
表

年齢・
就業時間

月給

59歳以下 (1)8時30分～17時15分

160,500円～160,500円

TEL 088-841-3105 （従業員数 20人 ）

正社員以外 39050- 2667311 就業場所 高知県高知市

時給

不問

820円～900円

TEL 088-894-5599 （従業員数 1人 ）

パート労働者 39050- 2662811 就業場所 高知県高知市

月給

44歳以下 (1)9時00分～18時00分

138,000円～150,000円

TEL 088-894-5599 （従業員数 1人 ）

正社員 39050- 2663211 就業場所 高知県高知市

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

TEL 088-852-0308 （従業員数 22人 ）

正社員 39050- 2664511 就業場所

変形（1年単位）
18歳以上 (1)8時00分～17時00分

TEL 088-893-6506 （従業員数 9人 ）

正社員 39050- 2665411 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)8時00分～17時00分

160,000円～192,000円 (2)16時00分～0時00分

(3)0時00分～8時00分
TEL 088-832-8905 （従業員数 41人 ）

正社員以外 39050- 2666011 就業場所 高知県高知市

不問 (1)7時30分～16時30分

TEL 000-0000-0000 （従業員数 3人 ）

正社員以外 39050- 2651911 就業場所 高知県土佐市

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～40歳 (1)8時00分～16時00分

157,000円～176,000円 (2)16時00分～0時00分

(3)0時00分～8時00分
TEL 088-852-7774 （従業員数 45人 ）

正社員 39050- 2653711 就業場所

月給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

232,000円～350,000円

TEL 000-0000-0000 （従業員数 9人 ）

正社員 39050- 2655211 就業場所

変形（1年単位）
44歳以下 (1)8時00分～17時00分

TEL 000-0000-0000 （従業員数 9人 ）

正社員 39050- 2656511 就業場所

月給

59歳以下 (1)8時20分～17時20分

233,000円～316,100円

TEL 088-852-2131 （従業員数 150人 ）

正社員 39050- 2657411 就業場所

月給 変形（1年単位）
18歳～40歳 (1)7時00分～15時00分

157,000円～176,000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 10人 ）

正社員 39050- 2658011 就業場所 高知県土佐市

時給

18歳以上 (1)0時00分～8時00分

1,000円～1,000円

TEL 088-852-1235 （従業員数 36人 ）

パート労働者 39050- 2659311 就業場所

月給 変形（1年単位）
18歳～44歳 (1)8時00分～16時00分

157,000円～176,000円 (2)16時00分～0時00分

(3)0時00分～8時00分
TEL 088-852-7774 （従業員数 2人 ）

正社員 39050- 2660111 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

157,000円～176,000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 60人 ）

正社員 39050- 2661711 就業場所 高知県高岡郡日高村

　週間最新求人情報            Ｎo.29

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

管理・運営 公益財団法人　高知県
スポーツ振興財団

高知県高知市春野町芳原２４８５番
地

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

10月29日号

美容アシスタント ａｆｆｅｃｔ　脇本
歩

高知県高知市春野町弘岡下３７３８
－２

労災 美容師

雇用期間の定めなし 不問

美容師 ａｆｆｅｃｔ　脇本
歩

高知県高知市春野町弘岡下３７３８
－２

雇用・労災 美容師

雇用期間の定めなし キャリア形成

一般事務 （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 定年を上限

時給８５０円～
８５０円

月あたり
139,400円～
139,400円

《急募》溶接工（ステ
ンレス）《経験者》

（有）六松機械 高知県吾川郡いの町４２６４－２ 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

日給７，４００円～
９，０００円

月あたり
192,040円～
228,200円

製造 株式会社　ダックテク
ノ

高知県吾川郡いの町駅東町１０５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

生姜の収穫（臨時） 楠瀬　英明 高知県土佐市永野２１６４ 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

日給８，０００円～
１２，０００円

22日間
176,000円～
264,000円

作業員（原紙製造） 廣瀬製紙株式会社エク
セニア工場

高知県土佐市高岡町乙３２９２番地
１

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形成

土木施工管理技術者 中田建機　有限会社 高知県吾川郡いの町大森９１－９ 雇用・労災・
健康・厚生

１級土木施工管理技
士

雇用期間の定めなし 定年を上限

土木作業員 中田建機　有限会社 高知県吾川郡いの町大森９１－９ 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１０，０００円～
１４，０００円

月あたり
231,000円～
323,400円

作業療法士 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

作業療法士

雇用期間の定めなし 定年を上限

作業員（原料製造） 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

《急募！》仕上げ作業
（伊野工場）

伊野紙（株） 高知県吾川郡いの町３８９５ 雇用・労災 フォークリフト運転
技能者

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

作業員（加工） 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

仕上げ作業員 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

℡ 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20分～17時00分

157,000円～176,000円

TEL 088-852-7774 （従業員数 45人 ）

正社員 39050- 2645711 就業場所 高知県土佐市

時給

不問 (1)8時00分～16時00分

850円～850円 (2)8時00分～12時00分

TEL 090-2780-7164 （従業員数 0人 ）

パート労働者 39050- 2646811 就業場所 高知県高知市

月給 交替制あり
18歳以上 (1)8時30分～17時15分

195,400円～256,300円 (2)16時30分～1時15分

(3)0時30分～9時15分
TEL 088-852-2151 （従業員数 295人 ）

正社員以外 39050- 2647211 就業場所

月給 交替制あり
不問 (1)6時45分～15時30分

155,000円～167,500円 (2)10時15分～19時00分

(3)8時30分～17時15分
TEL 088-852-2151 （従業員数 295人 ）

正社員以外 39050- 2648511 就業場所

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- 2649411 就業場所 高知県高知市

時給

不問 (1)9時00分～16時00分

900円～900円 (2)10時00分～17時00分

TEL 080-6396-6660 （従業員数 16人 ）

パート労働者 39050- 2650611 就業場所 高知県吾川郡いの町

時給

不問

850円～850円

TEL 080-8081-7336 （従業員数 1人 ）

パート労働者 39050- 2641311 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)9時00分～18時00分

158,000円～200,000円 (2)10時00分～19時00分

TEL 088-893-1910 （従業員数 17人 ）

正社員 39050- 2642611 就業場所 高知県吾川郡いの町

月給

40歳以下 (1)9時00分～18時00分

150,000円～160,000円

TEL 000-0000-0000 （従業員数 5人 ）

正社員 39050- 2643911 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.29

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（営業部） 廣瀬製紙株式会社エク
セニア工場

高知県土佐市高岡町乙３２９２番地
１

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29日号

農作業 川田　拓生 高知県高知市春野町弘岡中６４６ その他

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

看護師（正） 土佐市立　土佐市民病
院

高知県土佐市高岡町甲１８６７ 雇用・公災・
健康・厚生

看護師

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

看護補助者 土佐市立　土佐市民病
院

高知県土佐市高岡町甲１８６７ 雇用・公災・
健康・厚生

介護福祉士

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

部品在庫管理者 （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

整理作業 （株）横山工業 高知県吾川郡いの町西町１００番地 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

採点スタッフ 公文式伊野西教室 高知県吾川郡いの町加茂５６
加茂老人「憩の家」

労災

雇用期間の定めなし 不問

接客・販売 （有）サンウット゛ハ
マタ゛（ホ－ムセンタ
－ウッテ゛ィ）

高知県吾川郡いの町駅東町１５７０
－１

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

外国人技能実習生の受
入支援業務

高知アグリファーム協
同組合

高知県高知市春野町仁ノ３５８７－
１

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）


