
表

年齢・
就業時間

変形（1年単位）
18歳以上 (1)8時00分～17時00分

TEL 000-0000-0000 （従業員数 4人 ）

正社員 39050-  534721 就業場所 高知県高知市

変形（1年単位）
18歳～44歳 (1)8時00分～17時00分

TEL 000-0000-0000 （従業員数 4人 ）

正社員 39050-  535821 就業場所 青森県上北郡六ヶ所村

月給 変形（1年単位）
40歳以下 (1)8時30分～17時00分

170,000円～180,000円 (2)7時30分～17時00分

TEL 088-854-0811 （従業員数 8人 ）

正社員 39050-  539321 就業場所

月給

64歳以下 (1)8時30分～18時00分

193,000円～320,000円

TEL 088-848-1234 （従業員数 12人 ）

正社員 39050-  540121 就業場所

時給

不問 (1)9時00分～16時00分

850円～850円

TEL 088-837-7075 （従業員数 15人 ）

パート労働者 39050-  541021 就業場所

不問 (1)8時00分～16時00分

TEL 088-867-2312 （従業員数 6人 ）

パート労働者 39050-  520521 就業場所 高知県吾川郡いの町

時給

不問 (1)9時00分～15時00分

850円～850円

TEL 088-894-2335 （従業員数 92人 ）

パート労働者 39050-  521421 就業場所

時給

不問 (1)7時30分～15時30分

878円～931円 (2)7時00分～15時00分

TEL 088-867-2312 （従業員数 31人 ）

パート労働者 39050-  522321 就業場所 高知県吾川郡いの町

時給

不問 (1)8時00分～14時45分

878円～931円

TEL 088-867-2312 （従業員数 6人 ）

パート労働者 39050-  523621 就業場所 高知県吾川郡いの町

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

200,000円～250,000円

TEL 088-894-2997 （従業員数 5人 ）

正社員 39050-  524921 就業場所

変形（1年単位）
40歳以下 (1)8時00分～17時00分

TEL 000-0000-0000 （従業員数 2人 ）

正社員 39050-  527721 就業場所

月給 変形（1年単位）
44歳以下 (1)9時00分～18時00分

170,000円～220,000円

TEL 088-841-0333 （従業員数 18人 ）

正社員 39050-  531921 就業場所 高知県高知市

不問 (1)8時30分～16時30分

(2)9時15分～17時15分

(3)8時30分～17時15分
TEL 088-893-1117 （従業員数 25人 ）

パート労働者 39050-  513421 就業場所

変形（1年単位）
25歳以下 (1)7時30分～17時00分

(2)7時30分～17時30分

TEL 000-0000-0000 （従業員数 2人 ）

正社員 39050-  514321 就業場所 高知県吾川郡いの町

時給

不問 (1)7時00分～9時00分

1,000円～1,000円 (2)14時00分～16時00分

TEL 090-2896-3785 （従業員数 0人 ）

パート労働者 39050-  517121 就業場所 高知県吾川郡いの町

　週間最新求人情報           Ｎo.44

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

作業員 株式会社　滝沢技建 高知県吾川郡いの町３２８６ 雇用・労災・
健康・厚生

中型自動車免許

雇用期間の定めなし 法令の規定に
より年齢制限

がある

　2月18日号

日給９，０００円～
１４，０００円

月あたり
207,900円～
323,400円

作業員 株式会社　滝沢技建 高知県吾川郡いの町３２８６ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形成

日給１０，０００円～
１３，０００円

月あたり
231,000円～
300,300円

製造 亀泉酒造　株式会社 高知県土佐市出間２１２３－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形成

歯科衛生士 医療法人　広田歯科医
院

高知県高知市春野町芳原３４０１ 雇用・労災・
厚生

歯科衛生士

雇用期間の定めなし 定年を上限

一般事務 エイト産業　株式会社 高知県高知市萩町１丁目６番３１号 雇用・労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

事務補助員（吾北給食
センター）

いの町教育委員会 高知県吾川郡いの町１７００－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

月給１３１，９６１円～
１３９，９０９円

時給
897円～
951円

事務スタッフ 菊屋　株式会社 高知県高知市春野町西分８９７ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

学校用務員兼事務補助
員

いの町教育委員会 高知県吾川郡いの町１７００－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

調理補助員（吾北給食
センター）

いの町教育委員会 高知県吾川郡いの町１７００－１ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

自動車整備 有限会社　本間自動車 高知県高知市春野町弘岡下１６２９
－７

雇用・労災・
健康・厚生

二級自動車整備士

雇用期間の定めなし 定年を上限

製缶工（見習い可） （株）甲藤鉄工所 高知県吾川郡いの町加田１４０５番
３

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形成

日給７，５００円～
１１，０００円

月あたり
165,750円～
243,100円

管理業務全般（アニメ
グッズ制作）

株式会社　トライ 高知県高知市春野町東諸木３３６８ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形成

事務補助（町民課） いの町役場 高知県吾川郡いの町１７００－１ 雇用・公災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

