
表

年齢・
就業時間

不問 (1)7時30分～16時30分

135,000円～135,000円

TEL 090-2822-3762 （従業員数 0人 ）

正社員以外 39050- 2312111 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 0人 ）

正社員以外 39050- 2313711 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)6時00分～15時00分

177,000円～210,000円 (2)10時00分～19時00分

TEL 088-852-2131 （従業員数 150人 ）

正社員 39050- 2296411 就業場所

時給

不問 (1)13時30分～18時30分

1,071円～1,169円

TEL 088-893-1922 （従業員数 15人 ）

パート労働者 39050- 2302611 就業場所 高知県吾川郡いの町

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～59歳 (1)7時00分～15時00分

189,000円～254,500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- 2305711 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
60歳以下 (1)8時30分～17時30分

145,500円～205,500円 (2)8時30分～12時30分

TEL 088-894-6611 （従業員数 180人 ）

正社員 39050- 2306811 就業場所

時給 交替制あり
不問 (1)8時30分～17時30分

2,000円～2,500円 (2)8時30分～12時30分

TEL 088-894-6611 （従業員数 180人 ）

パート労働者 39050- 2307211 就業場所

18歳～35歳 (1)8時30分～17時30分

TEL 000-0000-0000 （従業員数 4人 ）

正社員 39050- 2308511 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30分～16時45分

159,420円～172,420円

TEL 088-850-3001 （従業員数 37人 ）

正社員 39050- 2309411 就業場所

月給

40歳以下 (1)9時00分～17時30分

190,000円～280,000円

TEL 000-0000-0000 （従業員数 4人 ）

正社員 39050- 2283111 就業場所 高知県吾川郡いの町

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- 2284711 就業場所

月給 変形（1年単位）
35歳以下 (1)8時15分～17時15分

200,000円～300,000円

TEL 0889-24-7878 （従業員数 13人 ）

正社員 39050- 2287511 就業場所

交替制あり
不問 (1)7時30分～16時15分

(2)8時30分～17時15分

TEL 088-893-1922 （従業員数 15人 ）

正社員以外 39050- 2288411 就業場所 高知県吾川郡いの町

時給

不問 (1)7時00分～11時00分

820円～820円

TEL 088-892-0641 （従業員数 5人 ）

パート労働者 39050- 2289011 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)7時00分～16時00分

155,000円～225,000円 (2)8時30分～17時30分

(3)10時01分～19時00分
TEL 088-849-3330 （従業員数 20人 ）

正社員 39050- 2290911 就業場所 高知県高知市

　週間最新求人情報           Ｎo.22

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

農作業（生姜） 合同会社　九一左衛門 高知県土佐市積善寺１３３３ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

　9月10日号

時給１０００円～
１０００円

みかん収穫と搾酢 西本　農園　西本　勲 高知県高知市岩ケ渕１０７ その他

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

時給８５０円～
８５０円

15日間
102,000円～
102,000円

調理員 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

調理師

雇用期間の定めなし 定年を上限

保育士（パート） いの町教育委員会 高知県吾川郡いの町１７００－１ 雇用・労災 保育士

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

介護福祉士 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

介護福祉士

雇用期間の定めなし 定年を上限

事務職 医療法人　永島会　永
井病院

高知県高知市春野町西分２０２７－
３

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

薬剤師 医療法人　永島会　永
井病院

高知県高知市春野町西分２０２７－
３

雇用・労災・
財形

薬剤師

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

現場作業員 株式会社　光照 高知県吾川郡いの町池ノ内１６６４
－３

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１００００円～
１１０００円

月あたり
200,000円～
220,000円

作業員 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

雇用期間の定めなし 定年を上限

営業及び製造 北陽商事株式会社　高
知営業所

高知県吾川郡いの町駅南町６２－４
－１Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生

３級電子機器組立て
技能士

雇用期間の定めなし キャリア形成

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

営業販売 （有）イワイ 高知県高岡郡日高村沖名３６３２－
９

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形成

保育士 いの町教育委員会 高知県吾川郡いの町１７００－１ 雇用・労災・
健康・厚生

保育士

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

日給８３０４円～
９０６６円

月あたり
156,115円～
170,440円

世話人 医療法人　仁新会　石
川記念病院

高知県吾川郡いの町波川７７ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

介護職員【９月２８日
面接・相談会】

有限会社　ユニバース
絆・わかくさ

高知県高知市若草町１－２４ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 法令の規定に
より年齢制限

がある

℡ 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ヶ月単位）
18歳以上 (1)7時00分～16時00分

