
表

年齢・
就業時間

不問 (1)8時30分～17時15分

TEL 088-850-2311 （従業員数 116人 ）

正社員以外 39050-  832601 就業場所

月給

59歳以下 (1)13時00分～22時00分

250,000円～250,000円

TEL 088-872-8803 （従業員数 35人 ）

正社員 39050-  843401 就業場所 高知県高知市

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～59歳 (1)7時00分～16時00分

154,500円～169,500円 (2)8時30分～17時30分

(3)10時30分～19時30分

TEL 088-893-0047 （従業員数 15人 ）

正社員 39050-  796101 就業場所 高知県吾川郡いの町

月給 変形（1ヶ月単位）
44歳以下 (1)5時00分～14時00分

193,000円～193,000円 (2)5時00分～12時30分

TEL 088-844-4881 （従業員数 13人 ）

正社員 39050-  808901 就業場所 高知県高知市

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)8時30分～17時30分

180,000円～230,000円

TEL 088-894-6660 （従業員数 17人 ）

正社員 39050-  812501 就業場所

時給

不問 (1)15時00分～19時00分

950円～1,500円 (2)17時00分～22時00分

(3)19時15分～22時00分

TEL 088-872-8803 （従業員数 23人 ）

パート労働者 39050-  842101 就業場所 高知県高知市

変形（1年単位）
不問 (1)8時00分～17時00分

TEL 088-892-1911 （従業員数 8人 ）

正社員 39050-  765801 就業場所 高知県吾川郡いの町

変形（1年単位）
不問 (1)8時00分～17時00分

TEL 088-892-1911 （従業員数 8人 ）

正社員 39050-  766201 就業場所 高知県吾川郡いの町

月給

59歳以下 (1)10時00分～18時00分

195,000円～230,000円

TEL 088-852-2131 （従業員数 150人 ）

正社員 39050-  773801 就業場所

時給

59歳以下 (1)8時00分～11時00分

850円～900円 (2)13時00分～16時00分

TEL 088-891-6400 （従業員数 30人 ）

パート労働者 39050-  779901 就業場所 高知県吾川郡いの町

変形（1年単位）
不問 (1)8時00分～17時00分

TEL 088-852-5102 （従業員数 7人 ）

正社員以外 39050-  753901 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)8時30分～17時30分

