
年齢・

職種 指針　 賃金 求人者名 就業時間 加入保険等 必要な免許資格

時給
不問 (1)14時00分～18時00分

（従業員数 43人 ）

パート労働者 39050-  292681 就業場所

時給
不問

（従業員数 2人 ）

パート労働者 39050-  293981 就業場所

時給
不問 (1)14時00分～18時30分

(2) 8時30分～13時30分
(3)13時30分～18時30分

（従業員数 6人 ）

パート労働者 39050-  294581 就業場所

時給
不問 (1)14時30分～17時30分

(2)15時00分～18時00分
(3) 8時00分～13時00分

（従業員数 9人 ）

パート労働者 39050-  298281 就業場所

月給 変形（１年単位）
不問

（従業員数 0人 ）

正社員以外 39050-  282181 就業場所高知県土佐市

時給
不問

（従業員数 0人 ）

パート労働者 39050-  283081 就業場所高知県土佐市

普通自動車免許一種
不問 (1) 8時00分～17時00分

（従業員数 15人 ）

正社員以外 39050-  284381 就業場所高知県高知市

普通自動車免許一種
不問 (1) 8時30分～17時00分 準中型自動車免許

（従業員数 40人 ）

正社員以外 39050-  286981 就業場所高知県土佐市

時給
不問 (1) 8時30分～13時00分

(2)13時00分～18時00分
(3) 9時30分～18時00分

（従業員数 40人 ）

パート労働者 39050-  287581 就業場所高知県土佐市

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種
不問 (1) 8時00分～17時00分

（従業員数 17人 ）

正社員 39050-  290081 就業場所高知県長岡郡大豊町

時給 変形（１年単位） フォークリフト技能者
18歳以上 (1)16時00分～ 0時00分

（従業員数 35人 ）

パート労働者 39050-  291381 就業場所

月給 普通自動車免許一種
44歳以下 (1) 8時00分～17時00分

（従業員数 4人 ）

正社員 39050-  275081 就業場所

不問 (1) 9時00分～17時30分
(2)11時30分～20時00分

（従業員数 9人 ）

正社員以外 39050-  276381 就業場所高知県高知市

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ
不問 (1) 8時30分～17時30分

（従業員数 9人 ）

正社員以外 39050-  277681 就業場所高知県高知市

《急募》事務職 （株）田原工業 高知県土佐市高岡町乙２２１５
－１

雇用・労災

850円～850円雇用期間の定めなし

No.54 表　裏 １月２６日号

所在地・就業場所

放課後児童クラブ指導
員

蓮池なかよしクラブ 土佐市蓮池１３４７－２　　蓮
池小学校内

労災

800円～900円雇用期間の定めなし

農作業 久保　和利 高知県土佐市新居１００６

740円～740円雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

コールセンターオペ
レーター　及び事務

株式会社　ＮＩＣ土
佐コンタクトセン
ター

高知県高岡郡四万十町東川角６
０５番地４

140,000円～
200,000円

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

《急募！》学童保育指
導員

学童保育　高岡の
びっこクラブ

土佐市高岡町乙３４４０－１
高岡第一小学校内

労災

800円～800円雇用期間の定めなし

農作業（トマト） 株式会社　広瀬農園 高知市春野町西分４３１０ 雇用・労
災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

コールセンターオペ
レーター　及び事務

株式会社　ＮＩＣ土
佐コンタクトセン
ター

高知県高岡郡四万十町東川角６
０５番地４

800円～1,000円雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

時給８５０円～
８５０円

月あたり
162,520円～
162,520円

接客（みのり館） 土佐市農業協同組合 高知県土佐市蓮池９４８－１ 雇用・労災

750円～750円雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

配達・接客（みのり
館）

土佐市農業協同組合 高知県土佐市蓮池９４８－１ 雇用・労
災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

時給８００円～
８００円

月あたり
120,600円～
120,600円

《急募！》仕上げ作業 
　（伊野工場）

伊野紙（株） 高知県吾川郡いの町３８９５ 雇用・労
災・健康・
厚生1,000円～1,500

円
雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

林業作業全般 石川産業有限会社 高知県吾川郡いの町高薮２２４
番地８

雇用・労
災・健康・
厚生170,000円～

270,000円
雇用期間の定めなし

惣菜の製造販売 有限会社　グランメ
－ル

高知市　春野町平和　１３２番
地

雇用・労
災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

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160,000円～

240,000円
雇用期間の定めなし

時給７３７円～
７８０円

月あたり
123,842円～
135,775円

支援員 社会福祉法人　太陽
福祉会

高知県土佐市波介１２７６－４ 雇用・労
災・健康・
厚生148,000円～

167,000円
雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

℡ 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。）
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月給 大型自動車免許一種
59歳以下 (1) 8時00分～17時00分

