
表

年齢・
就業時間

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～59歳 (1)9時00分～17時15分

200,000円～280,000円 (2)9時00分～12時00分

(3)16時00分～9時00分
TEL 088-843-8833 （従業員数 9人 ）

正社員 39050- 3112111 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)9時00分～19時00分

180,000円～180,000円

TEL 088-856-6947 （従業員数 8人 ）

正社員 39050- 3113711 就業場所 高知県高知市

時給

不問 (1)8時00分～15時00分

820円～850円

TEL 088-852-1178 （従業員数 16人 ）

パート労働者 39050- 3114811 就業場所

時給

不問 (1)8時30分～16時30分

897円～951円

TEL 088-893-1116 （従業員数 19人 ）

パート労働者 39050- 3106811 就業場所 高知県吾川郡いの町

時給

不問 (1)9時00分～12時00分

820円～820円

TEL 000-0000-0000 （従業員数 26人 ）

パート労働者 39050- 3107211 就業場所 高知県高知市

時給

不問 (1)8時00分～17時00分

820円～820円

TEL 000-000-0000 （従業員数 26人 ）

パート労働者 39050- 3108511 就業場所

時給

不問 (1)8時00分～12時00分

820円～820円 (2)9時00分～12時00分

TEL 000-000-0000 （従業員数 26人 ）

パート労働者 39050- 3109411 就業場所

44歳以下 (1)8時00分～17時00分

TEL 0889-24-7857 （従業員数 7人 ）

正社員 39050- 3110611 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00分～17時00分

TEL 088-893-5000 （従業員数 13人 ）

正社員 39050- 3111911 就業場所

時給

不問 (1)8時30分～16時30分

1,725円～1,869円

TEL 088-893-1551 （従業員数 161人 ）

パート労働者 39050- 3099611 就業場所 高知県吾川郡いの町

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)8時50分～17時00分

213,000円～282,400円 (2)8時50分～12時30分

TEL 088-852-2131 （従業員数 150人 ）

正社員 39050- 3100011 就業場所

月給

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

196,880円～313,824円

TEL 088-856-2422 （従業員数 31人 ）

正社員 39050- 3102611 就業場所

変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

TEL 088-856-2422 （従業員数 31人 ）

正社員 39050- 3104111 就業場所 高知県土佐市

月給

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

171,000円～196,000円

TEL 088-892-1313 （従業員数 14人 ）

正社員 39050- 3093811 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)7時00分～16時00分

(2)10時00分～19時00分

(3)17時10分～10時10分
TEL 088-852-2944 （従業員数 55人 ）

正社員以外 39050- 3094211 就業場所

　週間最新求人情報            Ｎo.36

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

看護師（正・准） （医）勝真会　こうな
い坂医院

高知県高知市朝倉丙１９１７－３ 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

12月17日号

アイリスト （有）クライム 高知県吾川郡いの町１３６８－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

美容師

雇用期間の定めなし 定年を上限

箱詰め作業 高陵青果農業協同組合 高知県土佐市高岡町丙６６－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

事務補助（土木課） いの町役場 高知県吾川郡いの町１７００－１ 雇用・公災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

選果作業 株式会社　トマトの村 高知県高知市春野町西畑３５３ 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

農業（ビニールハウス
内でのトマトの栽培ス
タッフ）

株式会社　トマトの村 高知県高知市春野町西畑３５３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

農業（ビニールハウス
内でのトマトの収穫ス
タッフ）

株式会社　トマトの村 高知県高知市春野町西畑３５３ 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

抄紙工（土佐和紙） ひだか和紙（有） 高知県高岡郡日高村沖名３４８６一
１

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７，７００円～
８，２００円

月あたり
149,380円～
159,080円

プラント（生コンク
リート製造）

高知麻生生コンクリー
ト（株）

高知県吾川郡いの町八田１６５６ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

日給８，５００円～
８，５００円

月あたり
196,350円～
196,350円

理学療法士 いの町立国民健康保険
仁淀病院

高知県吾川郡いの町１３６９ 雇用・労災・
健康・厚生

理学療法士

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

臨床検査技師 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

臨床検査技師

雇用期間の定めなし 定年を上限

土木技術者 株式会社　龍生 高知県土佐市宇佐町宇佐２８２７番
地８

雇用・労災・
健康・厚生

２級土木施工管理技
士

２級建設機械施工技
士雇用期間の定めなし 定年を上限

土木作業員 株式会社　龍生 高知県土佐市宇佐町宇佐２８２７番
地８

雇用・労災・
健康・厚生・
その他

雇用期間の定めなし 定年を上限

日給８，０００円～
１３，０００円

月あたり
183,200円～
297,700円

酒類販売・配送及び営
業

（株）西岡寅太郎商店 高知県吾川郡いの町羽根町１７番地 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

