
表

年齢・
就業時間

時給

不問 (1)11時00分～16時00分

850円～1,000円 (2)8時00分～16時00分

(3)10時30分～18時00分
TEL 088-856-5861 （従業員数 5人 ）

パート労働者 39050- 2566811 就業場所 高知県土佐市

月給 変形（1年単位）
不問 (1)8時00分～17時00分

220,000円～400,000円

TEL 000-0000-0000 （従業員数 4人 ）

正社員以外 39050- 2567211 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 4人 ）

正社員以外 39050- 2568511 就業場所 高知県高知市

時給

不問 (1)8時00分～12時00分

820円～850円 (2)8時00分～16時00分

TEL 000-0000-0000 （従業員数 4人 ）

パート労働者 39050- 2569411 就業場所 高知県高知市

変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時30分～16時45分

TEL 088-894-2331 （従業員数 24人 ）

正社員 39050- 2571911 就業場所 厚生

時給

不問 (1)8時00分～17時00分

1,000円～1,150円

TEL 088-855-0155 （従業員数 4人 ）

パート労働者 39050- 2572111 就業場所 高知県土佐市

月給 変形（1年単位）
18歳～59歳 (1)8時00分～16時40分

145,000円～145,000円 (2)16時00分～0時40分

(3)0時00分～8時40分
TEL 0889-24-5155 （従業員数 34人 ）

正社員 39050- 2535511 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 090-4503-6831 （従業員数 3人 ）

正社員以外 39050- 2536411 就業場所

不問 (1)9時00分～18時00分

(2)9時00分～12時00分

TEL 088-893-3111 （従業員数 3人 ）

正社員以外 39050- 2477711 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～230,000円

TEL 088-854-0080 （従業員数 8人 ）

正社員 39050- 2526211 就業場所

時給

不問

1,400円～1,500円

TEL 088-854-8985 （従業員数 3人 ）

パート労働者 39050- 2527511 就業場所 高知県高知市

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

168,000円～240,000円

TEL 088-892-5206 （従業員数 15人 ）

正社員 39050- 2528411 就業場所

月給

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

170,000円～180,000円

TEL 088-883-3185 （従業員数 1人 ）

正社員 39050- 2529011 就業場所 高知県土佐市

月給 変形（1年単位）
不問 (1)9時15分～18時15分

170,000円～250,000円 (2)10時30分～19時30分

(3)12時00分～21時00分
TEL 088-893-1500 （従業員数 9人 ）

正社員 39050- 2530911 就業場所 高知県吾川郡いの町

月給 変形（1年単位）
40歳以下 (1)8時40分～17時40分

140,000円～178,000円

TEL 088-850-2600 （従業員数 62人 ）

正社員 39050- 2534211 就業場所 高知県高知市

　週間最新求人情報            Ｎo.26

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

ホール・キッチンス
タッフ

企業組合　アルバトー
ザ

高知県土佐市新居３８－３３　新居
地区観光交流施設「南風」２Ｆ

労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

　10月8日号

ボーリング助手　（見
習い可）

株式会社　高知地質調
査

高知県吾川郡いの町枝川３４１４ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

農作業 仁井田農園　仁井田
浩一

高知県高知市春野町西分４５４７－
１

労災

雇用期間の定めなし 不問

時給８２０円～
８２０円

月あたり
164,000円～
164,000円

農作業 仁井田農園　仁井田
浩一

高知県高知市春野町西分４５４７－
１

労災

雇用期間の定めなし 不問

集荷業務・大型トラッ
ク運転手（１１ｔ）

（株）柳井運送 高知県高知市春野町弘岡中７２４－
１

雇用・労災・
健康・厚生

大型自動車免許

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７，０００円～
７，０００円

月あたり
163,100円～
163,100円

農作業 山崎文旦園　山崎　公
博

高知県土佐市積善寺３４１番地 その他

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

不織布加工 株式会社　アサヒ加工 高知県高岡郡日高村下分２７７－２
９

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

生姜の収穫（臨時） 白木　正雄 高知県土佐市積善寺１８１ 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

