
表

年齢・
就業時間

変形（1年単位）
44歳以下 (1)8時00分～16時30分

TEL 088-897-0036 （従業員数 19人 ）

正社員以外 39050- 2248801 就業場所高知県吾川郡いの町

時給 交替制あり
不問

800円～1,000円

TEL 088-850-2385 （従業員数 15人 ）

パート労働者 39050- 2250001 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

133,000円～173,000円

TEL 088-850-2600 （従業員数 68人 ）

正社員以外 39050- 2251301 就業場所高知県高知市

時給

不問

900円～1,000円

TEL 000-0000-0000（従業員数 3人 ）

パート労働者 39050- 2236901 就業場所高知県高知市

月給 変形（1年単位）
18歳～40歳 (1)7時00分～15時00分

166,000円～193,000円 (2)15時00分～23時00分
(3)23時00分～7時00分

TEL 088-852-7774 （従業員数 53人 ）

正社員 39050- 2237101 就業場所高知県土佐市

月給 変形（1年単位）
18歳～40歳 (1)7時00分～15時00分

150,000円～164,000円 (2)19時00分～3時00分
(3)8時00分～16時00分

TEL 088-852-7774 （従業員数 8人 ）

正社員 39050- 2238401 就業場所高知県土佐市

月給

不問 (1)7時30分～16時15分
146,100円～150,600円

TEL 0889-24-4127 （従業員数 8人 ）

正社員以外 39050- 2239701 就業場所高知県高岡郡日高村

月給 変形（1年単位）
18歳～40歳 (1)8時00分～16時30分

162,000円～183,000円 (2)16時00分～0時30分
(3)0時00分～8時30分

TEL 088-852-7774 （従業員数 61人 ）

正社員 39050- 2240501 就業場所高知県高岡郡日高村

不問 (1)9時15分～17時15分

TEL 088-852-7603 （従業員数 246人 ）

パート労働者 39050- 2241001 就業場所高知県土佐市

月給 変形（1年単位）
18歳～40歳 (1)8時00分～17時00分

150,000円～164,000円

TEL 088-852-7774 （従業員数 61人 ）

正社員 39050- 2242301 就業場所高知県高岡郡日高村

不問 (1)7時30分～16時30分

TEL 000-0000-0000（従業員数 0人 ）

正社員以外 39050- 2224501 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 088-852-0234 （従業員数 10人 ）

正社員 39050- 2225001 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～17時00分

190,000円～240,000円

TEL 0889-49-0109 （従業員数 32人 ）

正社員 39050- 2226301 就業場所高知県高知市

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～59歳 (1)7時15分～16時15分

152,000円～152,000円 (2)10時30分～19時30分
(3)16時00分～10時00分

TEL 0120-376-583 （従業員数 21人 ）

正社員 39050- 2229101 就業場所 拠出
月給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時30分～17時30分
150,000円～180,000円

TEL 088-892-1808 （従業員数 5人 ）

正社員 39050- 2230801 就業場所高知県吾川郡いの町

配達 有限会社　カナオ 高知県吾川郡いの町枝川２４３－１ 雇用・労災・
健康・厚生

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

ケアスタッフ【土佐市
蓮池】認知症高齢者グ
ループホーム

株式会社　エム・
シー・エス四国

高知県土佐市蓮池１２２７－２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

営業 松井建材　有限会社 高知県土佐市高岡町甲１０８０－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形成

大型ダンプ運転手 市原建材（有） 高知県土佐市波介２３２８－１ 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９０００円～
１１０００円

