
表

年齢・
就業時間

月給

64歳以下 (1)8時30分～17時30分

225,000円～270,000円

TEL 088-855-5403 （従業員数 75人 ）

正社員 39050-   68121 就業場所

時給

不問

850円～850円

TEL 088-893-4848 （従業員数 8人 ）

パート労働者 39050-   95721 就業場所

月給

62歳以下 (1)8時30分～17時30分

180,000円～230,000円

TEL 088-892-6144 （従業員数 10人 ）

正社員 39050-   97221 就業場所 高知県吾川郡いの町

月給

35歳以下 (1)8時30分～17時15分

152,300円～186,400円

TEL 088-856-6550 （従業員数 93人 ）

正社員 39050-   36021 就業場所 高知県南国市

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～59歳 (1)7時00分～16時00分

155,000円～180,000円 (2)8時30分～17時30分

(3)10時30分～19時30分
TEL 088-894-6800 （従業員数 13人 ）

正社員 39050-   46221 就業場所 高知県高知市

時給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)7時00分～16時00分

820円～830円 (2)8時30分～17時30分

(3)10時30分～19時30分
TEL 088-894-6800 （従業員数 13人 ）

パート労働者 39050-   47521 就業場所

不問 (1)8時45分～15時30分

TEL 088-894-2308 （従業員数 71人 ）

パート労働者 39050-   59921 就業場所 高知県高知市

月給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時30分～17時00分

140,000円～228,000円

TEL 088-842-1921 （従業員数 18人 ）

正社員以外 39050- 3167511 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00分

140,000円～228,000円 (2)16時00分～9時30分

TEL 088-842-1921 （従業員数 104人 ）

正社員以外 39050- 3168411 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00分

140,000円～228,000円 (2)21時00分～6時30分

TEL 088-842-1921 （従業員数 13人 ）

正社員以外 39050- 3169011 就業場所 高知県高知市

時給

不問 (1)8時30分～17時30分

1,200円～1,600円

TEL 070-6438-5241 （従業員数 207人 ）

パート労働者 39050- 3157811 就業場所

時給

不問 (1)8時30分～17時30分

1,200円～1,600円

TEL 070-6438-5241 （従業員数 207人 ）

パート労働者 39050- 3158211 就業場所

時給

不問 (1)8時30分～17時30分

1,200円～1,600円

TEL 070-6438-5241 （従業員数 207人 ）

パート労働者 39050- 3159511 就業場所

不問 (1)9時00分～18時00分

TEL 088-820-6535 （従業員数 7人 ）

正社員 39050- 3160311 就業場所

月給

18歳以上 (1)9時00分～17時00分

175,000円～209,000円

TEL 088-852-2277 （従業員数 21人 ）

正社員以外 39050- 3161611 就業場所 高知県土佐市

　週間最新求人情報            Ｎo.38

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

理学療法士・作業療法
士

社会福祉法人　正晴会
特別養護老人ホーム
さくら

高知県土佐市高岡町甲９６９－１ 雇用・労災・
健康・厚生

理学療法士

作業療法士
雇用期間の定めなし 定年を上限

　1月7日号

調理補助・接客 畑山ガーデン　畑山
稜

高知県吾川郡いの町波川９８ 労災

雇用期間の定めなし 不問

生産管理 株式会社　仁淀デンツ
ウ

高知県吾川郡いの町枝川１１２８ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

総合職 高知県農業共済組合 高知県吾川郡いの町枝川２４１０－
２２

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形成

介護福祉士 社会福祉法人　やわら
き゛　グループホーム
萠

高知県高知市春野町西分２４０１－
２

雇用・労災・
健康・厚生

介護福祉士

雇用期間の定めなし 定年を上限

介護職員 社会福祉法人　やわら
き゛　グループホーム
萠

高知県高知市春野町西分２４０１－
２

雇用・労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

事務補助（会計年度任
用職員）

高知県立春野高等学校 高知県高知市春野町弘岡下３８６０ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

月給１１４，５０３円～
１２１，９３５円

時給
954円～
1,016円

職業指導員 社会福祉法人　ファ
ミーユ高知

高知県高知市春野町内ノ谷６３番地
６

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

介護職 社会福祉法人　ファ
ミーユ高知

高知県高知市春野町内ノ谷６３番地
６

雇用・労災・
健康・厚生

介護福祉士

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

支援員 社会福祉法人　ファ
ミーユ高知

高知県高知市春野町内ノ谷６３番地
６

雇用・労災・
健康・厚生

介護福祉士

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

作業療法士 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・労災 作業療法士

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

言語聴覚士 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・労災 言語聴覚士

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

理学療法士 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・労災 理学療法士

