
表

年齢・
就業時間

月給

44歳以下 (1)8時00分～17時00分

150,000円～200,000円

TEL 088-893-3270 （従業員数 7人 ）

正社員 39050-  152421 就業場所

時給

不問

850円～850円

TEL 088-893-3270 （従業員数 7人 ）

パート労働者 39050-  153321 就業場所

月給 変形（1年単位）
61歳以下 (1)8時00分～17時00分

160,000円～160,000円

TEL 088-885-4001 （従業員数 14人 ）

正社員 39050-  156121 就業場所 高知県吾川郡仁淀川町

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-  157021 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00分～17時30分

250,000円～330,000円

TEL 088-894-2722 （従業員数 3人 ）

正社員 39050-  131021 就業場所

不問 (1)8時25分～16時55分

TEL 088-894-2308 （従業員数 71人 ）

パート労働者 39050-  132721 就業場所

時給

不問

855円～855円

TEL 088-852-2944 （従業員数 51人 ）

パート労働者 39050-  133821 就業場所

変形（1年単位）
18歳～59歳 (1)8時00分～17時00分

TEL 088-856-7644 （従業員数 3人 ）

正社員 39050-  135521 就業場所 青森県上北郡六ヶ所村

不問 (1)8時30分～17時00分

TEL 088-892-0548 （従業員数 69人 ）

パート労働者 39050-  145321 就業場所 高知県吾川郡いの町

月給

59歳以下 (1)8時45分～18時00分

160,000円～210,000円 (2)8時45分～13時30分

TEL 088-856-6300 （従業員数 6人 ）

正社員 39050-  146621 就業場所

時給

不問 (1)8時45分～13時00分

1,000円～1,100円 (2)15時00分～18時00分

TEL 088-856-6300 （従業員数 6人 ）

パート労働者 39050-  147921 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～59歳 (1)7時00分～16時00分

