
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

月給 変形（１年単位）
35歳以下 (1) 8時00分～17時00分

（従業員数 16人 ）

正社員 39050-  611381 就業場所

月給
不問 (1) 8時30分～16時30分

(2) 8時30分～12時00分

（従業員数 4人 ）

正社員 39050-  612681 就業場所高知県高知市

時給
不問 (1)10時00分～19時00分

（従業員数 5人 ）

パート労働者 39050-  616781 就業場所高知県土佐市

時給
不問 (1)10時00分～19時00分

（従業員数 2人 ）

パート労働者 39050-  617881 就業場所高知県安芸市

月給 変形（１年単位） 土木施工管理技士２級
59歳以下 (1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許一種

（従業員数 13人 ）

正社員 39050-  601281 就業場所

時給
不問 (1) 8時30分～16時30分

(2) 8時30分～12時00分

（従業員数 4人 ）

パート労働者 39050-  602181 就業場所高知県高知市

月給 変形（１年単位） 建築施工管理技士２級
59歳以下 (1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許一種

（従業員数 13人 ）

正社員 39050-  604381 就業場所

不問 (1) 8時00分～17時00分

（従業員数 3人 ）

正社員 39050-  605681 就業場所

変形（１年単位） 準中型自動車免許
59歳以下 (1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許一種

（従業員数 13人 ）

正社員 39050-  606981 就業場所高知県吾川郡いの町

月給 普通自動車免許ＡＴ
不問 (1) 8時30分～17時15分

(2)12時30分～21時15分

（従業員数 4人 ）

正社員以外 39050-  607581 就業場所高知県高知市

時給
不問 (1) 7時00分～12時00分

（従業員数 0人 ）

パート労働者 39050-  608481 就業場所高知県土佐市

月給 普通自動車免許ＡＴ
不問 (1) 9時00分～18時00分

（従業員数 18人 ）

正社員 39050-  586481 就業場所高知県高知市

No.57 表　裏 ２月１６日号

所在地・就業場所

《急募》医療事務 （医）仁照会　はる
の森澤クリニック

高知県高知市春野町東諸木３１
６３

雇用・労
災・健康・
厚生150,000円～

170,000円
雇用期間の定めなし

ＤＴＰオペレーター （有）大国印刷所 高知県吾川郡いの町駅南町２８
番地

雇用・労
災・健康・
厚生・財形135,000円～

135,000円
雇用期間の定めなし

接客・販売 
【眼鏡市場　高知安芸店】

株式会社　ブレイブ 高知県土佐市高岡町甲２００５
－２

労災

750円～750円雇用期間の定めなし

接客・販売 
【眼鏡市場　土佐市役所前店】

株式会社　ブレイブ 高知県土佐市高岡町甲２００５
－２

労災

750円～750円雇用期間の定めなし

《急募》医療事務 （医）仁照会　はる
の森澤クリニック

高知県高知市春野町東諸木３１
６３

労災

900円～900円雇用期間の定めなし

土木施工管理 株式会社　ダック
テック

高知県吾川郡いの町駅東町１０
５番地

雇用・労
災・健康・
厚生250,000円～

320,000円
雇用期間の定めなし

一般事務員 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

建築施工管理 株式会社　ダック
テック

高知県吾川郡いの町駅東町１０
５番地

雇用・労
災・健康・
厚生250,000円～

320,000円
雇用期間の定めなし

時給７４０円～
９００円

月あたり
118,400円～
144,000円

弓道場管理・運営 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２４８
５番地

雇用・労
災・健康・
厚生156,000円～

156,000円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

作業員 株式会社　ダック
テック

高知県吾川郡いの町駅東町１０
５番地

雇用・労
災・健康・
厚生雇用期間の定めなし

日給９０００円～
１１０００円

月あたり
208,800円～
255,200円

事務職 高知新聞社会福祉事
業団

高知市朝倉丙１６４４－１ 雇用・労
災・健康・
厚生148,000円～

170,000円
雇用期間の定めなし

農作業 倉橋　康宏 高知県土佐市北地９１１

800円～850円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

℡ 088-893-1225

ハローワークいの

（いの公共職業安定◎ 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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℡ 088-893-1225

