円 従業員数 2人

42010- 4373831 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

長崎県職員生活協同組合
※就業場所：壱岐振興局売店
(郷ノ浦町本村触570)

長崎県長崎市元船町17-1　大波止ビル3F

(1) 8時45分～13時15分

※採用日：R5年4/1～ 雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

野中農園株式会社 長崎県壱岐市芦辺町住吉前触692

(1) 8時00分～10時00分
(2)15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田中触1043-3

(1) 8時20分～16時20分

※採用日：R5年3/27～ 雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

古城簡易郵便局

株式会社　太陽商事
※就業場所：ライフ 100円
ショップ(郷ノ浦町東触658)

交替制(シフト制) 長崎県壱岐市郷ノ浦町東触784

(1) 8時30分～22時00分
の間の4時間程度

※就業時間相談可 雇用期間の定めなし

又は8時30分～17時15分
の間の4時間程度

医療法人　協生会
介護老人保健施設　壱岐

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～13時00分
(2) 8時30分～17時15分

※就業時間相談可 雇用期間の定めなし

株式会社　ロカメディコ
(三井所薬局)

普通自動車免許

長崎県壱岐市郷ノ浦町東触1309-2

(1) 9時30分～13時30分
(2) 9時00分～13時00分

雇用期間の定めなし

有限会社　網元 交替制(シフト制) 長崎県壱岐市石田町印通寺浦176-21

(1) 9時00分～13時00分
(2)17時00分～22時00分

※就業時間相談可 雇用期間の定めなし (3)18時00分～22時30分

オランダフ－ズ　株式会社 長崎県壱岐市郷ノ浦町片原触1551

(1) 8時00分～17時00分
又は8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）

の間の4～8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

接客・配ぜん・厨房の手伝い 不問 時給
ＴＥＬ 0920-47-4038

不問 900円～900円 従業員数 4人

42081-  149831 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市
生活保護受給者に対する
就労支援員（保護課） 不問 日給

ＴＥＬ 0920-48-1136
不問 7,140円～7,140円 従業員数 300人

42081-  150431 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市
事務補助員

（政策企画課） 不問 時給
ＴＥＬ 0920-48-1134

不問 897円～897円 従業員数 12人

42081- 196631  パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市
お肉屋さんのスタッフ
（ロングパートナー） 69歳以下 時給

/壱岐市 ＴＥＬ 0920-47-3343
定年を上限 853円～900円 従業員数 8人

40010-　12723831 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 860円～860円 従業員数 8人

42081- 187631 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

接客【福寿飯店】 不問 時給
ＴＥＬ 0920-47-0879

不問 853円～1,000円 従業員数 3人

42081-  117231 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- 192531 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-  105931 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

壱岐市役所
※就業場所：政策企画課
(郷ノ浦庁舎3F)

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

※応募締切：3/20(月)15時迄
※採用日：R5年4/1～

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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

有限会社　深山荘 交替制(シフト制)

普通自動車免許

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

合同会社福マル商店
※就業場所：福寿飯店

長崎県壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦131

(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

株式会社　エル三和
※就業場所：「お肉の三国家
壱岐店」スーパーバリューイ

変形労働時間制(1ヶ月単位) 長崎県壱岐市郷ノ浦町東触567-2

(1) 7時00分～17時00分
の間の5時間以上

チヤマ内
※就業時間相談可

雇用期間の定めなし

長崎県壱岐市石田町印通寺浦471-10

普通自動車免許

の間の5時間程度

(1) 8時00分～13時00分
(2)13時00分～17時00分

※シニアの方も応募歓迎
※フルタイム希望の方、応相談

雇用期間の定めなし (3)17時00分～21時00分
又は8時00分～21時00分

有限会社
フーズショップにしかわ
※就業時間選択可

壱岐市役所
※就業場所：壱岐市福祉事務
所(郷ノ浦庁舎3F保護課)

普通自動車免許

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

※応募締切：3/13(月)16時迄
※採用日：R5年4/1～

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

大衆割烹　太郎 長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触519

(1)10時00分～14時00分
(2)18時00分～00時00分

※就業時間選択可 雇用期間の定めなし
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