（従業員数 6人 ）

正社員 39050-  281281 就業場所

時給 変形（１ヶ月単位）
18歳以上 (1) 6時00分～17時00分

(2)17時00分～ 1時00分

（従業員数 20人 ）

パート労働者 39050-  260981 就業場所

変形（１年単位）
不問

（従業員数 2人 ）

正社員 39050-  261581 就業場所高知県高知市

時給 介護職員初任者研修
不問 普通自動車免許ＡＴ

（従業員数 4人 ）

パート労働者 39050-  262481 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ
18歳以上 (1) 8時30分～17時30分

(2)15時30分～ 0時30分

（従業員数 28人 ）

正社員 39050-  264881 就業場所高知県土佐市

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ
18歳以上 (1)15時30分～ 0時30分

（従業員数 28人 ）

正社員 39050-  265281 就業場所高知県土佐市

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ
18歳以上 (1) 8時30分～17時30分

（従業員数 28人 ）

正社員 39050-  266181 就業場所高知県土佐市

時給
18歳以上

（従業員数 28人 ）

パート労働者 39050-  267081 就業場所高知県土佐市

44歳以下 (1) 7時35分～16時40分

（従業員数 17人 ）

正社員 39050-  273281 就業場所

時給
不問 (1) 9時00分～15時00分

(2)17時00分～22時30分

（従業員数 15人 ）

パート労働者 39050-  274181 就業場所

普通自動車免許ＡＴ
不問 (1) 8時30分～17時15分

（従業員数 10人 ）

正社員以外 39050-  254481 就業場所高知県吾川郡いの町

不問 (1) 8時30分～17時15分 普通自動車免許ＡＴ

（従業員数 5人 ）

正社員以外 39050-  256881 就業場所高知県吾川郡いの町

月給 変形（１ヶ月単位） 調理師
不問 (1) 6時00分～15時00分

(2)10時00分～19時00分

（従業員数 150人 ）

正社員 39050-  259081 就業場所

大型ダンプ運転手 有限会社　川建 土佐市高岡町甲１２４２－１ 雇用・労
災・健康・
厚生140,600円～

150,500円
雇用期間の定めなし

エステティシャン、 
エステティシャン補助

合同会社　ハッピー
フォレスト

高知県高知市上町５丁目４－１ 雇用・労
災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

配車係 （有）明神ハイヤー 高知県吾川郡いの町新町７４ 雇用・労災

800円～1,000円雇用期間の定めなし

日給６２５０円～
６２５０円

月あたり
140,000円～
140,000円

ホール係兼カウンター
係 （セントラル土佐
店）

株式会社　ジムス 高知県土佐市高岡町甲２２１－
１

雇用・労
災・健康・
厚生200,000円～

244,000円雇用期間の定めなし

訪問介護 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

労災

1,500円～1,500
円

雇用期間の定めなし

ホール係兼カウンター
係・昼間（セントラル
土佐店）

株式会社　ジムス 高知県土佐市高岡町甲２２１－
１

雇用・労
災・健康・
厚生175,000円～

175,000円雇用期間の定めなし

ホール係兼カウンター
係・夜間（セントラル
土佐店）

株式会社　ジムス 高知県土佐市高岡町甲２２１－
１

雇用・労
災・健康・
厚生208,000円～

208,000円雇用期間の定めなし

工場作業員 金子木工所 高知県土佐市高岡町丙２７７ 雇用・労
災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

ホール係兼カウンター
係 （パート・セントラ
ル土佐店）

株式会社　ジムス 高知県土佐市高岡町甲２２１－
１

労災

1,000円～1,240
円雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

日給８０００円～
８０００円

月あたり
163,200円～
163,200円

一般事務及び支援業務 社会福祉法人　いの
町社会福祉協議会

高知県吾川郡いの町１４００番
地　すこやかセンター伊野内

雇用・労
災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

調理及び接客 （有）大五郎 高知県土佐市高岡町乙３４７７
－３

労災

800円～1,100円雇用期間の定めなし

日給６９００円～
６９００円

月あたり
140,070円～
140,070円

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135,000円～

145,000円
雇用期間の定めなし

支援業務 社会福祉法人　いの
町社会福祉協議会

高知県吾川郡いの町１４００番
地　すこやかセンター伊野内

雇用・労
災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

日給６９００円～
６９００円

月あたり
140,070円～
140,070円