時給１，０００円～
１，２５０円

15日間
120,000円～
150,000円

病院事務 山内内科 高知県吾川郡いの町枝川２４７－１
１

雇用・労災・
健康・厚生

医療事務資格

雇用期間の定めなし 不問

時給１，０００円～
１，０００円

月あたり
152,000円～
152,000円

建築鉄骨の製作（見習
い可）

オーエス鉄工（株） 高知県土佐市蓮池３５２７－２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

児童指導員・保育士
（ポニーハウス）

合同会社　ｇｕｕ 高知県高知市春野町南ケ丘７丁目１
５―７

労災 保育士

理学療法士
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

作業療法士

鉄骨の設計、積算業務
（経験者）

（株）坂本鉄工 高知県吾川郡いの町八田１８７１－
１

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

技能職（新規事業所求
人）

株式会社　土佐マリン
ベース

高知県高知市南久保１２番２０号 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

ａｕショップ内での接
客業務

（有）ディーエーアイ 高知県吾川郡いの町２０５ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

電子部品製造（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

℡ 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

不問 (1)8時00分～17時00分

TEL 000-0000-0000 （従業員数 3人 ）

正社員以外 39050- 2438211 就業場所 高知県土佐市

月給 変形（1ヶ月単位）
60歳以下 (1)8時30分～17時30分

170,500円～220,500円 (2)8時30分～12時30分

TEL 088-894-6611 （従業員数 4人 ）

正社員 39050- 2439511 就業場所 高知県高知市

時給

不問 (1)8時30分～17時30分

850円～950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- 2440311 就業場所 高知県高知市

時給

不問 (1)8時30分～17時30分

850円～950円 (2)7時00分～16時00分

(3)11時00分～20時00分
TEL 088-894-6611 （従業員数 180人 ）

パート労働者 39050- 2441611 就業場所 高知県高知市

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- 2442911 就業場所 高知県高岡郡佐川町

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- 2443111 就業場所 高知県高知市

月給

不問 (1)9時00分～16時30分

250,000円～350,000円

TEL 088-855-3924 （従業員数 7人 ）

正社員 39050- 2445811 就業場所 高知県高岡郡佐川町

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- 2446211 就業場所 高知県吾川郡いの町

時給

不問 (1)8時50分～15時05分

928円～1,005円

TEL 088-894-5335 （従業員数 128人 ）

パート労働者 39050- 2459611 就業場所 高知県高知市

変形（1年単位）
40歳以下 (1)9時00分～18時00分

TEL 088-867-2139 （従業員数 7人 ）

正社員 39050- 2471411 就業場所

時給

不問 (1)13時00分～17時00分

900円～900円

TEL 000-0000-0000 （従業員数 2人 ）

パート労働者 39050- 2425611 就業場所 高知県高知市

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～59歳 (1)9時00分～17時15分

180,000円～230,000円 (2)9時00分～12時00分

(3)16時00分～9時00分
TEL 088-843-8833 （従業員数 9人 ）

正社員 39050- 2427111 就業場所

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- 2433611 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.26

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

農作業（生姜） 株式会社　ゼンゼロ 高知県土佐市市野々２１３５ 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

　10月8日号

時給１，０００円～
１，６００円

25日間
200,000円～
320,000円

介護支援専門員（居宅
介護支援事業所）

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

介護職 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・
財形

介護福祉士

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

介護職 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・
財形

介護福祉士

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

農作業（生姜の収穫） 竹内　隆之 高知県土佐市谷地７５８ その他

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

日給８，０００円～
１０，０００円

22日間
176,000円～
220,000円

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 定年を上限

うどん店店長 株式会社　Ａ．ｃｌｅ
ｖｅｒ

高知県高知市朝倉西町１丁目８－２
山中ビル２階

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

運転手 有限会社　横田建材工
業

高知県吾川郡いの町天王南４丁目３
－６

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１０，０００円～
１１，０００円

月あたり
231,000円～
254,100円

介助パート（本校） 高知県立高知若草特別
支援学校

高知県高知市春野町弘岡下２９８０
－１

雇用・労災 介護福祉士

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

建設作業員 有限会社　テックイ
ン・ヤマナカ

高知県吾川郡いの町下八川甲３６３
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 キャリア形成

日給９，０００円～
９，０００円

月あたり
194,400円～
194,400円

農作業 元屋敷　謙二 高知県高知市春野町西諸木１０８－
２

その他

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

看護師（正・准） （医）勝真会　こうな
い坂医院

高知県高知市朝倉丙１９１７－３ 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

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

℡ 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）


