
表

年齢・
就業時間

時給

不問 (1)8時30分～17時30分

850円～850円

TEL 088-894-6611 （従業員数 180人 ）

パート労働者 39050- 1124521 就業場所

月給

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

253,400円～276,400円

TEL 070-6438-5241 （従業員数 207人 ）

正社員 39050- 1125421 就業場所

月給

不問 (1)8時30分～17時30分

203,500円～203,500円

TEL 088-867-3001 （従業員数 33人 ）

正社員 39050- 1127621 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- 1128921 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)8時30分～17時00分

160,000円～190,000円 (2)9時30分～18時00分

(3)8時30分～12時30分
TEL 088-852-5522 （従業員数 13人 ）

正社員 39050- 1135621 就業場所

月給

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

150,000円～250,000円

TEL 088-893-0014 （従業員数 40人 ）

正社員 39050- 1095321 就業場所

月給

不問 (1)8時30分～17時00分

185,000円～228,000円

TEL 088-842-1921 （従業員数 81人 ）

正社員以外 39050- 1113721 就業場所 高知県高知市

時給

不問 (1)16時00分～19時00分

900円～900円

TEL 088-872-8803 （従業員数 21人 ）

パート労働者 39050- 1114821 就業場所 高知県高知市

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- 1121721 就業場所 高知県土佐市

時給

不問 (1)10時00分～15時30分

850円～850円

TEL 088-893-4848 （従業員数 8人 ）

パート労働者 39050- 1122821 就業場所

不問 (1)8時30分～16時30分

(2)9時00分～17時00分

(3)9時15分～17時15分
TEL 088-893-3810 （従業員数 60人 ）

パート労働者 39050- 1066021 就業場所 高知県吾川郡いの町

不問 (1)8時30分～16時30分

(2)9時00分～17時00分

(3)9時15分～17時15分
TEL 088-893-3810 （従業員数 60人 ）

パート労働者 39050- 1067721 就業場所 高知県吾川郡いの町

不問 (1)8時30分～16時30分

(2)9時00分～17時00分

(3)9時15分～17時15分
TEL 088-893-3810 （従業員数 60人 ）

パート労働者 39050- 1068821 就業場所 高知県吾川郡いの町

不問 (1)7時30分～16時30分

TEL 090-2822-3762 （従業員数 0人 ）

正社員以外 39050- 1094421 就業場所 高知県土佐市

月給

59歳以下 (1)9時00分～17時30分

200,000円～200,000円

TEL 088-892-0231 （従業員数 3人 ）

正社員 39050-  978621 就業場所

　週間最新求人情報             Ｎo.1

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

環境整備 医療法人　永島会　永
井病院

高知県高知市春野町西分２０２７－
３

雇用・労災・
財形

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

　　4月8日号

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・
健康・厚生

作業療法士

雇用期間の定めなし 定年を上限

生活相談員　《急募》 社会福祉法人　ごほく
静和会　特別養護老人
ホーム　吾北荘

高知県吾川郡いの町下八川丁１６７
６番地

雇用・労災・
健康・厚生

社会福祉士

介護福祉士
雇用期間の定めなし 不問

介護支援専門員（ケ
アマネージャー）

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

医療事務【急募】 医療法人　桔梗ケ丘会
橋本外科胃腸科内科

高知県土佐市高岡町甲７５０－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

医療事務 医療法人　光生会　森
木病院

高知県吾川郡いの町３６７４ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

管理栄養士 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

管理栄養士

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

習い事（珠算・速読・
英会話）補助スタッフ

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
月未満）

不問

農作業（文旦の交配） 種田　秀行 高知県土佐市積善寺１３４５ その他

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

時給１，１００円～
１，１００円

13日間
114,400円～
114,400円

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

事務補助員（ほけん福
祉課）

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

社会福祉士（地域包括
支援センター）

いの町役場 高知県吾川郡いの町１７００－１ 雇用・公災・
健康・厚生

社会福祉士

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

月給１８９，４９６円～
２１０，１８０円

時給
1,289円～
1,429円

保健師 いの町役場 高知県吾川郡いの町１７００－１ 雇用・公災・
健康・厚生

保健師

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

月給１８９，４９６円～
２１０，１８０円

時給
1,289円～
1,429円

《急募》文旦の交配
（臨時）

合同会社　九一左衛門 高知県土佐市積善寺１３３３ 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

日給８，０００円～
８，０００円

13日間
96,000円～
96,000円

一般事務 池田紙業　株式会社 高知県吾川郡いの町波川３６７ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

