
表

年齢・
就業時間

月給

64歳以下 (1)8時20分～17時20分
136,000円～158,000円 (2)8時40分～17時40分

(3)9時10分～18時10分
TEL 090-5142-6299（従業員数 14人 ）

正社員 39050- 2910601 就業場所

月給 変形（1年単位）
30歳以下 (1)8時00分～16時00分

160,000円～200,000円

TEL 088-852-1235 （従業員数 55人 ）

正社員 39050- 2943301 就業場所高知県土佐市

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～59歳 (1)7時30分～16時30分

158,000円～228,000円 (2)8時00分～17時00分
(3)10時00分～19時00分

TEL 088-892-4976 （従業員数 40人 ）

正社員 39050- 2961101 就業場所高知県吾川郡いの町

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～59歳 (1)7時00分～15時00分

120,000円～135,000円 (2)9時00分～17時00分
(3)11時00分～19時00分

TEL 088-856-1101 （従業員数 200人 ）

正社員 39050- 2975001 就業場所高知県土佐市 拠出
月給 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)9時00分～17時00分
180,000円～240,000円 (2)9時00分～12時00分

TEL 088-856-1101 （従業員数 60人 ）

正社員 39050- 2976301 就業場所高知県土佐市 拠出
時給

不問

1,150円～1,950円

TEL 088-850-3888 （従業員数 11人 ）

パート労働者 39050- 2977601 就業場所高知県土佐市

時給

不問 (1)8時30分～12時30分
1,100円～1,500円 (2)14時30分～18時30分

TEL 000-0000-0000（従業員数 7人 ）

パート労働者 39050- 2888301 就業場所

時給 交替制あり
64歳以下 (1)6時45分～14時30分

820円～820円 (2)12時00分～19時45分
(3)14時15分～22時00分

TEL 088-892-1580 （従業員数 64人 ）

パート労働者 39050- 2892801 就業場所高知県吾川郡いの町

時給 交替制あり
64歳以下 (1)17時00分～21時00分

820円～820円 (2)17時30分～21時30分
(3)18時00分～22時00分

TEL 088-892-1580 （従業員数 64人 ）

パート労働者 39050- 2893201 就業場所高知県吾川郡いの町

月給

44歳以下 (1)8時00分～17時00分
165,000円～165,000円

TEL 088-855-1352 （従業員数 4人 ）

正社員 39050- 2900001 就業場所高知県土佐市

時給

59歳以下 (1)9時00分～12時00分
800円～900円 (2)8時00分～12時00分

(3)17時00分～19時00分
TEL 088-852-2131 （従業員数 150人 ）

パート労働者 39050- 2904101 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時30分～17時00分

191,000円～281,000円 (2)9時00分～17時30分
(3)8時30分～12時30分

TEL 088-852-5522 （従業員数 13人 ）

正社員 39050- 2877201 就業場所

月給

不問 (1)7時30分～16時15分
146,100円～150,600円

TEL 0889-24-4127 （従業員数 8人 ）

正社員以外 39050- 2878501 就業場所高知県高岡郡日高村

不問 (1)8時00分～17時00分

TEL 000-0000-0000（従業員数 6人 ）

正社員以外 39050- 2880901 就業場所高知県吾川郡いの町

時給

59歳以下 (1)8時30分～16時30分
850円～900円

TEL 088-852-2131 （従業員数 150人 ）

パート労働者 39050- 2881101 就業場所

　週間最新求人情報            Ｎo.35

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

調剤薬局事務 株式会社　ニアファー
マシー

高知県土佐市高岡町甲１８９４－１
０（土佐市民病院前）

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

12月4日号

《急募！》仕上げ作業
（高岡工場）

伊野紙（株） 高知県吾川郡いの町３８９５ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形成

介護職（ケアハウス
いの）

社会福祉法人　伊野福
祉会

高知県吾川郡いの町波川５６０番２ 雇用・労災・
健康・厚生

介護福祉士

雇用期間の定めなし 法令の規定に
より年齢制限

がある

看護助手（白菊園病
院）

医療法人白菊会　白菊
園病院

高知県土佐市新居萩ノ里１番地 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 法令の規定に
より年齢制限