150,000円～214,000円 (2)10時10分～19時00分

(3)11時00分～20時00分

TEL 088-892-4976 （従業員数 15人 ）

正社員 39050-  756701 就業場所 高知県吾川郡いの町

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)7時30分～16時00分

165,000円～185,000円 (2)7時45分～16時15分

(3)8時30分～17時00分

TEL 088-892-0641 （従業員数 75人 ）

正社員 39050-  757801 就業場所

月給

不問 (1)8時30分～17時30分

140,000円～180,000円

TEL 088-803-4441 （従業員数 15人 ）

正社員以外 39050-  760601 就業場所 高知県高知市

時給

不問 (1)5時30分～10時00分

900円～1,000円 (2)5時30分～14時00分

(3)10時15分～19時00分

TEL 080-1021-1683 （従業員数 0人 ）

パート労働者 39050-  761901 就業場所 高知県高知市

病院給食調理補助 エームサービス株式会
社永井病院事業部

高知県高知市春野町西分２０２７－
３

労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

職業支援及び介護業務 特定非営利活動法人
高知県自閉症協会

高知県高知市春野町芳原７３７番地
１

雇用・労災・
健康・厚生

ホームヘルパー２級

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

看護師（准） 医療法人　仁新会　石
川記念病院

高知県吾川郡いの町波川７７ 雇用・労災・
健康・厚生

准看護師

雇用期間の定めなし 法令の規定に
より年齢制限

がある

介護職 社会福祉法人　伊野福
祉会

高知県吾川郡いの町波川５６０番２ 雇用・労災・
健康・厚生

介護福祉士

ホームヘルパー２級

雇用期間の定めなし 法令の規定に
より年齢制限

がある
介護職員初任者研修
修了者

土木作業員 株式会社　生態系エン
ジニア

高知県土佐市蓮池２５１４－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

日給８０００円～
１２０００円

月あたり
185,600円～
278,400円

調理補助 （社福）はってん福祉
会　あいの保育園

高知県吾川郡いの町天王南１－１－
１

労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

定年を上限

管理栄養士 医療法人　広正会　井
上病院

高知県土佐市高岡町甲２０４４ 雇用・労災・
健康・厚生

管理栄養士

雇用期間の定めなし 定年を上限

左官・ブロック職人
《経験者》

有限会社　トータルエ
クステリアいしまる

高知県吾川郡いの町枝川２８６４－
１

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

日給１２０００円～
１６０００円

月あたり
273,600円～
364,800円

左官・ブロック職・商
品施工見習い

有限会社　トータルエ
クステリアいしまる

高知県吾川郡いの町枝川２８６４－
１

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

日給８０００円～
１００００円

月あたり
182,400円～
228,000円

塾スタッフ 株式会社　天王予備校 高知県吾川郡いの町天王北３－２－
１１

労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

管理者候補 有限会社ユニバース
絆・もりやま

高知県高知市春野町森山３０７６番
地１ 
グループホーム「絆・もりやま」

雇用・労災・
健康・厚生

ホームヘルパー２級

雇用期間の定めなし 法令の規定に
より年齢制限

がある

仕分け・運搬作業 エイト産業　株式会社 高知県高知市朝倉丙１６５３－２５ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし キャリア形成

介護職（グループホー
ム　アビタシオン微
風）

医療法人　光陽会　い
の病院

高知県吾川郡いの町３８６４－１ 雇用・労災・
健康・厚生

介護福祉士

ホームヘルパー２級

雇用期間の定めなし 定年を上限

塾スタッフ 株式会社　天王予備校 高知県吾川郡いの町天王北３－２－
１１

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

　週間最新求人情報                Ｎo.47

職種 賃金 求人者名 所在地・就業場所 加入保険等
必要な免許資格

(要普通自動車運転免
許の場合があります）

年齢制限
該当事由

教務、事務補助 学校法人高知学園　高
知リハビリテーション
専門職大学

高知県土佐市高岡町乙１１３９－３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

3月13日号

日給７４４０円～
７４４０円

月あたり
148,800円～
148,800円

℡ 088-893-1225 

ハローワークいの   （いの公共職業安定所） ◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。 

◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。 

◎ パートタイム求人の場合、賃金は時間給です。また、労働時間によって記載されている各種社会保険に加入できない場合があります。 

◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。 

  その際はあしからずご了承ください。（この情報誌は、毎週金曜日に発行しています） 



裏

年齢・
就業時間

月給 交替制あり
不問 (1)5時30分～14時30分

170,000円～200,000円 (2)10時00分～19時00分

TEL 080-1021-1683 （従業員数 0人 ）

正社員以外 39050-  762101 就業場所 高知県高知市

月給 交替制あり
不問 (1)5時30分～14時30分

170,000円～200,000円 (2)10時00分～19時00分

TEL 080-1021-1683 （従業員数 0人 ）

正社員以外 39050-  763401 就業場所 高知県高知市

時給

不問

790円～800円

TEL 088-854-6310 （従業員数 43人 ）

パート労働者 39050-  715201 就業場所

変形（1年単位）
59歳以下 (1)7時30分～16時30分

(2)8時30分～17時30分

TEL 088-854-6310 （従業員数 43人 ）

正社員 39050-  716501 就業場所

月給 変形（1年単位）
35歳以下 (1)8時00分～17時00分

180,000円～250,000円

TEL 088-844-8998 （従業員数 9人 ）

正社員 39050-  717001 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)8時00分～17時00分

