
表

年齢・
就業時間

変形（1年単位）
40歳以下 (1)8時40分～17時40分

TEL 088-852-6633 （従業員数 21人 ）

正社員以外 39050- 2637711 就業場所 高知県土佐市

時給

不問 (1)9時00分～16時00分

840円～850円

TEL 088-894-5900 （従業員数 18人 ）

パート労働者 39050- 2638811 就業場所

時給

59歳以下 (1)8時30分～12時30分

1,500円～2,000円 (2)15時00分～17時30分

TEL 088-850-3535 （従業員数 7人 ）

パート労働者 39050- 2639211 就業場所

時給

不問

850円～900円

TEL 000-0000-0000 （従業員数 3人 ）

パート労働者 39050- 2640011 就業場所

時給 交替制あり
59歳以下 (1)8時30分～13時00分

830円～900円 (2)13時00分～18時00分

TEL 088-828-6222 （従業員数 10人 ）

パート労働者 39050- 2627911 就業場所

時給

不問

850円～900円

TEL 000-0000-0000 （従業員数 0人 ）

パート労働者 39050- 2629711 就業場所 高知県高知市

月給 変形（1年単位）
35歳以下 (1)8時00分～16時30分

150,400円～170,200円 (2)12時00分～20時00分

TEL 088-892-1555 （従業員数 52人 ）

正社員 39050- 2624011 就業場所

月給

不問 (1)8時30分～17時00分

147,900円～157,500円

TEL 088-894-5335 （従業員数 128人 ）

正社員以外 39050- 2625311 就業場所 高知県高知市

変形（1年単位）
44歳以下 (1)8時30分～17時30分

TEL 088-892-0092 （従業員数 13人 ）

正社員 39050- 2626611 就業場所

月給 変形（1年単位）
35歳以下 (1)8時00分～17時00分

177,600円～222,000円

TEL 088-894-5456 （従業員数 17人 ）

正社員 39050- 2614211 就業場所 高知県高知市 厚生

月給 変形（1年単位）
69歳以下 (1)8時00分～17時00分

177,600円～222,000円

TEL 088-894-5456 （従業員数 17人 ）

正社員 39050- 2615511 就業場所 高知県高知市 厚生

月給 変形（1年単位）
69歳以下 (1)8時00分～17時00分

177,600円～222,000円

TEL 088-894-5456 （従業員数 17人 ）

正社員 39050- 2616411 就業場所 高知県高知市 厚生

不問 (1)8時00分～17時00分

TEL 080-8635-9719 （従業員数 3人 ）

正社員以外 39050- 2617011 就業場所 高知県土佐市

月給 変形（1年単位）
35歳以下 (1)8時30分～17時00分

170,000円～180,000円 (2)7時30分～17時00分

TEL 088-854-0811 （従業員数 8人 ）

正社員 39050- 2621211 就業場所

月給

40歳以下 (1)8時20分～17時00分

157,000円～176,000円

TEL 088-852-7774 （従業員数 2人 ）

正社員 39050- 2622511 就業場所 高知県高岡郡日高村

品質管理【１０月２３
日　面接・説明会】

廣瀬製紙株式会社　ナ
ノシア工場

高知県高岡郡日高村下分２７７－４
－２

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形成

製造・販売活動 亀泉酒造　株式会社 高知県土佐市出間２１２３－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形成

農作業　（生姜） 森　浩之 高知県土佐市東鴨地９０８ その他

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

時給９００円～
１，０００円

18日間
129,600円～
144,000円

機械工 濱村鉄工　有限会社 高知県高知市春野町西分９２０－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

溶接工 濱村鉄工　有限会社 高知県高知市春野町西分９２０－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

作業・運搬 濱村鉄工　有限会社 高知県高知市春野町西分９２０－１ 雇用・労災・
健康・厚生

５トン限定準中型自
動車免許

準中型自動車免許
雇用期間の定めなし キャリア形成

製紙作業員（高知麻
紙）

株式会社　尾崎製紙所 高知県吾川郡いの町加田６３ 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６，１５０円～
８，０００円

月あたり
142,065円～
184,800円

期限付事務職員（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・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

作業員 ダイレイ（株） 高知県吾川郡いの町波川１８４６ 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 浜田　泰朋 高知県高知市春野町西畑１０２ その他

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

受付事務 医療法人四つ葉会　森
本歯科

高知県高知市春野町弘岡下３９９３
－９

雇用・労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

農作業（トマトの収
穫・出荷）

ファーム輝　麻岡　哲
也

高知県土佐市高岡町甲８８３－３ 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

看護師、准看護師 （医）ケイ・ツー・
アール（なかの内科胃
腸科）

高知県土佐市宇佐町宇佐４５６－３ 労災 看護師

准看護師
雇用期間の定めなし 定年を上限

作業 （有）石元食品 高知県高知市春野町弘岡上５７０ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

　週間最新求人情報            Ｎo.28

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

設備操作作業 （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

10月22日号

時給
８２０円～
８２０円

月あたり
136,116円～
136,116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 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- 2623411 就業場所 高知県高知市

不問 (1)7時00分～17時00分

TEL 000-0000-0000 （従業員数 8人 ）

正社員以外 39050- 2608411 就業場所 高知県土佐市

時給

不問 (1)8時30分～15時00分

1,000円～1,000円

TEL 088-828-7118 （従業員数 4人 ）

パート労働者 39050- 2609011 就業場所

月給 変形（1年単位）
不問 (1)8時30分～17時15分

172,300円～172,300円 (2)7時30分～17時15分

(3)8時00分～17時15分
TEL 088-852-0838 （従業員数 16人 ）

正社員以外 39050- 2610911 就業場所

月給 変形（1年単位）
不問 (1)8時00分～17時00分

160,000円～250,000円

TEL 088-852-1188 （従業員数 14人 ）

正社員 39050- 2611111 就業場所

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

143,000円～180,000円

TEL 088-850-2372 （従業員数 4人 ）

正社員 39050- 2612711 就業場所 高知県香美市

時給

不問 (1)8時00分～17時00分

900円～1,000円 (2)8時00分～12時00分

(3)13時00分～17時00分
TEL 090-6284-1975 （従業員数 2人 ）

パート労働者 39050- 2613811 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

農作業 みわこ農園　宇賀　正
則

高知県高知市春野町弘岡下１３６３ 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

介護職（デイサービ
ス）

株式会社　ワイ・エ
ム・インターナショナ
ル

高知県土佐市高岡町乙１１７９番地
２１　ＹＭマンション２０３号

雇用・労災・
健康・厚生

ホームヘルパー２級

雇用期間の定めなし 定年を上限

ＣＡＤオペレーター 株式会社　西原鉄工所 高知県土佐市高岡町甲８９５ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 不問

保育士（臨） 天理あかつき保育園 高知県土佐市高岡町乙２５６ 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

デイサービス　機能訓
練指導員

株式会社　アストロ 高知県土佐市波介４８番地２ 雇用・労災 理学療法士

作業療法士
雇用期間の定めなし 不問

看護師

10月22日号

農作業 市原　和子 高知県土佐市用石１５５１ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

時給８２０円～
８２０円

月あたり
168,592円～
168,592円

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

資材管理事務（増員の
為）

（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

　週間最新求人情報           Ｎo.28

職種 賃金 求人者名 所在地・就業場所

℡ 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）