月あたり
189,000円～
231,000円

農作業 山岡農場　山岡博幸 高知県吾川郡いの町枝川４８０番地 その他

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

時給１０００円～
１２００円

月あたり
216,000円～
259,200円

物流業務【９月２６日
合同説明・面接会】

テクノヒロセ　株式会
社

高知県高岡郡日高村下分２７７－２
清水工業団地

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 法令の規定に
より年齢制限

がある

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１３１９６１円～
１３９９０９円

時給
942円～
999円

仕上げ作業員【９月２
６日合同説明・面接
会】

テクノヒロセ　株式会
社

高知県高岡郡日高村下分２７７－２
清水工業団地

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

調理員　（会計年度任
用職員）

日高村　役場 高知県高岡郡日高村本郷６１－１ 雇用・公災・
健康・厚生

調理師

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

作業員（原料製造）
【９月２６日合同説
明・面接会】

廣瀬製紙株式会社フロ
ンティア工場

高知県土佐市高岡町乙３１８２番地 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形成

作業員【９月２６日合
同説明・面接会】

廣瀬製紙　株式会社 高知県土佐市高岡町丙５２９ 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

農作業（キュウリ） 西浦　伊織 高知県高知市鴨部１丁目１０－２－
３０１

その他

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

電子部品製造管理者 （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

送迎運転手及び支援補
助業務

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

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

　週間最新求人情報            Ｎo.23

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

製造及び仕上げ作業 四国ブロック工業株式
会社

高知県吾川郡いの町柳瀬上分７４－
１

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形成

　9月11日号

日給７０００円～
８８００円

月あたり
166,300円～
226,280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

40歳以下 (1)9時00分～18時00分
160,000円～180,000円

TEL 088-854-1610 （従業員数 30人 ）

正社員 39050- 2232501 就業場所高知県土佐市

時給

不問 (1)8時30分～13時30分
1,200円～1,400円

TEL 0887-52-8345 （従業員数 17人 ）

パート労働者 39050- 2233001 就業場所高知県吾川郡いの町

月給

59歳以下 (1)8時30分～17時30分
188,200円～233,200円

TEL 0887-52-8345 （従業員数 17人 ）

正社員 39050- 2234301 就業場所高知県吾川郡いの町

月給 変形（1ヶ月単位）
60歳以下 (1)8時30分～17時30分

151,500円～181,500円 (2)7時00分～16時00分
(3)17時00分～9時00分

TEL 088-894-6611 （従業員数 160人 ）

正社員 39050- 2219601 就業場所高知県高知市

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～60歳 (1)8時30分～17時30分

168,500円～302,000円 (2)17時00分～9時00分
(3)10時00分～19時00分

TEL 088-894-6611 （従業員数 160人 ）

正社員 39050- 2220401 就業場所高知県高知市

月給 変形（1ヶ月単位）
60歳以下 (1)8時30分～17時30分

158,500円～262,500円 (2)8時30分～12時30分

TEL 088-894-6611 （従業員数 160人 ）

正社員 39050- 2221701 就業場所高知県高知市

月給

64歳以下 (1)8時30分～17時30分
190,000円～190,000円

TEL 088-881-3359 （従業員数 4人 ）

正社員 39050- 2222801 就業場所高知県土佐市

不問 (1)8時45分～17時45分

TEL 088-894-2222 （従業員数 130人 ）

正社員以外 39050-    2300 就業場所高知県高知市

時給

不問

900円～1,400円

TEL 088-852-6613 （従業員数 13人 ）

パート労働者 39050- 2214801 就業場所高知県土佐市

時給

不問

950円～1,100円

TEL 088-821-8141 （従業員数 13人 ）

パート労働者 39050- 2215201 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30分～17時30分

180,000円～200,000円 (2)8時30分～12時30分

TEL 088-850-8811 （従業員数 25人 ）

正社員 39050- 2216501 就業場所

時給

不問

850円～850円

TEL 088-897-0314 （従業員数 3人 ）

パート労働者 39050- 2218301 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

出荷作業・酒蔵清掃等 高知酒造（株） 高知県吾川郡いの町勝賀瀬７８０－
２

労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

臨床検査技師 医療法人　ウエスト
ＷＥＳＴほね関節クリ
ニック

高知県吾川郡いの町駅前町２２０番
地３

雇用・労災・
健康・厚生

臨床検査技師

雇用期間の定めなし キャリア形成

介護及び支援 株式会社ＧＲＥＥＮ 高知県土佐市高岡町乙３３番地 労災 介護職員初任者研修
修了者

雇用期間の定めなし 不問

訪問介護 株式会社ＧＲＥＥＮ 高知県土佐市高岡町乙３３番地 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あり

（４ヶ月以上）
不問

出荷作業員　（季節）
（１１／１～）

高知県農業協同組合高
知地区　春野支所

高知県高知市春野町西分５１２－２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

時給８５０円～
８５０円

月あたり
127,500円～
127,500円

経理事務・観光事業全
般

一般社団法人　土佐市
観光協会

高知県土佐市高岡町甲１８９２－７ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

正・准看護師（外来・
デイケア）

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

看護師

准看護師
雇用期間の定めなし 定年を上限

正・准看護師（病棟・
介護医療院）

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

看護師

准看護師
雇用期間の定めなし 法令の規定に

より年齢制限
がある

介護福祉士（病棟・介
護医療院）

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

介護福祉士

雇用期間の定めなし 定年を上限

看護師（正・准） 株式会社　いろは 高知県吾川郡いの町波川６６４－１ 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

看護師（正・准） 株式会社　いろは 高知県吾川郡いの町波川６６４－１ 労災 看護師

准看護師
雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

　週間最新求人情報           Ｎo.23

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

葬祭会館での接客、清
掃等

有限会社　エルフカン
パニー

高知県土佐市蓮池２０８６－４ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形成

　9月11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）