156,000円～192,000円 (2)16時00分～0時00分
(3)0時00分～8時00分

TEL 088-893-2280 （従業員数 41人 ）

正社員以外 39050-  718301 就業場所 高知県高知市

月給

不問 (1)8時30分～17時00分
190,000円～250,000円

TEL 088-849-2700 （従業員数 6人 ）

正社員 39050-  720401 就業場所

月給

不問 (1)8時00分～17時00分
200,000円～320,000円

TEL 088-894-4975 （従業員数 9人 ）

正社員 39050-  729101 就業場所

時給

不問

880円～880円

TEL 088-841-5657 （従業員数 9人 ）

パート労働者 39050-  737101 就業場所 高知県高知市

時給

不問

790円～800円

TEL 088-856-0129 （従業員数 9人 ）

パート労働者 39050-  738401 就業場所

交替制あり
不問 (1)5時00分～13時45分

TEL 088-893-1370 （従業員数 74人 ）

正社員以外 39050-  744901 就業場所 高知県吾川郡いの町

変形（1ヶ月単位）
39歳以下

TEL 088-842-8272 （従業員数 5人 ）

正社員以外 39050-  745101 就業場所 高知県高知市

月給 変形（1年単位）
40歳以下 (1)8時00分～17時00分

170,000円～300,000円

TEL 088-894-2335 （従業員数 85人 ）

正社員 39050-  746401 就業場所

時給

不問 (1)9時00分～16時00分
820円～820円

TEL 088-892-1555 （従業員数 52人 ）

パート労働者 39050-  748801 就業場所

時給

不問

800円～900円

TEL 088-856-0490 （従業員数 7人 ）

パート労働者 39050-  749201 就業場所 高知県土佐市

　職場でのトラブルでお悩みの方は「総合労働相談コーナー」へ！

　【問い合わせ先】

　●高知労働局総合労働相談コーナー

　　ＴＥＬ　０８８　（８８５）　６０２７

　●高知総合労働相談コーナー（高知労働基準監督署内） ●須崎総合労働相談コーナー（須崎労働基準監督署内）

　　ＴＥＬ　０８８　（８８５）　６０１０ 　ＴＥＬ　０８８９　（４２）　１８６６

収穫等の農作業
（ピーマン等栽培）

株式会社　植田ファー
ム

高知県土佐市宇佐町宇佐１６８０－
２

労災

雇用期間の定めなし 不問

作業員 ダイレイ（株） 高知県吾川郡いの町波川１８４６ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

工場保全業務 菊屋　株式会社 高知県高知市春野町西分８９７ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

第二種電気工事士

雇用期間の定めなし キャリア形成

ガソリンスタンド販売
員

モリミツ石油　株式会
社

高知県高知市春野町内ノ谷　７９５
番地６

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし キャリア形成

時給８５０円～
１０００円

月あたり
159,120円～
187,200円

郵便内務作業（伊野郵
便局）

日本郵便株式会社　伊
野郵便局

高知県吾川郡いの町幸町６ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

時給８１０円～
８１０円

月あたり
129,600円～
129,600円

鰹節製造工 有限会社　竹内商店 高知県土佐市宇佐町宇佐２８２４－
３

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

ハウス栽培作業（トマ
ト）

株式会社　くぼファー
ム

高知県高知市春野町東諸木１８４４
－１

労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

《急募》４ｔトラック
運転手

有限会社　セイコ一物
流

高知県高知市春野町西分１４３８番
地１

雇用・労災・
健康・厚生

準中型自動車免許

フォークリフト運転
技能者雇用期間の定めなし 不問

建築設計・補償コンサ
ルタント

有限会社　熊沢構造設
計事務所

高知県高知市朝倉丙１４１４－３６ 雇用・労災・
健康・厚生

一級建築士

二級建築士
雇用期間の定めなし 不問

製造 株式会社　ダックテク
ノ

高知県吾川郡いの町駅東町１０５番
地

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

法令の規定に
より年齢制限

がある

土木作業員 吉岡工栄　株式会社 高知県高知市鴨部１丁目１０－２７ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許

準中型自動車免許
雇用期間の定めなし キャリア形成

生姜の加工・出荷作業
員

（株）前川博之商店 高知県土佐市用石１５７ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

時給７９０円～
９００円

月あたり
134,946円～
153,736円

作業員 （株）前川博之商店 高知県土佐市用石１５７ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

栄養士・管理栄養士 エームサービス株式会
社永井病院事業部

高知県高知市春野町西分２０２７－
３

雇用・労災・
健康・厚生

栄養士

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

　週間最新求人情報                Ｎo.47

職種 賃金 求人者名 所在地・就業場所 加入保険等
必要な免許資格

(要自動車運転免許の
場合があります）

年齢制限
該当事由

調理師 エームサービス株式会
社永井病院事業部

高知県高知市春野町西分２０２７－
３

雇用・労災・
健康・厚生

調理師

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

3月13日号

℡ 088-893-1225 

ハローワークいの   （いの公共職業安定所） ◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。 

◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。 

◎ パートタイム求人の場合、賃金は時間給です。また、労働時間によって記載されている各種社会保険に加入できない場合があります。 

◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。 

  その際はあしからずご了承ください。（この情報誌は、毎週金曜日に発行しています） 


