
表

年齢・
就業時間

月給 変形（1年単位）
35歳以下 (1)8時00分～17時00分

180,000円～200,000円

TEL 088-892-1555 （従業員数 52人 ）

正社員 39050- 2788701 就業場所

時給

不問 (1)8時30分～16時15分
976円～1,159円

TEL 088-893-1922 （従業員数 30人 ）

パート労働者 39050- 2789801 就業場所高知県吾川郡いの町

変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)17時30分～9時00分

TEL 088-854-1591 （従業員数 12人 ）

パート労働者 39050- 2779401 就業場所高知県土佐市

変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)9時00分～18時00分

(2)10時00分～19時00分
(3)17時30分～9時00分

TEL 088-854-1591 （従業員数 12人 ）

正社員以外 39050- 2780201 就業場所

月給

不問 (1)8時30分～17時15分
149,500円～158,900円

TEL 088-852-2145 （従業員数 8人 ）

正社員以外 39050- 2781501 就業場所高知県土佐市

月給 交替制あり
不問 (1)5時30分～13時30分

167,000円～167,000円 (2)9時00分～17時00分
(3)11時00分～19時00分

TEL 088-837-7075 （従業員数 5人 ）

正社員以外 39050- 2782001 就業場所高知県高知市

不問 (1)8時00分～16時00分

TEL 088-852-2555 （従業員数 6人 ）

正社員 39050- 2787401 就業場所高知県土佐市

月給

59歳以下 (1)8時30分～17時30分
170,000円～250,000円

TEL 088-842-7555 （従業員数 48人 ）

正社員 39050- 2773501 就業場所

時給

不問 (1)9時15分～17時15分
897円～951円

TEL 088-893-1551 （従業員数 148人 ）

パート労働者 39050- 2774001 就業場所高知県吾川郡いの町

時給

不問

1,000円～1,000円

TEL 088-852-7774 （従業員数 45人 ）

パート労働者 39050- 2775301 就業場所高知県土佐市

時給

不問 (1)6時00分～9時00分
950円～950円

TEL 088-852-0147 （従業員数 15人 ）

パート労働者 39050- 2776601 就業場所高知県高知市

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)8時30分～19時00分

149,000円～175,000円 (2)8時30分～18時00分

TEL 088-821-7407 （従業員数 4人 ）

正社員 39050- 2777901 就業場所

月給 変形（1年単位）
35歳以下 (1)8時00分～16時30分

150,000円～170,000円 (2)12時00分～20時00分

TEL 088-892-1555 （従業員数 52人 ）

正社員 39050- 2778101 就業場所

時給

不問 (1)10時00分～15時00分
795円～795円

TEL 088-852-7900 （従業員数 4人 ）

パート労働者 39050- 2760101 就業場所高知県土佐市

時給

不問 (1)13時00分～21時00分
870円～935円

TEL 088-865-5700 （従業員数 63人 ）

パート労働者 39050- 2761401 就業場所高知県南国市

夜間管理・食品部門担
当（緑ヶ丘店）

株式会社　サンプラザ 高知県土佐市高岡町乙２７－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

皿洗い等（土佐ショッ
ピング店）

株式会社　サンプラザ 高知県土佐市高岡町乙２７－１ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

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

歯科助手及び医療事務 ふくしまデンタルクリ
ニック

高知県土佐市高岡町乙３０４番地 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

調理・接客 土佐共同産業（株） 高知県土佐市蓮池２７３５－１ 労災

雇用期間の定めなし 不問

ＳＮＳへの配信代行
（在宅勤務）

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

労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

事務補助員 いの町立国民健康保険
仁淀病院

高知県吾川郡いの町駅南町１３６９ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

事務 社会福祉法人　高春福
祉会

高知県高知市春野町東諸木３０５８
－１

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

建設作業員【急募】 株式会社　芝土木 高知県土佐市蓮池８２５－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 不問

日給９０００円～
１３０００円

月あたり
220,500円～
318,500円

調理業務 エイト産業　株式会社 高知県高知市朝倉丙１６５３－２５ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

