
表

年齢・
就業時間

月給 交替制あり
64歳以下 (1)8時30分～17時30分

190,000円～215,000円 (2)5時30分～14時30分

(3)10時30分～19時30分
TEL 088-855-5403 （従業員数 75人 ）

正社員 39050- 1682221 就業場所

変形（1ヶ月単位）
不問 (1)5時15分～14時15分

(2)6時30分～15時30分

(3)8時15分～17時15分
TEL 088-852-2200 （従業員数 126人 ）

正社員以外 39050- 1683521 就業場所 高知県土佐市

不問 (1)8時00分～16時00分

TEL 088-852-2555 （従業員数 9人 ）

正社員 39050- 1684421 就業場所 高知県土佐市

時給

59歳以下

1,500円～1,800円

TEL 000-0000-0000 （従業員数 8人 ）

パート労働者 39050- 1685321 就業場所

月給 交替制あり
59歳以下 (1)8時30分～17時15分

160,500円～160,500円 (2)12時15分～21時00分

TEL 088-841-3105 （従業員数 9人 ）

正社員以外 39050- 1675521 就業場所 高知県高知市

月給

不問 (1)8時30分～17時00分

147,900円～186,400円

TEL 0889-24-5306 （従業員数 24人 ）

正社員以外 39050- 1676421 就業場所 高知県高知市

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

TEL 088-852-0308 （従業員数 22人 ）

正社員 39050- 1678621 就業場所

変形（1年単位）
40歳以下 (1)8時40分～17時40分

TEL 088-821-8021 （従業員数 64人 ）

正社員以外 39050- 1679921 就業場所 高知県土佐市

月給 変形（1年単位）
40歳以下 (1)8時40分～17時40分

175,000円～250,000円

TEL 088-850-2600 （従業員数 64人 ）

正社員 39050- 1680721 就業場所 高知県高知市

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)7時00分～16時00分

172,000円～206,000円 (2)12時00分～21時00分

TEL 088-856-0007 （従業員数 21人 ）

正社員 39050- 1668421 就業場所 高知県土佐市

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)7時00分～16時00分

160,000円～180,000円 (2)12時00分～21時00分

TEL 088-856-0007 （従業員数 21人 ）

正社員 39050- 1669321 就業場所 高知県土佐市

時給

不問 (1)8時30分～16時30分

820円～820円

TEL 070-4475-1937 （従業員数 0人 ）

パート労働者 39050- 1670121 就業場所 高知県南国市

時給

64歳以下 (1)9時00分～16時00分

900円～900円

TEL 088-892-1144 （従業員数 13人 ）

パート労働者 39050- 1671021 就業場所 高知県高岡郡日高村

不問 (1)9時00分～17時00分

TEL 088-852-7603 （従業員数 23人 ）

パート労働者 39050- 1672721 就業場所 高知県土佐市

時給

64歳以下

850円～900円

TEL 088-850-5288 （従業員数 10人 ）

パート労働者 39050- 1673821 就業場所 高知県高知市

カフェスタッフ 有限会社高知アイス 高知県吾川郡いの町下八川乙６８３ 雇用・労災 調理師

食品衛生管理者
雇用期間の定めなし 定年を上限

一般事務職員（会計年
度任用職員パートタイ
ム）

土佐市役所 高知県土佐市高岡町甲２０１７－１ 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
934円～
991円

仕上げ作業員　（日高
工場）《急募》

和光製紙（株） 高知県吾川郡いの町３９３６ 労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

ピーマンに係る農作業
【７月７日・１５日面
接会】

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 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

レストランサービス
（フロント兼務）
（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

ソムリエ

雇用期間の定めなし 定年を上限

調理補助　（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

調理師

雇用期間の定めなし 定年を上限

電子部品組立（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・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形成

加工・検査業務（高岡
事業部）

（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９００円～
９００円

月あたり
146,577円～
146,577円

一般事務 （株）青木食品 高知県土佐市高岡町甲７３９－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

時給８５０円～
８５０円

月あたり
139,400円～
139,400円

事務補助　　臨時的任
用職員

高知県立日高特別支援
学校

高知県高岡郡日高村下分６０ 雇用・公災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

管理・運営【水泳場】 公益財団法人　高知県
スポーツ振興財団

高知県高知市春野町芳原２４８５番
地

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

看護師（正・准） 土佐やまもと眼科 高知県土佐市高岡町乙５１番２ 労災 看護師

准看護師
雇用期間の定めなし 定年を上限

型枠大工（見習い可） 株式会社　芝土木 高知県土佐市蓮池８２５－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

準中型自動車免許

雇用期間の定めなし 不問

日給９，５００円～
１３，０００円

月あたり
232,750円～
318,500円

調理員（とさの里） 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 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７，２０８円～
７，２０８円