準中型自動車免許

雇用期間の定めなし 定年を上限

介護員 （社福）土佐厚生会
障害者支援施設　とさ

高知県土佐市波介１２４４－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

法令の規定に
より年齢制限

がある

日給６，８４０円～
６，８４０円

月あたり
170,376円～
170,376円

℡ 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

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

178,000円～265,000円

TEL 000-0000-0000 （従業員数 3人 ）

正社員 39050- 3095511 就業場所 高知県高知市

時給

不問

1,000円～1,500円

TEL 088-854-6778 （従業員数 5人 ）

パート労働者 39050- 3096411 就業場所 高知県吾川郡いの町

時給

不問

1,000円～1,360円

TEL 000-0000-0000 （従業員数 7人 ）

パート労働者 39050- 3097011 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

146,000円～190,000円

TEL 000-0000-0000 （従業員数 7人 ）

正社員 39050- 3098311 就業場所 高知県高知市

月給 交替制あり
59歳以下 (1)6時00分～15時00分

138,500円～164,900円 (2)6時30分～15時30分

(3)10時30分～19時15分
TEL 080-7992-4272 （従業員数 207人 ）

正社員 39050- 3087511 就業場所

時給

不問

900円～900円

TEL 080-7992-4272 （従業員数 207人 ）

パート労働者 39050- 3088411 就業場所

変形（1年単位）
不問 (1)8時00分～17時00分

TEL 088-894-5409 （従業員数 3人 ）

正社員 39050- 3089011 就業場所

時給

不問

950円～1,200円

TEL 090-4508-7176 （従業員数 4人 ）

パート労働者 39050- 3090911 就業場所 高知県高知市

40歳以下 (1)7時00分～16時00分

(2)8時00分～17時00分

TEL 090-4508-7176 （従業員数 4人 ）

正社員 39050- 3091111 就業場所 高知県高知市

月給 変形（1年単位）
不問 (1)8時00分～17時00分

250,000円～400,000円

TEL 088-852-0742 （従業員数 12人 ）

正社員 39050- 3092711 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

　週間最新求人情報            Ｎo.36

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

介護支援専門員 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

12月17日号

あんまマッサージ指圧
師

合同会社さんさん 高知県吾川郡いの町天王南２丁目１
１－３

雇用・労災 あん摩マッサージ指
圧師

きゅう師
雇用期間の定めなし 不問

はり師

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

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

介護職員初任者研修
修了者

雇用期間の定めなし 定年を上限

調理 医療法人　恕泉会　リ
ハビリテーション病院
すこやかな杜

高知県高知市春野町芳原字北東原１
３１６－１

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

調理 医療法人　恕泉会　リ
ハビリテーション病院
すこやかな杜

高知県高知市春野町芳原字北東原１
３１６－１

労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

土木作業員 ケーワイエム建設　北
岡幸三

高知県高知市春野町弘岡下３９番地
３

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

日給８，０００円～
１５，０００円

月あたり
184,000円～
345,000円

農作業 土居農園　土居聖也 高知県高知市春野町南ケ丘７丁目１
５－１４

労災

雇用期間の定めなし 不問

農作業 土居農園　土居聖也 高知県高知市春野町南ケ丘７丁目１
５－１４

雇用・労災

雇用期間の定めなし キャリア形成

時給９５０円～
１，２００円

月あたり
186,200円～
235,200円

大型運転手 有限会社　土佐保冷 高知県土佐市蓮池１２０５番地２ 雇用・労災・
健康・厚生

大型自動車免許

雇用期間の定めなし 不問

℡ 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）


