
表

年齢・
就業時間

月給

不問 (1)8時30分～17時30分
178,000円～178,000円 (2)12時00分～19時00分

TEL 088-854-8985 （従業員数 6人 ）

正社員 39050- 2684701 就業場所高知県高知市

不問 (1)7時30分～16時30分

TEL 000-0000-0000（従業員数 0人 ）

正社員以外 39050- 2694201 就業場所高知県土佐市

時給

不問 (1)7時00分～15時00分
800円～800円 (2)7時30分～15時00分

TEL 000-0000-0000（従業員数 3人 ）

パート労働者 39050- 2697301 就業場所高知県土佐市

月給 変形（1年単位）
不問 (1)8時00分～17時00分

250,000円～400,000円

TEL 088-852-0742 （従業員数 12人 ）

正社員 39050- 2708301 就業場所高知県土佐市

時給

不問

900円～900円

TEL 000-0000-0000（従業員数 3人 ）

パート労働者 39050- 2709601 就業場所高知県高知市

変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)10時00分～17時00分

(2)10時00分～19時00分
(3)12時00分～19時00分

TEL 088-879-5095 （従業員数 5人 ）

正社員以外 39050- 2713201 就業場所高知県高知市

変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)10時00分～17時00分

(2)10時00分～19時00分
(3)12時00分～19時00分

TEL 088-879-5095 （従業員数 5人 ）

正社員以外 39050- 2715001 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

220,000円～280,000円 (2)8時30分～17時30分
(3)10時00分～19時00分

TEL 088-837-2366 （従業員数 207人 ）

正社員 39050- 2642801 就業場所

変形（1年単位）
40歳以下 (1)8時40分～17時40分

TEL 088-852-6633 （従業員数 23人 ）

正社員以外 39050- 2645001 就業場所高知県土佐市

月給 交替制あり
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

178,000円～195,000円 (2)8時30分～17時30分

TEL 088-893-6411 （従業員数 8人 ）

正社員 39050- 2647601 就業場所高知県吾川郡いの町

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～59歳 (1)8時30分～17時30分

152,500円～215,000円 (2)10時00分～19時00分
(3)11時00分～20時00分

TEL 088-892-4976 （従業員数 25人 ）

正社員 39050- 2648901 就業場所高知県吾川郡いの町

40歳以下 (1)7時30分～16時30分

TEL 088-852-0198 （従業員数 8人 ）

正社員 39050- 2650801 就業場所

時給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)7時30分～16時30分

800円～800円 (2)9時30分～18時30分
(3)11時00分～20時00分

TEL 0889-24-4106 （従業員数 11人 ）

パート労働者 39050- 2651201 就業場所

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時15分～17時00分

200,000円～300,000円

TEL 0889-24-7772 （従業員数 22人 ）

正社員 39050- 2652501 就業場所

不問

TEL 088-893-1922 （従業員数 8人 ）

パート労働者 39050- 2654301 就業場所高知県吾川郡いの町

　週間最新求人情報            Ｎo.31

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

児童指導員（ポニーハ
ウス）

合同会社　ｇｕｕ 高知県高知市春野町南ケ丘７丁目１
５―７

雇用期間の定めなし 不問

11月6日号

《急募》農作業 川合農園 高知県吾川郡いの町枝川２８８３

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

時給１１００円～
１３００円

15日間
132,000円～
156,000円

農作業（ピーマン） 瀧本　薫 高知県土佐市新居１００４

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

大型運転手 有限会社　土佐保冷 高知県土佐市蓮池１２０５番地２

雇用期間の定めなし 不問

農作業 高橋　希雄 高知県高知市春野町東諸木２６７５

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

ウエディングプラン
ナー

株式会社　レ・プリュ 高知県吾川郡いの町駅東町３６－２

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

時給８００円～
１０００円

月あたり
139,520円～
174,400円

販売・接客 株式会社　レ・プリュ 高知県吾川郡いの町駅東町３６－２

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

時給８００円～
１０００円

月あたり
139,520円～
174,400円

看護師（正）（すこや
かな杜）

医療法人　恕泉会　リ
ハビリテーション病院
すこやかな杜

高知県高知市春野町芳原字北東原１
３１６－１

雇用期間の定めなし 法令の規定に
より年齢制限

がある

設備操作作業 （株）土佐電子 高知県土佐市高岡町乙６１－１０

雇用期間の定めなし キャリア形成

時給７９３円～
７９３円

月あたり
131,069円～
131,069円

生活支援員 特定非営利活動法人
ら・ら・ら会

高知県吾川郡いの町６０３２番３

雇用期間の定めなし 定年を上限

