
表

年齢・
就業時間

時給

不問 (1)8時30分～16時30分

897円～951円

TEL 088-869-2112 （従業員数 5人 ）

パート労働者 39050- 2745011 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- 2746311 就業場所 高知県高知市

時給

不問

850円～900円

TEL 088-849-3330 （従業員数 20人 ）

パート労働者 39050- 2747611 就業場所 高知県高知市

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- 2748911 就業場所 高知県高知市

時給

不問

850円～900円

TEL 088-849-3330 （従業員数 20人 ）

パート労働者 39050- 2749111 就業場所 高知県高知市

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)7時30分～16時30分

155,000円～225,000円 (2)8時30分～17時30分

(3)11時00分～20時00分
TEL 088-849-3330 （従業員数 20人 ）

正社員 39050- 2750211 就業場所 高知県高知市

時給

不問 (1)7時30分～16時30分

850円～900円 (2)8時30分～17時30分

(3)11時00分～20時00分
TEL 088-849-3330 （従業員数 20人 ）

パート労働者 39050- 2751511 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 088-894-2766 （従業員数 3人 ）

正社員 39050- 2752411 就業場所 高知県高知市

不問 (1)8時00分～17時00分

TEL 090-2822-3762 （従業員数 0人 ）

正社員以外 39050- 2760411 就業場所 高知県土佐市

時給

不問

820円～1,025円

TEL 080-2991-9637 （従業員数 89人 ）

パート労働者 39050- 2761011 就業場所 高知県高知市

時給

不問 (1)10時00分～15時00分

850円～1,000円

TEL 000-0000-0000 （従業員数 1人 ）

パート労働者 39050- 2765111 就業場所

時給

不問

1,300円～1,500円

TEL 088-852-2131 （従業員数 150人 ）

パート労働者 39050- 2776211 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～59歳 (1)7時00分～16時00分

228,200円～307,000円 (2)8時30分～17時30分

(3)10時00分～19時00分
TEL 088-852-2131 （従業員数 150人 ）

正社員 39050- 2777511 就業場所

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)9時00分～17時30分

148,000円～178,000円

TEL 088-842-1716 （従業員数 21人 ）

正社員 39050- 2780911 就業場所

月給 変形（1年単位）
44歳以下 (1)8時00分～17時00分

170,000円～250,000円

TEL 088-894-2335 （従業員数 92人 ）

正社員 39050- 2782711 就業場所

スナック菓子製造 菊屋　株式会社 高知県高知市春野町西分８９７ 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

洗車・引取・納車及び
中古車再生作業

宮地自動車工業（株） 高知県高知市春野町東諸木２８０ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

正看護師（病棟勤務：
中途採用）

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

看護師

雇用期間の定めなし 定年を上限

正看護師（病棟勤務：
パート）

医療法人　広正会　井
上病院

高知県土佐市高岡町甲２０４４ 労災 看護師

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

犬のブリーダー ワンディ　島田　真也 高知県高知市春野町森山９２７－５ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

レジ・品出し係 有限会社　鏡川商事 高知県土佐市高岡町乙２７－１
（株）サンプラザ内

労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

農作業（文旦・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・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

日給８，０００円～
８，０００円

月あたり
202,400円～
202,400円

土木作業員 有限会社　竹村建設 高知県高知市春野町森山２１９１ 雇用・労災・
健康・厚生

車両系建設機械（基
礎工事用）運転技能
者

雇用期間の定めなし 不問

日給１１，０００円～
１２，０００円

月あたり
253,000円～
276,000円

介護職員【１１月２５
日面接・相談会】

有限会社ユニバース
絆・もりやま

高知県高知市春野町森山３０７６番
地１

　
【送付先別】

労災

雇用期間の定めなし 不問

介護職員【１１月２５
日面接・相談会】

有限会社ユニバース
絆・もりやま

高知県高知市春野町森山３０７６番
地１

　
【送付先別】

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

介護職員【１１月２５
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 労災

雇用期間の定めなし 不問

介護職員【１１月２５
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

介護職員【１１月２５
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 労災

雇用期間の定めなし 不問

介護職員【１１月２５
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

　週間最新求人情報           Ｎo.30

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

事務補助員（本川） いの町役場 高知県吾川郡いの町１７００－１ 雇用・公災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

