
表

年齢・
就業時間

月給 変形（1ヶ月単位）
40歳以下 (1)9時00分～19時00分

180,000円～180,000円

TEL 088-856-6947 （従業員数 8人 ）

正社員 39050- 1715421 就業場所 高知県高知市

月給

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

165,000円～225,000円 (2)8時00分～17時00分

TEL 088-892-4976 （従業員数 40人 ）

正社員 39050- 1716321 就業場所 高知県吾川郡いの町

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 7人 ）

正社員 39050- 1717621 就業場所 高知県吾川郡いの町

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)8時30分～17時00分

162,000円～276,000円 (2)6時00分～15時00分

(3)13時00分～21時00分
TEL 088-856-1060 （従業員数 20人 ）

正社員以外 39050- 1718921 就業場所 高知県土佐市

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時15分～16時30分

153,919円～179,221円

TEL 088-850-3001 （従業員数 37人 ）

正社員 39050- 1710021 就業場所

月給

不問 (1)8時30分～17時15分

146,100円～152,800円

TEL 088-852-2151 （従業員数 295人 ）

正社員以外 39050- 1711721 就業場所

時給

不問

820円～900円

TEL 088-841-0188 （従業員数 20人 ）

パート労働者 39050- 1699821 就業場所

変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)17時00分～9時00分

TEL 088-841-0188 （従業員数 20人 ）

パート労働者 39050- 1700921 就業場所 高知県高知市

時給

不問

820円～900円

TEL 088-841-0188 （従業員数 22人 ）

パート労働者 39050- 1701121 就業場所 高知県高知市

時給

不問

820円～900円

TEL 088-841-0188 （従業員数 10人 ）

パート労働者 39050- 1702021 就業場所 高知県土佐市

時給

59歳以下

830円～880円

TEL 088-828-5052 （従業員数 18人 ）

パート労働者 39050- 1703721 就業場所

月給 交替制あり
59歳以下 (1)6時00分～15時00分

138,500円～172,900円 (2)6時30分～15時30分

(3)10時30分～19時15分
TEL 080-7992-4272 （従業員数 207人 ）

正社員 39050- 1704821 就業場所

時給

59歳以下 (1)9時30分～16時00分

820円～880円 (2)10時30分～17時00分

(3)9時00分～13時00分
TEL 000-0000-0000 （従業員数 7人 ）

パート労働者 39050- 1705221 就業場所 高知県吾川郡いの町

18歳～64歳 (1)8時00分～17時00分

(2)8時00分～14時30分

TEL 088-856-7139 （従業員数 8人 ）

正社員 39050- 1706521 就業場所 高知県南国市

月給

不問 (1)8時30分～16時30分

126,800円～161,700円 (2)9時00分～17時00分

(3)9時15分～17時15分
TEL 088-892-0515 （従業員数 11人 ）

正社員以外 39050- 1707421 就業場所 高知県吾川郡いの町

　週間最新求人情報            Ｎo.12

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

アイリスト （有）クライム 高知県吾川郡いの町１３６８－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

美容師

雇用期間の定めなし キャリア形成

　7月1日号

介護職（ケアハウス
いの）【夜勤なし】

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

ホームヘルパー２級
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

生活支援員　（障害者
支援施設たかぎ寮）

社会福祉法人　光の村 高知県土佐市新居２７９８－６ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

社会福祉士

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
ホームヘルパー２級

一般事務 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

雇用期間の定めなし 定年を上限

事務職員（会計窓口） 土佐市立　土佐市民病
院

高知県土佐市高岡町甲１８６７ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

《急募》介護職員（春
の森）

（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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

《急募》介護職員
（ほっと館）《夜勤》

（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

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

その他１０，０００円～
１２，０００円

時給
869円～
1,043円

《急募》介護職員
（ほっと館）

（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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

《急募》介護職員（と
さの森）

（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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