社会福祉業務 社会福祉法人　土佐市
社会福祉協議会

高知県土佐市高岡町乙３４５１－１ 雇用・労災・
健康・厚生

社会福祉士

精神保健福祉士
雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

介護職 合資会社　グループ
ホーム　友輪

高知県土佐市蓮池３６２５－１ 雇用・労災・
健康・厚生

ホームヘルパー２級

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

時給８００円～
１０００円

月あたり
148,880円～
191,600円

夜間介護職 合資会社　グループ
ホーム　友輪

高知県土佐市蓮池３６２５－１ 労災 ホームヘルパー２級

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

その他１１０００円～
１１０００円

時給
814円～
814円

学習支援員 いの町教育委員会 高知県吾川郡いの町１７００－１ 雇用・労災・
健康・厚生

小学校教諭免許（専
修・１種・２種）

中学校教諭免許（専
修・１種・２種）雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）
不問

高等学校教諭免許
（専修・１種）
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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

一般事務 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

日商簿記２級

雇用期間の定めなし キャリア形成

11月13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

時給

不問 (1)9時00分～16時00分
830円～850円

TEL 088-894-5900 （従業員数 18人 ）

パート労働者 39050- 2762701 就業場所

変形（1年単位）
不問 (1)8時40分～17時40分

TEL 088-850-2600 （従業員数 25人 ）

正社員 39050- 2763801 就業場所高知県土佐市

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)9時00分～17時30分

155,000円～200,000円

TEL 088-842-1716 （従業員数 21人 ）

正社員 39050- 2764201 就業場所

月給 変形（1年単位）
18歳以上 (1)14時00分～22時00分

250,000円～290,000円 (2)15時00分～23時00分
(3)16時00分～0時00分

TEL 088-852-0147 （従業員数 59人 ）

正社員以外 39050- 2765501 就業場所高知県高知市

月給

不問 (1)8時30分～17時30分
155,000円～155,000円

TEL 090-7622-1718（従業員数 11人 ）

正社員以外 39050- 2766001 就業場所高知県土佐市

月給

35歳以下 (1)8時30分～17時30分
150,000円～200,000円 (2)8時30分～15時30分

(3)8時30分～14時00分
TEL 000-0000-0000（従業員数 8人 ）

正社員 39050- 2767301 就業場所

月給 交替制あり
69歳以下 (1)7時00分～16時00分

150,000円～150,000円 (2)8時00分～17時00分
(3)9時00分～18時00分

TEL 088-856-0016 （従業員数 4人 ）

正社員 39050- 2739201 就業場所高知県土佐市

変形（1年単位）
不問 (1)6時30分～15時30分

(2)8時00分～17時00分

TEL 088-852-0308 （従業員数 22人 ）

正社員 39050- 2743901 就業場所

時給

不問 (1)8時00分～13時00分
795円～845円

TEL 088-891-5800 （従業員数 67人 ）

パート労働者 39050- 2751901 就業場所高知県吾川郡いの町

時給

不問

795円～994円

TEL 080-2991-9637（従業員数 89人 ）

パート労働者 39050- 2757501 就業場所高知県高知市

月給

不問 (1)8時30分～17時30分
190,000円～250,000円

TEL 088-852-6221 （従業員数 2人 ）

正社員 39050- 2758001 就業場所

月給

不問 (1)8時30分～17時30分
190,000円～250,000円

TEL 088-852-6221 （従業員数 2人 ）

正社員 39050- 2759301 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

自動車、建設機械板金 （株）キッズ 高知県土佐市甲原６８０－２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

自動車整備、建設機械
整備

（株）キッズ 高知県土佐市甲原６８０－２ 雇用・労災・
健康・厚生

二級自動車整備士

１級建設機械整備技
能士雇用期間の定めなし 不問

２級建設機械整備技
能士

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

青果係（天王店）【週
２５時間】

株式会社　サンプラザ 高知県土佐市高岡町乙２７－１ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

荷造り・配送作業 （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

５トン限定準中型自
動車免許

雇用期間の定めなし 不問

時給８００円～
８００円

月あたり
138,240円～
138,240円

石油販売員 （有）浜田石油店 高知県土佐市宇佐町宇佐３１５９－
７９

雇用・労災・
健康・厚生

危険物取扱者（乙
種）

雇用期間の定めなし 定年を上限

医療事務、検査助手 土佐やまもと眼科 高知県土佐市高岡町乙５１番２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形成

教習指導員候補 （株）新土佐自動車学
校

高知県土佐市蓮池２０５７番地 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

外食事業部マネー
ジャー又は店舗店長

土佐共同産業（株） 高知県土佐市蓮池２７３５－１ 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

【急募】自動車登録事
務

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

管理職 （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 不問

年俸制７００００００～
１１００００００

月額
583,333円～
916,666円

　週間最新求人情報           Ｎo.32

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

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

11月13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）


