
表

年齢・
就業時間

日給

不問 (1)8時00分～17時00分

126,000円～140,000円

TEL 090-2822-3762 （従業員数 0人 ）

正社員以外 39050- 2935621 就業場所 高知県土佐市

時給

不問 (1)8時00分～16時30分

127,500円～140,250円

TEL 000-000-0000 （従業員数 0人 ）

正社員以外 39050- 2936921 就業場所 高知県土佐市

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時30分～17時00分

157,000円～180,000円

TEL 0889-20-1750 （従業員数 45人 ）

正社員 39050- 2937121 就業場所

月給 変形（1年単位）
35歳以下 (1)8時30分～17時00分

170,000円～234,000円

TEL 0889-20-1750 （従業員数 45人 ）

正社員 39050- 2938021 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
70歳以下 (1)7時00分～16時00分

250,000円～350,000円 (2)10時00分～19時00分

TEL 088-852-0147 （従業員数 5人 ）

正社員 39050- 2939721 就業場所

時給

不問

900円～1,000円

TEL 000-0000-0000 （従業員数 3人 ）

パート労働者 39050- 2940521 就業場所 高知県高知市

時給

不問

1,160円～1,360円

TEL 000-0000-0000 （従業員数 7人 ）

パート労働者 39050- 2941421 就業場所 高知県高知市

月給

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

151,000円～220,000円

TEL 000-0000-0000 （従業員数 7人 ）

正社員 39050- 2942321 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

155,200円～155,200円

TEL 088-894-2335 （従業員数 92人 ）

正社員 39050- 2943621 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- 2944921 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- 2930821 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

155,200円～155,200円

TEL 088-894-2335 （従業員数 92人 ）

正社員 39050- 2931221 就業場所

時給

不問 (1)9時00分～15時00分

880円～880円 (2)10時00分～16時00分

(3)13時30分～17時00分
TEL 088-837-7075 （従業員数 15人 ）

パート労働者 39050- 2932521 就業場所

時給

不問

900円～1,000円

TEL 000-0000-0000 （従業員数 3人 ）

パート労働者 39050- 2933421 就業場所 高知県高知市

月給

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

137,000円～150,000円

TEL 088-893-0014 （従業員数 40人 ）

正社員 39050- 2934321 就業場所

受付・事務 医療法人　光生会　森
木病院

高知県吾川郡いの町３６７４ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

農作業 矢野　恒夫 高知県高知市春野町西畑１０３８ その他

日雇（日々雇用または１ヶ
月未満）

不問

一般事務 エイト産業　株式会社 高知県高知市萩町１丁目６番３１号 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

包装、検査作業スタッ
フ

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 定年を上限

スナック菓子製造・検
査・清掃スタッフ

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

スナック菓子製造・検
査・清掃スタッフ【１
２月１３日面接会

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

包装、検査作業スタッ
フ【１２月１３日面接
会】

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 定年を上限

訪問介護 合同会社　ＭＡＲＯ 高知県高知市朝倉丙１６３６番地５
７

雇用・労災・
健康・厚生

介護福祉士

雇用期間の定めなし 定年を上限

訪問介護 合同会社　ＭＡＲＯ 高知県高知市朝倉丙１６３６番地５
７

労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

農作業 矢野　博音 高知県高知市春野町西畑１０３３ その他

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

ガソリンスタンド店長
候補（オレンジベアラ
フィーネ高岡店）

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

危険物取扱者（乙
種）

雇用期間の定めなし 定年を上限

生産管理 フソー化成　株式会社 高知県高岡郡日高村下分３７０２－
１７

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

ＤＴＰオペレーター フソー化成　株式会社 高知県高岡郡日高村下分３７０２－
１７

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

文旦収穫 しらき農園　白木　貴
章

高知県土佐市積善寺９９２－６ その他

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.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