155,000円～225,000円 (2)8時30分～17時30分

(3)10時00分～19時00分
TEL 088-849-3330 （従業員数 20人 ）

正社員 39050- 2292711 就業場所 高知県高知市

変形（1年単位）
不問 (1)8時00分～17時00分

TEL 000-0000-0000 （従業員数 3人 ）

正社員 39050- 2293811 就業場所 高知県高知市

時給

不問 (1)10時00分～17時00分

1,100円～1,200円

TEL 088-879-0924 （従業員数 57人 ）

パート労働者 39050- 2295511 就業場所 高知県土佐市

時給

不問 (1)8時00分～16時00分

820円～850円

TEL 000-0000-0000 （従業員数 3人 ）

パート労働者 39050- 2276711 就業場所 高知県高知市

時給

不問 (1)9時00分～12時00分

1,200円～1,500円 (2)15時00分～18時00分

(3)8時30分～12時30分
TEL 000-0000-0000 （従業員数 4人 ）

パート労働者 39050- 2281611 就業場所 高知県吾川郡いの町

月給 変形（1年単位）
61歳以下 (1)8時00分～17時00分

175,000円～205,000円

TEL 088-885-4001 （従業員数 18人 ）

正社員 39050- 2219211 就業場所 高知県須崎市

月給 変形（1年単位）
35歳以下 (1)8時00分～17時00分

180,000円～250,000円

TEL 088-844-8998 （従業員数 10人 ）

正社員 39050- 2220011 就業場所

変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

TEL 088-892-3278 （従業員数 16人 ）

正社員 39050- 2221311 就業場所 高知県吾川郡いの町

変形（1年単位）
不問 (1)6時30分～15時30分

TEL 088-852-0308 （従業員数 22人 ）

正社員 39050- 2227211 就業場所

不問 (1)6時00分～15時00分

TEL 088-852-0308 （従業員数 22人 ）

正社員 39050- 2228511 就業場所

時給

不問 (1)10時00分～15時00分

820円～1,000円

TEL 090-4504-1412 （従業員数 2人 ）

パート労働者 39050- 2258911 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時30分～17時30分

160,000円～172,000円

TEL 088-850-2385 （従業員数 14人 ）

正社員以外 39050- 2259111 就業場所 高知県土佐市

　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.22

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

介護職員【９月２８日
面接・相談会】

有限会社　ユニバース
絆・いしだて

高知県高知市東城山町１１５－５ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 法令の規定に
より年齢制限

がある

　9月10日号

運転手【急募】 濱田運送 高知県高知市春野町秋山１８１３ 雇用・労災・
健康・厚生

大型自動車免許

玉掛技能者
雇用期間の定めなし 不問

移動式クレーン運転
士

日給９０００円～
１００００円

月あたり
207,900円～
231,000円

コールセンターオペ
レーター業務【短期ス
タッフ】

株式会社　ＮＩＣ土佐
コンタクトセンター

高知県土佐市高岡町甲７０６番地５ 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

園芸作業員 上田　正則 高知県高知市春野町芳原２１２６ 労災

雇用期間の定めなし 不問

看護職 大国町内科クリニック 高知県吾川郡いの町大国町１０１ 労災 看護師

准看護師
雇用期間の定めなし 不問

機械工（須崎工場） 森精機器（株）吾北工
場

高知県吾川郡いの町下八川丁３７７
０

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

土木作業員 吉岡工栄　株式会社 高知県高知市鴨部１丁目１０－２７ 雇用・労災・
健康・厚生

準中型自動車免許

中型自動車免許
雇用期間の定めなし キャリア形成

施工図作成 （有）伊藤鉄工所 高知県吾川郡いの町枝川４１８４－
５

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

日給７０００円～
１００００円

月あたり
161,700円～
231,000円

配送作業 （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

５トン限定準中型自
動車免許

雇用期間の定めなし 不問

時給８５０円～
８５０円

月あたり
146,880円～
146,880円

豆腐等の製造、機械管
理

（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 不問

時給８５０円～
８５０円

月あたり
146,880円～
146,880円

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

支援業務 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

℡ 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）