介護職（小規模多機能
型居宅）

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

雇用期間の定めなし 法令の規定に
より年齢制限

がある

【急募】　運転手 （有）高北衛生 高知県土佐市蓮池２４４７－４

雇用期間の定めなし キャリア形成

日給８０００円～
１００００円

月あたり
173,200円～
214,000円

介護職員 有限会社　キラリ 高知県高岡郡日高村下分２７２－２

雇用期間の定めなし 不問

電気技術者 （株）進和技研 高知県高岡郡日高村沖名３５８６－
１０

雇用期間の定めなし 定年を上限

スクールソーシャル
ワーカー

いの町教育委員会 高知県吾川郡いの町１７００－１

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

日給９７９７円～
１００６４円

時給
1,399円～
1,437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

不問 (1)10時00分～18時00分

TEL 088-893-1922 （従業員数 17人 ）

パート労働者 39050- 2655601 就業場所高知県吾川郡いの町

時給 交替制あり
不問 (1)9時30分～16時30分

800円～850円 (2)9時00分～17時00分

TEL 088-841-0188 （従業員数 5人 ）

パート労働者 39050- 2656901 就業場所高知県高知市

時給

59歳以下 (1)8時30分～12時30分
1,400円～2,000円 (2)15時00分～17時30分

TEL 088-850-3535 （従業員数 7人 ）

パート労働者 39050- 2663601 就業場所

時給

不問

800円～900円

TEL 088-867-3530 （従業員数 10人 ）

パート労働者 39050- 2664901 就業場所高知県吾川郡いの町

時給

59歳以下 (1)8時30分～12時30分
1,000円～1,200円

TEL 088-850-3535 （従業員数 7人 ）

パート労働者 39050- 2665101 就業場所

44歳以下 (1)8時00分～17時30分

TEL 088-844-4200 （従業員数 2人 ）

正社員 39050- 2666401 就業場所高知県高知市

変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

TEL 088-892-1659 （従業員数 7人 ）

正社員 39050- 2667701 就業場所高知県吾川郡いの町

時給

不問

1,000円～1,500円

TEL 088-854-6778 （従業員数 5人 ）

パート労働者 39050- 2679501 就業場所高知県吾川郡いの町

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)8時30分～19時00分

190,000円～250,000円 (2)8時30分～18時00分

TEL 088-821-7407 （従業員数 4人 ）

正社員 39050- 2682101 就業場所

時給

59歳以下

1,000円～1,400円

TEL 000-0000-0000（従業員数 4人 ）

パート労働者 39050- 2683401 就業場所

時給 交替制あり
不問

950円～950円

TEL 088-837-7075 （従業員数 5人 ）

パート労働者 39050- 2634801 就業場所高知県高知市

　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

　週間最新求人情報            Ｎo.31

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

放課後児童クラブ主任
支援員

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

保育士

幼稚園教諭免許（専
修・１種・２種）雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）
不問

小学校教諭免許（専
修・１種・２種）

11月6日号

月給１３１９６１円～
１３９９０９円

時給
897円～
951円

介護職員（デイサービ
スみなみが丘）

（医）仁照会　はるの
森澤クリニック

高知県高知市春野町東諸木３１６３ 労災 ホームヘルパー２級

雇用期間の定めなし 不問

看護師、准看護師 （医）ケイ・ツー・
アール（なかの内科胃
腸科）

高知県土佐市宇佐町宇佐４５６－３ 労災 看護師

准看護師
雇用期間の定めなし 定年を上限

販売 株式会社四国ネット
ファミリーマートいの
町吾北店

高知県吾川郡いの町下八川甲３７６ 労災

雇用期間の定めなし 不問

医療事務 （医）ケイ・ツー・
アール（なかの内科胃
腸科）

高知県土佐市宇佐町宇佐４５６－３ 労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

溶接工 有限会社　竹内鉄工所 高知県高知市宗安寺６－３ 雇用・労災・
健康・厚生

準中型自動車免許

５トン限定準中型自
動車免許雇用期間の定めなし キャリア形成

日給８０００円～
９０００円

月あたり
168,800円～
189,900円

土木作業員 （有）諏訪建設 高知県吾川郡いの町枝川２８２６ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

日給９５００円～
１２０００円

月あたり
215,650円～
272,400円

あんまマッサージ指圧
師

合同会社さんさん 高知県吾川郡いの町天王南２丁目１
１－３

雇用・労災 あん摩マッサージ指
圧師

きゅう師
雇用期間の定めなし 不問

歯科衛生士 ふくしまデンタルクリ
ニック

高知県土佐市高岡町乙３０４番地 雇用・労災・
健康・厚生

歯科衛生士

雇用期間の定めなし 定年を上限

歯科衛生士 ふくしまデンタルクリ
ニック

高知県土佐市高岡町乙３０４番地 労災 歯科衛生士

雇用期間の定めなし 定年を上限

調理業務 エイト産業　株式会社 高知県高知市朝倉丙１６５３－２５ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

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）