ハローワークいの

（いの公共職業安定◎ 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。）

時給
不問 (1) 7時30分～16時30分

（従業員数 80人 ）

パート労働者 39050-  587781 就業場所

時給
不問

（従業員数 80人 ）

パート労働者 39050-  588881 就業場所

時給
不問 (1) 7時30分～18時00分

（従業員数 80人 ）

パート労働者 39050-  589281 就業場所

時給
不問 (1) 7時30分～19時00分

（従業員数 80人 ）

パート労働者 39050-  590381 就業場所

時給
不問

（従業員数 80人 ）

パート労働者 39050-  591681 就業場所

変形（１年単位）
不問 (1) 8時30分～17時00分

（従業員数 25人 ）

正社員 39050-  558681 就業場所

月給
44歳以下 (1) 9時00分～18時00分

（従業員数 4人 ）

正社員 39050-  559981 就業場所 厚生年金基金

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 8人 ）

正社員 39050-  564081 就業場所

変形（１年単位）
不問 (1) 8時30分～17時30分

(2) 8時30分～15時00分

（従業員数 3人 ）

正社員以外 39050-  566681 就業場所

月給 普通自動車免許ＡＴ
不問 (1) 8時30分～17時15分

（従業員数 18人 ）

正社員以外 39050-  571181 就業場所

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種
不問 (1) 8時00分～19時00分

（従業員数 15人 ）

正社員 39050-  572081 就業場所

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-  573381 就業場所高知県高知市

普通自動車免許一種
40歳以下 (1) 8時00分～17時00分

（従業員数 15人 ）

正社員 39050-  574681 就業場所高知県高知市

月給
不問 (1) 7時00分～16時00分

(2) 9時30分～18時30分

（従業員数 18人 ）

正社員 39050-  578781 就業場所高知県高知市

惣菜部門 （株）マルナカ　土
佐店

高知県土佐市蓮池字池ノ尻１１
１９

雇用・労
災・健康・
厚生770円～770円雇用期間の定めあり

（4ヶ月以上）

鮮魚担当 （株）マルナカ　土
佐店

高知県土佐市蓮池字池ノ尻１１
１９

雇用・労災

800円～800円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

青果部門 （株）マルナカ　土
佐店

高知県土佐市蓮池字池ノ尻１１
１９

雇用・労災

740円～740円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

惣菜部門 （株）マルナカ　土
佐店

高知県土佐市蓮池字池ノ尻１１
１９

雇用・労災

770円～770円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

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１１２
７－１

雇用・労
災・健康・
厚生雇用期間の定めなし

青果部門（週３５時
間）

（株）マルナカ　土
佐店

高知県土佐市蓮池字池ノ尻１１
１９

雇用・労
災・健康・
厚生740円～740円雇用期間の定めあり

（4ヶ月以上）

日給５３６３円～
６３６３円

月あたり
124,957円～
148,257円

型枠大工及び土工 （有）大和　ＹＡＭ
ＡＴＯ

吾川郡いの町池ノ内１６６４－
３

雇用・労
災・健康・
厚生雇用期間の定めなし

一般事務 有限会社　朝倉電化
センター

高知県高知市朝倉丙３５４－２ 雇用・労
災・健康・
厚生130,000円～

150,000円
雇用期間の定めなし

日給８０００円～
１００００円

月あたり
185,600円～
232,000円

事務局長 社会福祉法人　土佐
市社会福祉協議会

土佐市高岡町乙３５１９－１ 雇用・労
災・健康・
厚生260,000円～

260,000円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

一般事務 日建リース工業株式
会社　高知営業所

高知県高岡郡日高村下分字清水
３７０８

雇用・労
災・健康・
厚生雇用期間の定めなし

時給８００円～
８００円

月あたり
136,800円～
136,800円

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）

ガソリンスタンドス
タッフ

（有）伊野工材 高知県吾川郡いの町１６７８ 雇用・労
災・健康・
厚生160,000円～

200,000円
雇用期間の定めなし

時給８５０円～
８５０円

月あたり
162,520円～
162,520円

施設職員 高知新聞社会福祉事
業団

高知市朝倉丙１６４４－１ 雇用・労
災・健康・
厚生148,000円～

170,000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なし

時給７５０円～
８００円

月あたり
143,400円～
152,960円


