
表

年齢・
就業時間

月給

30歳以下 (1)8時30分～17時30分

150,000円～170,000円

TEL 088-894-4455 （従業員数 9人 ）

正社員 39050- 2891311 就業場所 高知県高知市

月給 交替制あり
69歳以下 (1)7時00分～16時00分

150,000円～150,000円 (2)8時00分～17時00分

(3)9時00分～18時00分
TEL 088-856-0016 （従業員数 4人 ）

正社員 39050- 2892611 就業場所 高知県土佐市

月給

59歳以下 (1)7時45分～16時00分

210,000円～270,000円 (2)8時15分～12時00分

TEL 088-852-2939 （従業員数 7人 ）

正社員 39050- 2893911 就業場所 高知県土佐市

44歳以下 (1)7時35分～16時40分

TEL 088-852-0827 （従業員数 17人 ）

正社員 39050- 2883311 就業場所

不問 (1)6時00分～15時00分

(2)8時00分～17時00分

TEL 088-893-1414 （従業員数 11人 ）

正社員以外 39050- 2884611 就業場所 高知県吾川郡いの町

時給

59歳以下 (1)8時40分～15時40分

820円～820円

TEL 088-842-0500 （従業員数 62人 ）

パート労働者 39050- 2885911 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50分～17時00分

213,200円～292,000円 (2)8時50分～12時30分

TEL 088-852-2131 （従業員数 150人 ）

正社員 39050- 2886111 就業場所

月給 交替制あり
59歳以下 (1)7時00分～16時00分

157,000円～216,400円 (2)9時00分～18時00分

TEL 088-844-1313 （従業員数 18人 ）

正社員 39050- 2887711 就業場所 高知県高知市 厚生

時給

不問 (1)10時00分～13時00分

820円～1,000円

TEL 000-0000-0000 （従業員数 3人 ）

パート労働者 39050- 2888811 就業場所

時給

不問

1,100円～1,300円

TEL 088-894-3572 （従業員数 44人 ）

パート労働者 39050- 2889211 就業場所 高知県高知市

時給

不問 (1)9時30分～13時30分

991円～991円

TEL 088-894-3572 （従業員数 44人 ）

パート労働者 39050- 2890011 就業場所 高知県高知市

月給 交替制あり
64歳以下 (1)9時00分～18時00分

180,000円～200,000円 (2)9時30分～18時30分

(3)10時00分～19時00分
TEL 000-0000-0000 （従業員数 0人 ）

正社員 39050- 2874011 就業場所 高知県土佐市

64歳以下 (1)9時00分～18時00分

TEL 000-0000-0000 （従業員数 0人 ）

パート労働者 39050- 2875311 就業場所 高知県土佐市

変形（1ヶ月単位）
18歳～44歳 (1)8時00分～17時00分

TEL 088-893-1414 （従業員数 11人 ）

正社員 39050- 2876611 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)7時00分～16時00分