165,000円～226,000円 (2)8時30分～17時30分

(3)10時00分～19時00分
TEL 088-892-4976 （従業員数 40人 ）

正社員 39050-  148121 就業場所 高知県吾川郡いの町

月給 交替制あり
40歳以下 (1)8時00分～17時00分

170,000円～183,000円 (2)10時00分～19時00分

TEL 088-892-0700 （従業員数 21人 ）

正社員 39050-  149021 就業場所 高知県土佐郡土佐町

時給

不問 (1)8時00分～15時00分

820円～820円

TEL 000-0000-0000 （従業員数 2人 ）

パート労働者 39050-  151521 就業場所 高知県高知市

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

200,600円～246,000円 (2)8時30分～12時30分

TEL 088-852-2131 （従業員数 150人 ）

正社員 39050-  114921 就業場所

介護支援専門員 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

介護支援専門員（ケ
アマネージャー）

雇用期間の定めなし 定年を上限

農作業 中嶋　幸一 高知県高知市春野町弘岡上３６４６ その他

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

事務職 株式会社　モリチップ 高知県吾川郡いの町枝川１２５３番
地１

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（ケアハウス
いの）

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

介護職員実務者研修
修了者雇用期間の定めなし 定年を上限

介護職員初任者研修
修了者

医療事務 医療法人　杏クリニッ
ク

高知県土佐市高岡町丙６４－１ 労災

雇用期間の定めなし 不問

医療事務 医療法人　杏クリニッ
ク

高知県土佐市高岡町丙６４－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

用務補助（臨時） 高知県立　伊野商業高
等学校

高知県吾川郡いの町３３２－１ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

月給１１６，０００円～
１２５，９２０円

時給
891円～
967円

配管工・鍛冶工 株式会社　陽翔 高知県吾川郡いの町枝川３０２９－
２
シャルマン枝川２０１

雇用・労災・
健康・厚生

ガス溶接作業主任者

アーク溶接技能者
（基本級）雇用期間の定めなし 定年を上限

玉掛技能者

時給１，２００円～
２，３００円

月あたり
236,250円～
421,875円

介護員 （社福）土佐厚生会
障害者支援施設　とさ

高知県土佐市波介１２４４－１ 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

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

建築技術者 有限会社　創栄工務店 高知県高知市春野町西分２０２８－
２

雇用・労災・
健康・厚生

二級建築士

２級建築施工管理技
士雇用期間の定めなし 定年を上限

営業及び事務（幹部候
補）

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

作業員（池川工場） 森精機器（株）吾北工
場

高知県吾川郡いの町下八川丁３７７
０

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

作業員 鹿敷製紙（株） 高知県吾川郡いの町神谷２１４ 労災

雇用期間の定めなし 不問

　週間最新求人情報            Ｎo.39

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 鹿敷製紙（株） 高知県吾川郡いの町神谷２１４ 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14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）



裏

年齢・
就業時間

月給 変形（1年単位）
40歳以下 (1)8時00分～17時00分

180,000円～300,000円

TEL 088-894-2335 （従業員数 92人 ）

正社員 39050-  115121 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

170,000円～250,000円

TEL 088-894-2335 （従業員数 92人 ）

正社員 39050-  116021 就業場所

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

146,200円～146,200円

TEL 088-894-2335 （従業員数 92人 ）

正社員 39050-  117721 就業場所

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 92人 ）

正社員 39050-  118821 就業場所

時給

不問 (1)9時00分～16時00分

850円～850円 (2)9時00分～15時30分

TEL 088-894-2335 （従業員数 92人 ）

パート労働者 39050-  119221 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

185,000円～325,000円

TEL 088-894-2335 （従業員数 92人 ）

正社員 39050-  121921 就業場所

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-  122121 就業場所

時給

不問

850円～850円

TEL 000-0000-0000 （従業員数 10人 ）

パート労働者 39050-  124721 就業場所 高知県高知市

時給

不問

900円～900円

TEL 088-850-3001 （従業員数 37人 ）

パート労働者 39050-  125821 就業場所

時給

不問 (1)8時30分～16時30分

900円～1,200円 (2)9時00分～17時00分

(3)10時00分～18時00分
TEL 088-892-4976 （従業員数 8人 ）

パート労働者 39050-  126221 就業場所 高知県吾川郡いの町

不問 (1)8時30分～16時00分

TEL 088-892-1675 （従業員数 13人 ）

正社員以外 39050-  127521 就業場所 高知県吾川郡いの町

月給 変形（1年単位）
30歳以下 (1)9時00分～18時00分

200,000円～250,000円

TEL 000-0000-0000 （従業員数 18人 ）

正社員 39050-  105621 就業場所 高知県高知市

月給

64歳以下 (1)8時30分～17時30分

200,000円～200,000円

TEL 088-881-3359 （従業員数 4人 ）

正社員 39050-  112321 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

経理事務・観光事業全
般

一般社団法人　土佐市
観光協会

高知県土佐市高岡町甲１８９２－７ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

営業職 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

生姜の食品加工 高知県農業協同組合仁
淀川地区　伊野支所

高知県吾川郡いの町駅前町２２１番
地

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８２０円～
９７０円

月あたり
130,585円～
154,472円

介護職（小規模多機能
型居宅介護　寿幸園サ
テライトいの）

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

雇用期間の定めなし 不問

コンテナ洗浄 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

労災

雇用期間の定めなし 不問

調理・接客 株式会社　グラン
ディール

高知県土佐市高岡町甲７３０－１ 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

事務スタッフ【２月３
日面接会】

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

新製品開発業務【２月
３日面接会】

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

雇用期間の定めなし キャリア形成

検査・計量作業スタッ
フ【２月３日面接会】

菊屋　株式会社 高知県高知市春野町西分８９７ 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

工場保全業務【２月３
日面接会】

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

包装、検査作業スタッ
フ【２月３日面接会】

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

雇用期間の定めなし 定年を上限

スナック菓子製造【２
月３日面接会】

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

雇用期間の定めなし キャリア形成

　週間最新求人情報            Ｎo.39

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

スナック菓子製造（幹
部候補）【２月３日面
接会】

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

雇用期間の定めなし キャリア形成

1月14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）