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

薬剤師 有限会社　利岡肥料店
プラス薬局

高知県土佐市高岡町甲２１５４－３
７

雇用・労災・
健康・厚生

薬剤師

雇用期間の定めなし 不問

年俸制５４０万円～
６００万円

月額
450,000円～
500,000円

制作スタッフ（ＰＯＰ
等）

株式会社　ジムス 高知県土佐市高岡町甲２２１－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

法令の規定に
より年齢制限

がある

℡ 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

40歳以下 (1)9時00分～17時30分

190,000円～280,000円

TEL 000-0000-0000 （従業員数 4人 ）

正社員 39050- 3162911 就業場所 高知県吾川郡いの町

時給

64歳以下

820円～1,000円

TEL 000-0000-0000 （従業員数 4人 ）

パート労働者 39050- 3163111 就業場所 高知県吾川郡いの町

月給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時30分～17時30分

300,000円～350,000円

TEL 088-893-4580 （従業員数 22人 ）

正社員 39050- 3153611 就業場所 高知県吾川郡いの町

月給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時30分～17時30分

220,000円～240,000円

TEL 088-893-4580 （従業員数 22人 ）

正社員 39050- 3154911 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～17時30分

320,000円～450,000円 (2)8時30分～12時30分

TEL 080-7992-4272 （従業員数 207人 ）

正社員 39050- 3155111 就業場所

時給

不問

2,500円～2,500円

TEL 080-7992-4272 （従業員数 207人 ）

パート労働者 39050- 3156711 就業場所

月給 変形（1年単位）
44歳以下 (1)8時00分～17時00分

150,000円～162,000円

TEL 088-893-2330 （従業員数 8人 ）

正社員 39050- 3143011 就業場所 高知県吾川郡いの町

不問 (1)8時30分～16時30分

TEL 0889-24-5111 （従業員数 100人 ）

パート労働者 39050- 3147111 就業場所

変形（1年単位）
40歳以下 (1)8時40分～17時40分

TEL 088-664-2005 （従業員数 45人 ）

正社員以外 39050- 3148711 就業場所 徳島県徳島市

月給 変形（1年単位）
40歳以下 (1)8時40分～17時40分

155,000円～178,000円

TEL 088-850-2600 （従業員数 45人 ）

正社員 39050- 3149811 就業場所 徳島県徳島市

時給

不問

820円～850円

TEL 000-0000-0000 （従業員数 3人 ）

パート労働者 39050- 3150411 就業場所 高知県土佐市

不問 (1)8時00分～17時00分

TEL 000-0000-0000 （従業員数 3人 ）

正社員以外 39050- 3151011 就業場所 高知県土佐市

月給 変形（1年単位）
44歳以下 (1)9時00分～17時15分

188,070円～188,070円

TEL 088-850-3001 （従業員数 37人 ）

正社員 39050- 3152311 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.38

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

営業及び事務 北陽商事株式会社　高
知営業所

高知県吾川郡いの町駅南町６２－４
－１Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形成

　1月7日号

事務及び軽作業 北陽商事株式会社　高
知営業所

高知県吾川郡いの町駅南町６２－４
－１Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

自動車整備（経験者） （株）県運 高知県吾川郡いの町内野南町８８ 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

自動車整備 （株）県運 高知県吾川郡いの町内野南町８８ 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

薬剤師（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・労災・
健康・厚生

薬剤師

雇用期間の定めなし 定年を上限

薬剤師 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

労災 薬剤師

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

事務【正社員】 （株）近澤建設 高知県吾川郡いの町波川２５７９ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形成

事務職（住民課）（会
計年度任用職員）

日高村　役場 高知県高岡郡日高村本郷６１－１ 雇用・公災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

月給８１，６７９円～
８４，２０１円

時給
897円～
925円

電子部品組立（徳島工
場）《急募》

（株）土佐電子 高知県土佐市高岡町乙６１－１０ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形成

時給９１１円～
９１１円

月あたり
148,369円～
148,369円

電子部品組立（徳島工
場）（正社員）《急
募》

（株）土佐電子 高知県土佐市高岡町乙６１－１０ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形成

ピーマンの収穫等の農
作業

中平農園　中平　孝志 高知県土佐市宇佐町宇佐１００１ 労災

雇用期間の定めなし 不問

ピーマンの収穫等の農
作業

中平農園　中平　孝志 高知県土佐市宇佐町宇佐１００１ 労災

雇用期間の定めなし 不問

時給８２０円～
８５０円

月あたり
148,215円～
153,637円

配送（正社員） 株式会社　エッグメー
ル

高知県高知市春野町弘岡中１０３４
番地１５

雇用・労災・
健康・厚生

準中型自動車免許

８トン限定中型自動
車免許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）