11月5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）



裏

年齢・
就業時間

月給

不問 (1)8時30分～17時00分

140,000円～228,000円

TEL 088-842-1921 （従業員数 23人 ）

正社員以外 39050- 2684311 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 4人 ）

正社員以外 39050- 2695111 就業場所 高知県土佐市

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～64歳 (1)8時30分～17時30分

192,000円～350,000円 (2)17時00分～9時00分

TEL 088-852-5555 （従業員数 50人 ）

正社員 39050- 2721911 就業場所 拠出

時給

不問 (1)8時45分～13時00分

1,000円～1,100円 (2)15時00分～18時00分

TEL 088-856-6300 （従業員数 6人 ）

パート労働者 39050- 2730111 就業場所

時給

不問 (1)8時30分～17時15分

1,071円～1,169円

TEL 088-893-1922 （従業員数 14人 ）

パート労働者 39050- 2731711 就業場所 高知県吾川郡いの町

時給

74歳以下

820円～850円

TEL 088-856-0129 （従業員数 9人 ）

パート労働者 39050- 2732811 就業場所

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時30分～17時00分

190,000円～350,000円

TEL 088-849-2700 （従業員数 6人 ）

正社員 39050- 2679111 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～59歳 (1)6時00分～18時00分

153,200円～220,000円 (2)7時00分～20時00分

(3)8時00分～20時00分
TEL 088-892-0078 （従業員数 20人 ）

正社員 39050- 2682411 就業場所

時給 交替制あり
18歳以上 (1)6時00分～15時00分

820円～840円 (2)17時00分～0時30分

TEL 088-892-0078 （従業員数 20人 ）

パート労働者 39050- 2683011 就業場所

月給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)9時00分～17時30分

155,000円～155,000円

TEL 088-852-2506 （従業員数 6人 ）

正社員 39050- 2671811 就業場所 高知県香南市

時給

不問 (1)8時30分～15時00分

870円～870円

TEL 088-850-2200 （従業員数 4人 ）

パート労働者 39050- 2672211 就業場所 新潟県新潟市東区

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 43人 ）

正社員以外 39050- 2673511 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

加工・検査業務（本社
工場）

（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

時給８２０円～
８２０円

月あたり
136,116円～
136,116円

薬局事務補助 合資会社　ヒューマン
とさ薬局

高知県土佐市高岡町甲１８９４－２
８

雇用・労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

《急募》一般事務（東
部営業所）

（株）電温 高知県土佐市蓮池２１７１番地１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

配車　《急募》 （有）明神ハイヤー 高知県吾川郡いの町新町７４ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 法令の規定に
より年齢制限

がある

ハイヤー乗務員　≪急
募≫

（有）明神ハイヤー 高知県吾川郡いの町新町７４ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車第二種免
許

雇用期間の定めなし 定年を上限

建築設計・補償コンサ
ルタント

有限会社　熊沢構造設
計事務所

高知県高知市朝倉丙１４１４－３６ 雇用・労災・
健康・厚生

一級建築士

二級建築士
雇用期間の定めなし 定年を上限

鰹節製造工 有限会社　竹内商店 高知県土佐市宇佐町宇佐２８２４－
３

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

保育教諭 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

医療事務 医療法人　杏クリニッ
ク

高知県土佐市高岡町丙６４－１ 労災

雇用期間の定めなし 不問

看護師（正、准） 医療法人　高尚会川田
整形外科

高知県土佐市高岡町甲９２０－１ 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

生姜の収穫 野村　志成 高知県土佐市西鴨地６５６ 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

24日間
192,000円～
240,000円

　週間最新求人情報           Ｎo.30

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

就労支援員 社会福祉法人　ファ
ミーユ高知

高知県高知市春野町内ノ谷６３番地
６

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

11月5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）