℡ 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）
59歳以下 (1)7時30分～16時00分

150,000円～170,000円 (2)12時00分～20時30分

TEL 088-856-0007 （従業員数 21人 ）

正社員 39050- 1020321 就業場所 高知県土佐市

時給

不問 (1)8時00分～11時00分

900円～900円 (2)11時00分～14時00分

TEL 088-856-0007 （従業員数 21人 ）

パート労働者 39050- 1021621 就業場所

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)7時00分～15時30分

170,000円～200,000円 (2)9時00分～17時30分

(3)12時30分～21時00分
TEL 088-856-0007 （従業員数 21人 ）

正社員 39050- 1022921 就業場所 高知県土佐市

時給

不問 (1)6時30分～9時30分

1,000円～1,000円 (2)9時30分～14時00分

TEL 088-856-0007 （従業員数 21人 ）

パート労働者 39050- 1023121 就業場所

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)9時00分～17時30分

160,000円～160,000円

TEL 088-856-0007 （従業員数 21人 ）

正社員 39050- 1024021 就業場所 高知県土佐市

月給 変形（1年単位）
不問 (1)9時15分～18時15分

190,000円～250,000円 (2)10時30分～19時30分

(3)12時00分～21時00分
TEL 088-893-1500 （従業員数 9人 ）

正社員 39050- 1025721 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)9時30分～18時00分

144,500円～160,000円 (2)11時30分～20時00分

(3)13時45分～22時15分
TEL 080-7837-3002 （従業員数 50人 ）

正社員 39050-  966221 就業場所 高知県吾川郡いの町

不問 (1)8時00分～17時00分

TEL 000-0000-0000 （従業員数 3人 ）

正社員 39050-  967521 就業場所

時給

不問

820円～1,000円

TEL 000-0000-0000 （従業員数 3人 ）

パート労働者 39050-  968421 就業場所

変形（1年単位）
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-  969321 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30分

174,200円～209,200円

TEL 0887-52-8166 （従業員数 16人 ）

正社員 39050-  970121 就業場所 高知県吾川郡いの町

不問 (1)9時00分～17時00分

TEL 000-0000-0000 （従業員数 34人 ）

正社員以外 39050-  971021 就業場所 高知県高岡郡日高村

時給

不問 (1)8時30分～12時30分

850円～950円

TEL 088-852-2131 （従業員数 150人 ）

パート労働者 39050-  972721 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.1

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

フロアサービス
（ヴィラサントリー
ニ）

Ｂｌａｎｃ　Ｂｌｅｕ
株式会社

高知県土佐市宇佐町竜５９９－６ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

　　4月8日号

フロアサービス（ヴィ
ラサントリーニ）

Ｂｌａｎｃ　Ｂｌｅｕ
株式会社

高知県土佐市宇佐町竜５９９－６ 労災

雇用期間の定めなし 不問

【経験者】調理（ヴィ
ラサントリーニ）

Ｂｌａｎｃ　Ｂｌｅｕ
株式会社

高知県土佐市宇佐町竜５９９－６ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

朝食調理（ヴィラサン
トリーニ）

Ｂｌａｎｃ　Ｂｌｅｕ
株式会社

高知県土佐市宇佐町竜５９９－６ 労災

雇用期間の定めなし 不問

調理（ヴィラサント
リーニ）

Ｂｌａｎｃ　Ｂｌｅｕ
株式会社

高知県土佐市宇佐町竜５９９－６ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

ａｕショップ内での接
客業務

（有）ディーエーアイ 高知県吾川郡いの町２０５ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

スポーツトレーナー 医療法人　博恵会　町
田整形外科

高知県吾川郡いの町天王南１丁目６
－３

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

一般事務員 ケーワイエム建設　北
岡幸三

高知県高知市春野町弘岡下３９番地
３

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

時給８２０円～
１，２００円

月あたり
131,200円～
192,000円

一般事務員 ケーワイエム建設　北
岡幸三

高知県高知市春野町弘岡下３９番地
３

労災

雇用期間の定めなし 不問

作業員 ケーワイエム建設　北
岡幸三

高知県高知市春野町弘岡下３９番地
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

日給８，０００円～
１５，０００円

月あたり
184,000円～
345,000円

相談員 株式会社　いろは 高知県吾川郡いの町波川６６４－１ 雇用・労災・
健康・厚生

介護福祉士

社会福祉士
雇用期間の定めなし 不問

介護支援専門員（ケ
アマネージャー）

ミニトマトに係る農作
業

株式会社　イチネン高
知日高村農園

高知県高岡郡日高村本郷４１１－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

時給８２０円～
８５０円

月あたり
121,688円～
126,140円

受付 医療法人　広正会　井
上病院

高知県土佐市高岡町甲２０４４ 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）


