
表

年齢・
就業時間

時給

不問

850円～900円

TEL 088-850-3113 （従業員数 15人 ）

パート労働者 39050- 2282201 就業場所高知県高知市

時給

不問

850円～850円

TEL 088-850-3113 （従業員数 8人 ）

パート労働者 39050- 2283501 就業場所高知県吾川郡いの町

時給

不問 (1)8時00分～15時00分
850円～850円 (2)10時00分～17時00分

(3)17時00分～21時00分
TEL 088-850-3113 （従業員数 5人 ）

パート労働者 39050- 2284001 就業場所高知県高知市

時給

不問

800円～800円

TEL 088-850-3113 （従業員数 5人 ）

パート労働者 39050- 2285301 就業場所高知県高知市

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

160,000円～160,000円 (2)9時00分～18時00分

TEL 088-850-3113 （従業員数 6人 ）

正社員 39050- 2286601 就業場所高知県高知市

月給

59歳以下 (1)8時00分～17時00分
155,000円～175,000円

TEL 088-855-7232 （従業員数 4人 ）

正社員 39050- 2287901 就業場所高知県高知市

変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)7時30分～21時30分

(2)9時30分～22時30分

TEL 088-803-2228 （従業員数 8人 ）

正社員 39050- 2289401 就業場所

時給

不問

1,150円～1,950円

TEL 088-850-3888 （従業員数 11人 ）

パート労働者 39050- 2281801 就業場所高知県土佐市

時給

不問 (1)9時00分～16時00分
800円～800円

TEL 0889-24-5885 （従業員数 11人 ）

パート労働者 39050- 2268001 就業場所

変形（1年単位）
不問 (1)8時30分～17時30分

TEL 0889-24-5885 （従業員数 11人 ）

正社員 39050- 2269301 就業場所

時給

不問 (1)7時00分～12時00分
792円～792円

TEL 000-0000-0000（従業員数 2人 ）

パート労働者 39050- 2270101 就業場所

40歳以下 (1)7時00分～16時00分
(2)8時00分～17時00分

TEL 090-4508-7176（従業員数 4人 ）

正社員 39050- 2271401 就業場所高知県高知市

時給

不問 (1)8時30分～15時30分
820円～900円

TEL 088-852-0307 （従業員数 13人 ）

パート労働者 39050- 2272701 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～59歳 (1)8時00分～16時00分