月あたり
150,543円～
150,543円

　週間最新求人情報           Ｎo.11

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

栄養士 社会福祉法人　正晴会
特別養護老人ホーム
さくら

高知県土佐市高岡町甲９６９－１ 雇用・労災・
健康・厚生

栄養士

雇用期間の定めなし 定年を上限

　6月24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ヶ月単位）
18歳以上 (1)7時00分～22時30分

(2)8時00分～0時00分

(3)9時00分～1時00分
TEL 088-852-1237 （従業員数 20人 ）

正社員 39050- 1674221 就業場所 高知県土佐市

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)9時00分～17時15分

193,389円～226,733円

TEL 088-850-3001 （従業員数 37人 ）

正社員 39050- 1664721 就業場所

月給 変形（1年単位）
不問 (1)8時00分～17時00分

280,000円～350,000円

TEL 090-5717-8841 （従業員数 1人 ）

正社員 39050- 1666221 就業場所 高知県吾川郡いの町

時給

不問 (1)8時00分～16時00分

900円～1,000円

TEL 088-850-2385 （従業員数 14人 ）

パート労働者 39050- 1667521 就業場所 高知県土佐市

月給

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

183,000円～253,000円

TEL 088-856-5511 （従業員数 14人 ）

正社員 39050- 1653621 就業場所

月給

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

177,000円～260,000円

TEL 088-856-5511 （従業員数 18人 ）

正社員 39050- 1654921 就業場所 高知県土佐市

時給

59歳以下

1,000円～1,500円

TEL 088-856-5511 （従業員数 14人 ）

パート労働者 39050- 1655121 就業場所 高知県土佐市

時給

59歳以下

1,000円～1,500円

TEL 088-856-5511 （従業員数 13人 ）

パート労働者 39050- 1656021 就業場所 高知県須崎市

変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)17時00分～9時00分

TEL 088-892-4976 （従業員数 9人 ）

パート労働者 39050- 1657721 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～900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- 1658821 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 15人 ）

パート労働者 39050- 1659221 就業場所 高知県高知市

変形（1年単位）
35歳以下 (1)8時00分～17時30分

TEL 000-0000-0000 （従業員数 5人 ）

正社員 39050- 1660621 就業場所

月給

18歳～64歳 (1)7時00分～16時00分

169,000円～203,000円 (2)8時30分～17時30分

(3)10時00分～19時00分
TEL 088-855-5403 （従業員数 75人 ）

正社員 39050- 1663021 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

介護職員 社会福祉法人　正晴会
特別養護老人ホーム
さくら

高知県土佐市高岡町甲９６９－１ 雇用・労災・
健康・厚生

介護職員初任者研修
修了者

雇用期間の定めなし 定年を上限

システムバス・システ
ムキッチン工事

有限会社　片岡総合建
築

高知県土佐市中島２０６－５ 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

日給８，０００円～
１０，０００円

月あたり
172,800円～
216,000円

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

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

夜間介護職【小規模多
機能えだがわ】

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 労災 介護職員初任者研修
修了者

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１４，０００円～
１４，０００円

時給
1,000円～
1,000円

介護職員（ヘルパース
テーションすまいる須
崎）

有限会社　四国総合介
護システム

高知県土佐市高岡町乙３２３４一１ 労災 ホームヘルパー２級

介護職員初任者研修
修了者雇用期間の定めなし 定年を上限

介護職員（ホームヘル
パー）

有限会社　四国総合介
護システム

高知県土佐市高岡町乙３２３４一１ 労災 ホームヘルパー２級

介護職員初任者研修
修了者雇用期間の定めなし 定年を上限

《急募》看護師（正・
准）（日勤のみ）

有限会社　四国総合介
護システム

高知県土佐市高岡町乙３２３４一１ 雇用・労災・
健康・厚生

看護師

准看護師
雇用期間の定めなし 定年を上限

介護支援専門員 有限会社　四国総合介
護システム

高知県土佐市高岡町乙３２３４一１ 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

事務員 社会福祉法人　太陽福
祉会

高知県土佐市波介１２７６－４ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

作業員 高知ボーリング株式会
社

高知県吾川郡いの町枝川３４１２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

ルート配送（正社員） 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

準中型自動車免許

８トン限定中型自動
車免許雇用期間の定めなし 定年を上限

　週間最新求人情報            Ｎo.11

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

ハイヤー運転手 土佐市観光（有） 高知県土佐市高岡町乙２６７０－１ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車第二種免
許

大型自動車第二種免
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

　6月24日号

時給８２０円～
８２０円

月あたり
141,860円～
141,860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）