《急募》文旦の収穫
（１２／１５～）

合同会社　九一左衛門 高知県土佐市積善寺１３３３ 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

11月18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)8時30分～17時00分

1,000円～1,000円

TEL 0889-20-1750 （従業員数 45人 ）

パート労働者 39050- 2924521 就業場所

時給

不問 (1)9時00分～16時00分

880円～880円

TEL 000-0000-0000 （従業員数 4人 ）

パート労働者 39050- 2925421 就業場所 高知県高知市

時給

20歳以上 (1)17時00分～21時00分

900円～900円

TEL 088-852-6999 （従業員数 3人 ）

パート労働者 39050- 2926321 就業場所 高知県土佐市

時給

不問 (1)8時45分～17時45分

130,500円～130,500円

TEL 088-894-2222 （従業員数 130人 ）

正社員以外 39050-    2220 就業場所 高知県高知市

月給

不問 (1)9時00分～22時00分

280,000円～300,000円

TEL 000-0000-0000 （従業員数 0人 ）

正社員 39050- 2920021 就業場所 高知県高知市

時給

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

141,040円～141,040円

TEL 088-852-0308 （従業員数 22人 ）

正社員 39050- 2921721 就業場所

時給

不問 (1)17時00分～22時00分

1,000円～1,200円

TEL 000-0000-0000 （従業員数 0人 ）

パート労働者 39050- 2922821 就業場所 高知県高知市

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)6時00分～15時00分

177,000円～210,000円 (2)10時00分～19時00分

TEL 088-852-2131 （従業員数 150人 ）

正社員 39050- 2923221 就業場所

時給

不問

860円～1,075円

TEL 080-2991-9637 （従業員数 89人 ）

パート労働者 39050- 2912021 就業場所 高知県高知市

時給 交替制あり
不問 (1)9時00分～15時00分

860円～900円

TEL 088-852-2131 （従業員数 150人 ）

パート労働者 39050- 2913721 就業場所

時給

不問 (1)8時30分～12時30分

1,300円～1,500円 (2)14時30分～18時00分

TEL 088-852-5522 （従業員数 13人 ）

パート労働者 39050- 2914821 就業場所

月給

62歳以下 (1)8時00分～12時30分

210,000円～260,000円

TEL 088-879-1611 （従業員数 3人 ）

正社員 39050- 2915221 就業場所 高知県吾川郡いの町

日給 交替制あり
18歳以上 (1)8時30分～17時15分

950円～950円 (2)11時45分～20時30分

(3)13時45分～22時30分
TEL 088-841-3105 （従業員数 20人 ）

パート労働者 39050- 2917421 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

体育館管理 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

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

看護師（正・准）【訪
問】

合同会社　訪問看護ス
テーションあんこ

高知県吾川郡いの町１８７４ 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

看護師（正・准） 医療法人　桔梗ケ丘会
橋本外科胃腸科内科

高知県土佐市高岡町甲７５０－１ 労災 准看護師

看護師
雇用期間の定めなし 不問

運転手 医療法人　広正会　井
上病院

高知県土佐市高岡町甲２０４４ 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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

調理員 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

調理師

雇用期間の定めなし 定年を上限

ホールスタッフ 株式会社　森木産業 高知県吾川郡いの町４９７２番地 その他

雇用期間の定めなし 不問

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

調理人 株式会社　森木産業 高知県吾川郡いの町４９７２番地 その他 調理師

雇用期間の定めなし 不問

出荷作業員　（季節）
（１月５日～）

高知県農業協同組合高
知地区　春野支所

高知県高知市春野町西分５１２－２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

居酒屋スタッフ 居酒屋へんしも 高知県土佐市高岡町甲１９７５
【送付先別】

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

農作業（ミニトマト・
キュウリ）

片山　昭彦 高知県高知市春野町西畑３５２ 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問
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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

(要自動車運転免許の
場合があります）

年齢制限
該当事由

加工オペレーター フソー化成　株式会社 高知県高岡郡日高村下分３７０２－
１７

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

11月18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）