165,000円～210,000円

TEL 088-856-0154 （従業員数 25人 ）

正社員 39050- 2877911 就業場所

　週間最新求人情報           Ｎo.33

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

消防・防災用品、機器
の販売、修理、点検

株式会社　中村防災
サービス

高知県高知市春野町仁ノ１５４９ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形成

11月26日号

石油販売員 （有）浜田石油店 高知県土佐市宇佐町宇佐３１５９－
７９

雇用・労災・
健康・厚生

危険物取扱者（乙
種）

雇用期間の定めなし 定年を上限

作業員 株式会社　ウエケン道
路

高知県土佐市高岡町甲９８４－３
市営住宅高岡２号団地２４号

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

工場作業員 金子木工所 高知県土佐市高岡町丙２７７ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形成

日給８，０００円～
８，０００円

月あたり
163,200円～
163,200円

大型運転手・作業 株式会社　井上興業 高知県吾川郡いの町大内２７２７－
１

雇用・労災・
健康・厚生

大型自動車免許

雇用期間の定めなし 不問

日給９，０００円～
１１，０００円

月あたり
188,100円～
229,900円

加工・検査業務（高知
南事業部）

（株）土佐電子 高知県土佐市高岡町乙６１－１０ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

正看護師（外来勤務：
中途採用）

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 定年を上限

生活相談員 高知新聞社会福祉事業
団

高知県高知市朝倉丙１６４４－１ 雇用・労災・
健康・厚生

社会福祉士

精神保健福祉士
雇用期間の定めなし 定年を上限

介護福祉士

コインランドリース
タッフ

株式会社　やまもも商
事

高知県高知市鴨部３丁目２５番１８
号

労災

雇用期間の定めなし 不問

訪問介護 （社福）高知市社会福
祉協議会　介護セン
ターあじさい会館

高知県高知市春野町西分１－１ 労災 ホームヘルパー２級

原動機付自転車免許
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

介護職員（デイサービ
ス）

（社福）高知市社会福
祉協議会　介護セン
ターあじさい会館

高知県高知市春野町西分１－１ 労災 ホームヘルパー２級

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

児童支援員（新規開
設）

株式会社　わかば 高知県土佐市波介１４７８－２０ 健康・厚生 保育士

幼稚園教諭免許（専
修・１種・２種）雇用期間の定めなし 定年を上限

小学校教諭免許（専
修・１種・２種）

児童支援員（新規開
設）

株式会社　わかば 高知県土佐市波介１４７８－２０ その他 保育士

幼稚園教諭免許（専
修・１種・２種）雇用期間の定めなし 定年を上限

小学校教諭免許（専
修・１種・２種）

日給７，５００円～
８，０００円

時給
937円～
1,000円

鉄筋工 株式会社　井上興業 高知県吾川郡いの町大内２７２７－
１

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 法令の規定に
より年齢制限

がある

日給８，５００円～
１２，０００円

月あたり
199,750円～
282,000円

調理（惣菜）・鮮魚 株式会社　宇佐ショッ
ピングセンター

高知県土佐市宇佐町宇佐１６８９番
地５

雇用・労災・
健康・厚生

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）
44歳以下 (1)8時00分～17時00分

190,000円～250,000円

TEL 088-855-5845 （従業員数 5人 ）

正社員 39050- 2878111 就業場所 高知県土佐市

月給

不問 (1)8時00分～17時00分

200,000円～320,000円

TEL 088-894-4975 （従業員数 9人 ）

正社員 39050- 2879711 就業場所

変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時20分～17時20分

TEL 0889-24-5320 （従業員数 53人 ）

正社員 39050- 2880511 就業場所 高知県高岡郡日高村

変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時20分～17時20分

TEL 0889-24-5320 （従業員数 53人 ）

正社員 39050- 2881411 就業場所 高知県高岡郡日高村

月給 変形（1年単位）
不問 (1)8時00分～17時00分

160,000円～330,000円

TEL 000-0000-0000 （従業員数 7人 ）

正社員 39050- 2882011 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00分

170,000円～250,000円

TEL 088-852-4331 （従業員数 7人 ）

正社員 39050- 2870811 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

170,000円～250,000円

TEL 088-852-4331 （従業員数 7人 ）

正社員 39050- 2871211 就業場所

時給

不問 (1)8時00分～12時00分

850円～850円 (2)8時00分～11時00分

TEL 088-844-3188 （従業員数 33人 ）

パート労働者 39050- 2872511 就業場所

時給

不問

1,100円～1,500円

TEL 088-840-8331 （従業員数 3人 ）

パート労働者 39050- 2873411 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.33

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・作業 浜田テクニカルサービ
ス

高知県土佐市高岡町丙５９５－３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形成

11月26日号

長距離トラック運転手
《経験者》

有限会社　セイコ一物
流

高知県高知市春野町西分１４３８番
地１

雇用・労災・
健康・厚生

準中型自動車免許

雇用期間の定めなし 不問

【急募】紙加工 刈谷紙工（株） 高知県高岡郡日高村沖名５３９－１
３

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

日給７，０００円～
７，０００円

月あたり
151,200円～
151,200円

【急募】紙加工・仕上
げ

刈谷紙工（株） 高知県高岡郡日高村沖名５３９－１
３

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

日給７，０００円～
７，０００円

月あたり
151,200円～
151,200円

作業員 株式会社　小川組 高知県吾川郡いの町加田１６８４番
地２

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

機械加工作業員 （有）徳弘鉄工 高知県土佐市高岡町丁１０１－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

製缶エ （有）徳弘鉄工 高知県土佐市高岡町丁１０１－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

清掃業務 株式会社高知自動車協
会　高知自動車学校

高知県高知市本宮町２２３ 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

歯科衛生士 前田歯科医院 高知県高知市朝倉西町２丁目１６番
１２号　アーネスト針木２１７

労災 歯科衛生士

雇用期間の定めなし 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）