リハビリ助手 （医）恵水会　（ひろ
せ整形外科リハビリ
テーションクリニッ
ク・アクアメディカル
フィットネスクラブ）

高知県土佐市蓮池１００４－１ 労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

調理 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

雇用期間の定めなし 定年を上限

調剤薬局の業務補助 （有）クリスプロジェ
クト

高知県吾川郡いの町新町２６番地 雇用・労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

型枠大工 有限会社　小笠原技建 高知県高知市春野町弘岡上３２６３
番地

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

日給８，０００円～
１２，０００円

月あたり
204,000円～
306,000円

事務補助 社会福祉法人　いの町
社会福祉協議会

高知県吾川郡いの町１４００番地
すこやかセンター伊野内

雇用・労災・
健康・厚生

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）



裏

年齢・
就業時間

月給

不問 (1)8時30分～16時30分

126,800円～161,700円 (2)9時00分～17時00分

(3)9時15分～17時15分
TEL 088-892-0515 （従業員数 5人 ）

正社員以外 39050- 1708321 就業場所 高知県吾川郡いの町

時給

不問 (1)9時00分～18時00分

900円～900円

TEL 090-6337-2536 （従業員数 2人 ）

パート労働者 39050- 1709621 就業場所

不問 (1)8時30分～16時30分

(2)8時30分～12時00分

TEL 088-875-1771 （従業員数 35人 ）

正社員 39050- 1694621 就業場所

月給

不問 (1)8時30分～17時30分

248,200円～293,200円

TEL 0887-52-8166 （従業員数 7人 ）

正社員 39050- 1695921 就業場所 高知県吾川郡いの町

月給

不問 (1)8時30分～17時30分

248,200円～293,200円

TEL 0887-52-8166 （従業員数 8人 ）

正社員 39050- 1696121 就業場所 高知県香美市

不問

TEL 0889-24-4647 （従業員数 100人 ）

パート労働者 39050- 1697021 就業場所

月給

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

190,000円～220,000円

TEL 088-892-4976 （従業員数 17人 ）

正社員 39050- 1686621 就業場所 高知県吾川郡いの町

時給

不問 (1)10時00分～15時00分

900円～1,200円

TEL 090-4504-1412 （従業員数 2人 ）

パート労働者 39050- 1687921 就業場所

時給

不問 (1)10時00分～15時00分

900円～1,200円

TEL 090-4504-1412 （従業員数 2人 ）

パート労働者 39050- 1688121 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

160,000円～190,000円 (2)10時00分～19時00分

TEL 0889-24-5131 （従業員数 11人 ）

正社員 39050- 1689021 就業場所 高知県高岡郡日高村

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)7時00分～16時00分

180,000円～250,000円 (2)8時00分～17時00分

TEL 0889-24-5131 （従業員数 11人 ）

正社員 39050- 1690221 就業場所 高知県高岡郡日高村

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)9時00分～18時00分

165,000円～185,000円

TEL 0889-24-5131 （従業員数 28人 ）

正社員 39050- 1692421 就業場所 高知県高岡郡日高村

不問 (1)8時00分～17時00分

TEL 0889-24-5131 （従業員数 77人 ）

正社員以外 39050- 1693321 就業場所 高知県高岡郡日高村

　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.12

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

事務補助 社会福祉法人　いの町
社会福祉協議会

高知県吾川郡いの町１４００番地
すこやかセンター伊野内

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

　7月1日号

アオノリの陸上養殖作
業員

合同会社　シーベジタ
ブル　春野

高知県高知市春野町甲殿２９９４号
１９番　春野漁港内

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

事務職 朝倉ハイヤー　有限会
社

高知県高知市福井町１７２８－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

時給８８０円～
８８０円

月あたり
135,520円～
135,520円

訪問看護師・管理者
※急募

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

看護師

雇用期間の定めなし 不問

訪問看護師・管理者
※急募

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

看護師

雇用期間の定めなし 不問

事務職（産業環境課）
（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・
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～
１３６，０２５円

時給
942円～
971円

看護職（小規模壽幸
園）

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

看護師

雇用期間の定めなし 定年を上限

犬の世話係 ドッグ　ギャラリー 高知県高知市春野町森山７９４ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

犬の世話係（土・日曜
日休み）

ドッグ　ギャラリー 高知県高知市春野町森山７９４ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

さつま芋菓子の店舗販
売・製造補助業務

澁谷食品　株式会社 高知県高岡郡日高村本郷７１６ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

芋屋金次郎の洋菓子製
造スタッフ

澁谷食品　株式会社 高知県高岡郡日高村本郷７１６ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

さつま芋菓子の通信販
売業務

澁谷食品　株式会社 高知県高岡郡日高村本郷７１６ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

さつま芋菓子の製造・
包装ライン業務

澁谷食品　株式会社 高知県高岡郡日高村本郷７１６ 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６，５６８円～
６，５６８円～

月あたり
141,868円～
141,868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）