月給１３１，９６１円～
１３９，９０９円

時給
897円～
951円

建築板金工見習い 八代板金 高知県吾川郡いの町枝川２９２２－
１０

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形成

日給６，３３６円～
１５，０００円

月あたり
147,628円～
349,500円

家事手伝い 松本　良一 高知県吾川郡いの町天王南３丁目２
－１５

その他

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

℡ 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

時給

不問 (1)9時30分～16時00分

850円～900円

TEL 088-828-5220 （従業員数 9人 ）

パート労働者 39050-  518021 就業場所 高知県土佐市

月給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時30分～17時30分

140,000円～165,000円

TEL 088-828-5220 （従業員数 9人 ）

正社員以外 39050-  519721 就業場所

時給

不問 (1)8時30分～16時00分

820円～820円

TEL 000-0000-0000 （従業員数 3人 ）

パート労働者 39050-  502821 就業場所 高知県土佐市

交替制あり
不問 (1)8時30分～17時15分

(2)9時30分～18時15分

(3)8時45分～17時30分
TEL 088-850-4360 （従業員数 10人 ）

パート労働者 39050-  503221 就業場所 高知県吾川郡いの町

不問 (1)10時15分～18時15分

TEL 088-850-4360 （従業員数 10人 ）

パート労働者 39050-  504521 就業場所 高知県吾川郡いの町

交替制あり
不問 (1)9時00分～17時00分

(2)10時15分～18時15分

(3)8時15分～16時30分
TEL 088-850-4360 （従業員数 10人 ）

パート労働者 39050-  505421 就業場所 高知県吾川郡いの町

不問 (1)8時30分～17時15分

TEL 088-850-4360 （従業員数 10人 ）

パート労働者 39050-  506321 就業場所 高知県吾川郡いの町

時給

不問 (1)5時00分～10時00分

820円～820円

TEL 088-884-1004 （従業員数 15人 ）

パート労働者 39050-  507621 就業場所 高知県高知市

時給

不問 (1)5時00分～9時00分

820円～820円

TEL 088-884-1004 （従業員数 15人 ）

パート労働者 39050-  508921 就業場所 高知県高知市

時給

不問 (1)8時00分～16時00分

820円～820円

TEL 0889-22-4411 （従業員数 69人 ）

パート労働者 39050-  509121 就業場所 高知県高岡郡佐川町

時給

不問 (1)8時00分～13時00分

830円～830円

TEL 0889-22-4411 （従業員数 69人 ）

パート労働者 39050-  510821 就業場所 高知県高岡郡佐川町

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)7時30分～16時30分

150,000円～160,000円 (2)9時00分～18時00分

(3)12時30分～21時30分
TEL 090-6283-2559 （従業員数 10人 ）

正社員以外 39050-  511221 就業場所

月給

44歳以下 (1)8時00分～17時00分

165,000円～180,000円

TEL 088-855-1352 （従業員数 5人 ）

正社員 39050-  512521 就業場所

　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

　週間最新求人情報            Ｎo.44

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

テント等の加工業務
（軽作業）

（有）カリヤテント 高知県土佐市波介１８７８－１ 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

　2月18日号

テントの加工・縫製業
務

（有）カリヤテント 高知県土佐市波介１８７８－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

洋ラン栽培等の作業 広瀬洋ラン園　広瀬和
男

高知県土佐市波介１７９７番口号 その他

雇用期間の定めなし 不問

いの町立図書館　事務
補助員（７時間４５
分）

いの町教育委員会 高知県吾川郡いの町１７００－１ 雇用・公災・
健康・厚生

司書

司書補
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

日給６，９５７円～
７，３７６円

時給
897円～
951円

いの町立図書館　事務
補助員（７時間）

いの町教育委員会 高知県吾川郡いの町１７００－１ 雇用・公災・
健康・厚生

司書

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

月給１３１，９６１円～
１３９，９０９円

時給
897円～
951円

いの町立図書館　事務
補助員（学校図書館支
援）

いの町教育委員会 高知県吾川郡いの町１７００－１ 雇用・公災・
健康・厚生

司書

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

月給１３１，９６１円～
１３９，９０９円

時給
897円～
951円

いの町立図書館　事務
補助員（図書館バス）

いの町教育委員会 高知県吾川郡いの町１７００－１ 雇用・公災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

日給６，９５７円～
７，３７６円

時給
897円～
951円

商品仕分け係【月１５
日休日】

株式会社　サンプラザ 高知県土佐市高岡町乙２７－１ 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

商品仕分け係【週２０
時間勤務】

株式会社　サンプラザ 高知県土佐市高岡町乙２７－１ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

惣菜係（佐川店）【週
３５時間】

株式会社　サンプラザ 高知県土佐市高岡町乙２７－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

鮮魚係（佐川店）【週
３０時間】

株式会社　サンプラザ 高知県土佐市高岡町乙２７－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

介護職 有限会社エフヴェール 高知県吾川郡いの町天王北四丁目８
番地７

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

農作業 白木果樹園　白木浩一 高知県土佐市宮ノ内４３５ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形成

℡ 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）


