
表

年齢・
就業時間

不問 (1)8時40分～17時40分

TEL 088-852-6633 （従業員数 60人 ）

正社員以外 39050- 2183221 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)7時00分～16時00分

161,600円～161,600円 (2)8時30分～17時30分

(3)10時00分～19時00分
TEL 088-854-0231 （従業員数 55人 ）

正社員以外 39050- 2184521 就業場所

月給

不問 (1)8時00分～17時00分

170,000円～170,000円

TEL 088-852-6221 （従業員数 3人 ）

正社員 39050- 2185421 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～59歳 (1)7時00分～16時00分

175,000円～223,000円 (2)8時30分～17時30分

(3)10時00分～19時00分
TEL 088-893-5111 （従業員数 49人 ）

正社員 39050- 2179621 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)5時00分～8時00分

156,000円～217,500円 (2)17時00分～20時00分

(3)8時30分～17時00分
TEL 088-856-1060 （従業員数 10人 ）

正社員以外 39050- 2180021 就業場所 高知県土佐市

月給 変形（1年単位）
40歳以下 (1)7時00分～15時30分

147,060円～147,060円 (2)8時00分～16時30分

(3)9時00分～17時30分
TEL 088-892-0126 （従業員数 100人 ）

正社員 39050- 2181721 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 0人 ）

正社員以外 39050- 2175221 就業場所 高知県高知市

時給

不問 (1)9時00分～17時00分

850円～850円

TEL 088-892-0218 （従業員数 39人 ）

パート労働者 39050- 2176521 就業場所

時給

不問

853円～900円

TEL 088-850-5288 （従業員数 20人 ）

パート労働者 39050- 2177421 就業場所

時給

不問 (1)9時00分～15時00分

880円～880円 (2)9時00分～16時00分

TEL 088-854-1005 （従業員数 9人 ）

パート労働者 39050- 2178321 就業場所 高知県土佐市

月給 変形（1年単位）
44歳以下 (1)8時00分～16時55分

153,808円～190,720円

TEL 088-892-1144 （従業員数 13人 ）

正社員 39050- 2171121 就業場所 高知県高岡郡日高村

月給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時00分～16時55分

143,808円～180,720円

TEL 088-892-1144 （従業員数 12人 ）

正社員 39050- 2172021 就業場所 高知県高岡郡日高村

月給 変形（1年単位）
不問 (1)6時00分～14時00分

160,000円～180,000円 (2)14時00分～22時00分

TEL 088-852-3811 （従業員数 40人 ）

正社員以外 39050- 2173721 就業場所 高知県土佐市

月給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

200,000円～300,000円

TEL 088-869-2311 （従業員数 30人 ）

正社員 39050- 2174821 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30分

TEL 090-5272-6085 （従業員数 0人 ）

正社員 39050- 2169421 就業場所

　週間最新求人情報            Ｎo.20

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

棚卸し作業（本社工
場）【急募】（９／１
２～９／３０）

株式会社土佐電子 高知県土佐市高岡町乙６１－１０ 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

　8月26日号

時給１，０００円～
１，０００円

13日間
101,790円～
101,790円

《急募！》　支援員 社会福祉法人くすのき 高知県土佐市蓮池５３３番地 雇用・労災・
健康・厚生

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

一般事務 （株）キッズ 高知県土佐市甲原６８０－２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

介護職「グループホー
ム」

医療法人岡本会　さく
ら病院

高知県吾川郡いの町鹿敷１６２ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

世話人（共同生活援助
ひかりホーム）

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

ホームヘルパー２級

社会福祉士
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
介護福祉士

機械オペレーター （株）近澤製紙所 高知県吾川郡いの町４００３ 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

農作業（胡瓜） 土居　荘八 高知県高知市春野町甲殿７７１－９ その他

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

時給８８０円～
８８０円

月あたり
152,768円～
152,768円

仕上げ加工員 ニヨド印刷（株） 高知県吾川郡いの町４７４－２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

食品製造（シャーベッ
トやアイスクリーム等
の製造）

有限会社高知アイス 高知県吾川郡いの町下八川乙６８３ 労災

雇用期間の定めなし 不問

一般事務 土佐ふれあい協同組合 高知県土佐市高岡町乙６１－１０ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

加工機オペレーター兼
現場作業員（日高工
場）

和光製紙（株） 高知県吾川郡いの町３９３６ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形成

現場作業員（日高工
場）

和光製紙（株） 高知県吾川郡いの町３９３６ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

製造仕上げ工 三和製紙株式会社 高知県土佐市高岡町丙４４３番地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

土木施工管理技術者
（見習い）

有限会社　手箱建設 高知県吾川郡いの町戸中８１－５ 雇用・労災・
健康・厚生・
その他

雇用期間の定めなし 定年を上限

仮設資材の整備 友愛工業　　北沢　勝 高知県高岡郡日高村下分字清水３７
０８　（日建リ－スエ業（株）高知
支店・高知工場内

雇用・労災・
健康・厚生

フォークリフト運転
技能者

雇用期間の定めなし 定年を上限

日給９，０００円～
１０，０００円

月あたり
194,400円～
216,000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）



裏

年齢・
就業時間

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- 2170921 就業場所 高知県高知市

　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.20

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　　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・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

　8月26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）