181,000円～280,000円 (2)8時50分～17時00分
(3)11時00分～19時00分

TEL 088-852-2131 （従業員数 150人 ）

正社員 39050- 2273801 就業場所

時給

不問

850円～1,200円

TEL 090-4508-7176（従業員数 4人 ）

パート労働者 39050- 2274201 就業場所高知県高知市

農作業 土居農園　土居聖也 高知県高知市春野町南ケ丘７丁目１
５－１４

労災

雇用期間の定めなし 不問

看護師（正） 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

看護師

雇用期間の定めなし 法令の規定に
より年齢制限

がある

製造補助 （有）森澤食品 高知県土佐市高岡町丙６６６番地－
１

雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

農作業 土居農園　土居聖也 高知県高知市春野町南ケ丘７丁目１
５－１４

雇用・労災

雇用期間の定めなし キャリア形成

時給８５０円～
１２００円

月あたり
166,600円～
235,200円

農作業（ピーマンの収
穫等）

久保農園　久保　健次 高知県土佐市宇佐町宇佐１８１６ 労災

雇用期間の定めなし 不問

《急募》オペレーター （有）仁淀グラビア
日高工場

高知県高岡郡日高村下分３７０２－
２　清水工業団地内

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

日給７０００円～
１００００円

月あたり
151,200円～
216,000円

《急募》製袋作業 （有）仁淀グラビア
日高工場

高知県高岡郡日高村下分３７０２－
２　清水工業団地内

労災

雇用期間の定めなし 不問

訪問介護 特定非営利活動法人
宇佐在宅介護センタ一

高知県土佐市宇佐町宇佐３９８番地
５

雇用・労災 ホームヘルパー２級

原動機付自転車免許
雇用期間の定めなし 不問

乗務員 有限会社あじさいタク
シー

高知県高知市春野町西分２６６２番
地

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車第二種免
許

雇用期間の定めなし 法令の規定に
より年齢制限

がある

その他１２６７２０円～
１３７０１６円

月あたり
126,720円～
137,016円

介護職 株式会社　ほのぼの 高知県高知市春野町東諸木３４１６
番地

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

≪急募≫食品製造ス
タッフ

（有）スタジオ　オカ
ムラ

高知県高知市春野町弘岡下２８６９
－１

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

食品製造スタッフ （有）スタジオ　オカ
ムラ

高知県高知市春野町弘岡下２８６９
－１

労災

雇用期間の定めなし 不問

ホール及びキッチンス
タッフ　（卸団地店）

（有）スタジオ　オカ
ムラ

高知県高知市春野町弘岡下２８６９
－１

労災

雇用期間の定めなし 不問

接客、販売（ハーベス
トいの店）

（有）スタジオ　オカ
ムラ

高知県高知市春野町弘岡下２８６９
－１

労災

雇用期間の定めなし 不問

　週間最新求人情報              Ｎo.24

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

キッチンスタッフ
（本店）

（有）スタジオ　オカ
ムラ

高知県高知市春野町弘岡下２８６９
－１

労災

雇用期間の定めなし 不問

9月18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

変形（1年単位）
不問

TEL 088-892-1414 （従業員数 28人 ）

正社員以外 39050- 2275501 就業場所

時給

不問

900円～950円

TEL 000-0000-0000（従業員数 4人 ）

パート労働者 39050- 2276001 就業場所高知県高岡郡日高村

時給 交替制あり
不問 (1)6時30分～9時30分

950円～950円 (2)6時30分～12時30分
(3)12時00分～18時00分

TEL 088-894-5100 （従業員数 6人 ）

パート労働者 39050- 2262101 就業場所高知県高知市

不問 (1)8時30分～17時15分

TEL 088-892-0515 （従業員数 10人 ）

正社員以外 39050- 2265801 就業場所高知県吾川郡いの町

時給

不問

850円～1,000円

TEL 088-892-0814 （従業員数 10人 ）

パート労働者 39050- 2266201 就業場所高知県吾川郡いの町

変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

TEL 000-0000-0000（従業員数 3人 ）

正社員 39050- 2267501 就業場所

時給

不問 (1)7時00分～9時00分
923円～1,025円 (2)11時00分～13時00分

(3)17時00分～19時00分
TEL 088-852-2200 （従業員数 284人 ）

パート労働者 39050- 2277301 就業場所

不問 (1)8時00分～17時00分

TEL 000-0000-0000（従業員数 2人 ）

正社員以外 39050- 2252601 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 2人 ）

正社員以外 39050- 2253901 就業場所高知県土佐市

時給

64歳以下 (1)8時00分～12時00分
790円～790円

TEL 000-0000-0000（従業員数 26人 ）

パート労働者 39050- 2254101 就業場所高知県高知市

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 42人 ）

正社員以外 39050- 2255401 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00分～16時35分

151,965円～172,925円

TEL 088-850-3001 （従業員数 37人 ）

正社員 39050- 2257801 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

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

加工・検査業務（本社
工場）

（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７９３円～
７９３円

月あたり
131,635円～
131,635円

袋詰め作業及び選果作
業

株式会社　トマトの村 高知県高知市春野町西畑３５３ 労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

生姜収穫作業 株式会社　種田農園 高知県土佐市積善寺９６３ 労災・その他

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

時給１０００円～
１２５０円

22日間
176,000円～
220,000円

生姜収穫作業 株式会社　種田農園 高知県土佐市積善寺９６３ 労災・その他

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

時給１２５０円～
１５００円

22日間
220,000円～
264,000円

介護職（食事介助） 社会福祉法人　土佐市
社会福祉事業団

高知県土佐市高岡町甲１７９２－２ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

配管工・土木作業員 有限会社　大創工務店 高知県高知市春野町弘岡中１１８番
地１

健康・厚生 準中型自動車免許

雇用期間の定めなし 定年を上限

日給７０００円～
１２０００円

月あたり
172,900円～
296,400円

荷造り作業 有限会社　森本果樹園 高知県吾川郡いの町小野１７５番地 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

介護 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

介護職員初任者研修
修了者

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

日給７１００円～
７１００円

月あたり
149,810円～
149,810円

生活支援員 社会福祉法人　ねはん
の会　障害福祉サービ
ス事業所　涅槃の家

高知県高知市春野町弘岡下２４５４
－２８

労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

調理・洗い場スタッフ 有限会社　トリプル
エー

高知県高岡郡日高村本村５ー５　土
佐平成福祉会１Ｆ　厨房内

労災

雇用期間の定めなし 不問

　週間最新求人情報              Ｎo.24

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

教習指導員候補【１０
月９日面接・相談会】

株式会社　高知ニュー
ドライバー学院

高知県吾川郡いの町枝川２８２番地 雇用・労災・
健康・厚生

自動二輪車免許

中型自動車免許
雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

9月18日号

時給８９０円～
８９０円

月あたり
153,792円～
153,792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）