がある

介護支援専門員（ヴィ
ラフローラ）

医療法人白菊会　白菊
園病院

高知県土佐市新居萩ノ里１番地 雇用・労災・
健康・厚生

介護支援専門員（ケ
アマネージャー）

雇用期間の定めなし 定年を上限

訪問介護 特定非営利活動法人
宇佐在宅介護センタ一

高知県土佐市宇佐町宇佐３９８番地
５

雇用・労災 ホームヘルパー２級

原動機付自転車免許
雇用期間の定めなし 不問

歯科衛生士 医療法人大空会　安光
歯科

高知県吾川郡いの町天王南２丁目１
－１

労災 歯科衛生士

雇用期間の定めなし 不問

レストラン係（７時
間）

日本郵政株式会社　か
んぽの宿伊野

高知県吾川郡いの町波川１５６９ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

定年を上限

レストラン係（４時
間）

日本郵政株式会社　か
んぽの宿伊野

高知県吾川郡いの町波川１５６９ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

定年を上限

農作業 白木果樹園　白木浩一 高知県土佐市宮ノ内４３５ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形成

介護補助 医療法人　広正会　井
上病院

高知県土佐市高岡町甲２０４４ 労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

看護師（正・准）【急
募】

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 雇用・労災・
健康・厚生

看護師

准看護師
雇用期間の定めなし 不問

調理員　（会計年度任
用職員）

日高村　役場 高知県高岡郡日高村本郷６１－１ 雇用・公災・
健康・厚生

調理師

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

梨園及びブドウ園での
作業

有限会社　森本果樹園 高知県吾川郡いの町小野１７５番地 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

時給９００円～
１２００円

月あたり
183,600円～
244,800円

調剤事務・調剤補助 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

雇用期間の定めなし 定年を上限

℡ 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）
64歳以下 (1)9時00分～17時30分

200,000円～350,000円

TEL 088-852-2506 （従業員数 5人 ）

正社員 39050- 2866101 就業場所高知県四万十市

月給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)9時00分～17時30分

200,000円～350,000円

TEL 088-852-2506 （従業員数 4人 ）

正社員 39050- 2867401 就業場所高知県香南市

月給 変形（1年単位）
不問 (1)8時00分～17時00分

200,000円～300,000円

TEL 088-852-1188 （従業員数 14人 ）

正社員 39050- 2868701 就業場所

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 0人 ）

正社員 39050- 2869801 就業場所高知県高知市

時給

不問 (1)7時30分～16時30分
800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 0人 ）

パート労働者 39050- 2870301 就業場所高知県高知市

時給

不問 (1)8時30分～13時30分
1,150円～1,150円

TEL 088-828-5052 （従業員数 18人 ）

パート労働者 39050- 2873101 就業場所

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- 2874401 就業場所高知県土佐市

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 ）

正社員以外 39050- 2876801 就業場所高知県高知市

月給

不問 (1)8時00分～17時00分
148,000円～160,000円

TEL 0889-39-1868 （従業員数 5人 ）

正社員 39050- 2845501 就業場所高知県高岡郡日高村

時給

不問

800円～1,000円

TEL 0889-39-1868 （従業員数 5人 ）

パート労働者 39050- 2846001 就業場所高知県高岡郡日高村

変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時30分～17時00分

TEL 088-894-2410 （従業員数 25人 ）

正社員 39050- 2852201 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

165,000円～210,000円

TEL 088-856-0154 （従業員数 25人 ）

正社員 39050- 2855301 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.35

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

技術（中村営業所） （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

12月4日号

技術（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

機械加工　（フライ
ス、旋盤）

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

介護職員（新規施設）
【１２月２１日面接・
相談会】

有限会社　ユニバース 高知県高知市春野町弘岡中　６３９ 雇用・労災・
健康・厚生

介護職員初任者研修
修了者

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（新規施設）
【１２月２１日面接・
相談会】

有限会社　ユニバース 高知県高知市春野町弘岡中　６３９ 労災

雇用期間の定めなし 不問

送迎運転手 （医）恵水会　（ひろ
せ整形外科リハビリ
テーションクリニッ
ク・アクアメディカル
フィットネスクラブ）

高知県土佐市蓮池１００４－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

農作業（文旦） 楠瀬　英明 高知県土佐市永野２１６４ その他

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

日給８０００円～
９０００円

11日間
88,000円～
99,000円

（臨）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

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

日給１１０００円～
１２０００円

月あたり
253,000円～
276,000円

観光スタッフ スッゴイスタイル株式
会社

高知県高岡郡日高村下分２６５８番
地

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

観光スタッフ スッゴイスタイル株式
会社

高知県高岡郡日高村下分２６５８番
地

労災

雇用期間の定めなし 不問

農業機械部品製造 （有）森岡製作所 高知県高知市春野町西分１１２７－
１

雇用・労災・
健康・厚生

溶接技能者

フォークリフト運転
技能者雇用期間の定めなし 定年を上限

日給６０００円～
７５００円

月あたり
139,800円～
174,750円

調理（惣菜） 株式会社　宇佐ショッ
ピングセンター

高知県土佐市宇佐町宇佐１６８９番
地５

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

℡ 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）


