
表

年齢・
就業時間

月給 変形（1年単位）
不問 (1)8時30分～17時30分

170,000円～175,000円 (2)9時00分～18時00分

TEL 088-842-0777 （従業員数 20人 ）

正社員 39050-  571001 就業場所

月給 変形（1年単位）
不問 (1)8時30分～18時00分

148,000円～195,000円 (2)8時30分～12時30分

TEL 088-828-5052 （従業員数 18人 ）

正社員 39050-  572301 就業場所

月給 変形（1年単位）
不問 (1)8時30分～18時00分

210,000円～290,000円 (2)8時30分～12時30分

TEL 088-828-5052 （従業員数 18人 ）

正社員 39050-  573601 就業場所

時給 交替制あり
不問

820円～900円

TEL 088-856-5861 （従業員数 5人 ）

パート労働者 39050-  590601 就業場所

月給 変形（1年単位）
不問 (1)8時00分～17時00分

160,000円～250,000円

TEL 088-852-1188 （従業員数 14人 ）

正社員 39050-  547001 就業場所

月給 変形（1年単位）
不問 (1)8時00分～17時00分

175,000円～300,000円

TEL 088-852-1188 （従業員数 14人 ）

正社員 39050-  548301 就業場所

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-  549601 就業場所

時給

59歳以下 (1)9時00分～15時30分

800円～850円 (2)9時00分～13時30分

TEL 088-893-1193 （従業員数 6人 ）

パート労働者 39050-  550401 就業場所 高知県安芸市

月給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)9時00分～18時00分

180,000円～240,000円 (2)7時00分～16時00分

(3)10時30分～19時30分

TEL 088-893-0047 （従業員数 10人 ）

正社員 39050-  556301 就業場所 高知県吾川郡いの町

時給

不問 (1)8時30分～15時00分

800円～800円

TEL 088-852-1950 （従業員数 1人 ）

パート労働者 39050-  560801 就業場所

変形（1年単位）
不問 (1)8時00分～17時00分

TEL 088-852-0775 （従業員数 7人 ）

正社員 39050-  522001 就業場所

月給 変形（1年単位）
39歳以下 (1)8時00分～17時00分

155,000円～230,000円

TEL 088-894-2301 （従業員数 31人 ）

正社員 39050-  525901 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
64歳以下 (1)8時30分～17時30分

200,000円～239,000円

TEL 088-855-5403 （従業員数 73人 ）

正社員 39050-  529801 就業場所 高知県土佐市

時給 交替制あり
不問 (1)8時00分～17時00分

1,100円～1,200円 (2)9時00分～18時00分

(3)10時00分～19時00分

TEL 088-855-5403 （従業員数 73人 ）

パート労働者 39050-  530301 就業場所 高知県土佐市

時給 交替制あり
不問 (1)8時00分～17時00分

1,300円～1,400円 (2)9時00分～18時00分

(3)10時00分～19時00分

TEL 088-855-5403 （従業員数 73人 ）

パート労働者 39050-  532901 就業場所 高知県土佐市

　週間最新求人情報                    Ｎo.44

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） （株）春野学園 高知県高知市春野町東諸木４１１５
－１３

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

看護師

准看護師

雇用期間の定めなし 不問

2月21日号

介護職（通所リハビリ
テーション）

（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・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

理学療法士又は作業療
法士

（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・
健康・厚生

理学療法士

作業療法士

雇用期間の定めなし 不問

ホール・キッチンス
タッフ

企業組合　アルバトー
ザ

高知県土佐市新居３８－３３　新居
地区観光交流施設「南風」２Ｆ

労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

ＣＡＤオペレーター 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

溶接業務・機械組立 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

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

調剤薬局事務補助 （有）クリスプロジェ
クト

高知県吾川郡いの町新町２６番地 雇用・労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

管理者兼介護職（グ
ループホームアビタシ
オン青空）

医療法人　光陽会　い
の病院

高知県吾川郡いの町３８６４－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

農作業 濱田　忠光 高知県土佐市蓮池１５４８ その他

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

生姜の芽切り、パック
詰め、　洗浄等作業員
＜急募＞

（株）山石 高知県土佐市高岡町乙１３９８－２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

時給９００円～
１０００円

月あたり
156,494円～
173,882円

製造作業員 三和段ボール（株） 高知県高知市春野町弘岡上２００５
－１

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形成

ケアマネージャー 社会福祉法人　正晴会
特別養護老人ホーム
さくら

高知県土佐市高岡町甲９６９－１ 
「特別養護老人ホームさくら」

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

准看護師 社会福祉法人　正晴会
特別養護老人ホーム
さくら

高知県土佐市高岡町甲９６９－１ 
「特別養護老人ホームさくら」

雇用・労災 准看護師

雇用期間の定めなし 不問

正看護師 社会福祉法人　正晴会
特別養護老人ホーム
さくら

高知県土佐市高岡町甲９６９－１ 
「特別養護老人ホームさくら」

雇用・労災 看護師

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） 



裏

年齢・
就業時間

月給 変形（1ヶ月単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

182,000円～232,000円 (2)9時00分～18時00分
(3)10時00分～19時00分

TEL 088-855-5403 （従業員数 73人 ）

正社員 39050-  535701 就業場所 高知県土佐市

月給 変形（1ヶ月単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

208,000円～258,000円 (2)9時00分～18時00分
(3)10時00分～19時00分

TEL 088-855-5403 （従業員数 73人 ）

正社員 39050-  537201 就業場所 高知県土佐市

月給 変形（1年単位）
不問 (1)8時00分～17時00分

150,000円～200,000円

TEL 088-869-2311 （従業員数 25人 ）

正社員 39050-  508601 就業場所 高知県吾川郡いの町

月給

不問 (1)8時30分～18時30分
195,000円～270,000円

TEL 088-840-7345 （従業員数 8人 ）

正社員 39050-  510701 就業場所

不問 (1)9時00分～17時15分

TEL 0889-39-1803 （従業員数 30人 ）

正社員以外 39050-  512201 就業場所 高知県高岡郡日高村

時給

不問

790円～850円

TEL 0889-39-1803 （従業員数 30人 ）

パート労働者 39050-  514001 就業場所 高知県高岡郡日高村

時給

不問 (1)8時40分～15時40分
793円～793円

TEL 088-850-2600 （従業員数 66人 ）

パート労働者 39050-  495101 就業場所 高知県高知市

時給

18歳以上 (1)23時00分～0時30分
1,200円～1,200円

TEL 088-852-2277 （従業員数 40人 ）

パート労働者 39050-  496401 就業場所 高知県須崎市

変形（1年単位）
不問 (1)8時30分～17時30分

TEL 090-5272-6085 （従業員数 3人 ）

正社員 39050-  500101 就業場所

時給

不問 (1)10時00分～15時30分
800円～900円

TEL 088-893-2131 （従業員数 5人 ）

パート労働者 39050-  501401 就業場所 高知県高知市

時給

不問

1,000円～1,000円

TEL 088-893-2131 （従業員数 4人 ）

パート労働者 39050-  502701 就業場所 高知県香美市

　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.44

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

准看護師 社会福祉法人　正晴会
特別養護老人ホーム
さくら

高知県土佐市高岡町甲９６９－１ 
「特別養護老人ホームさくら」

雇用・労災・
健康・厚生

准看護師

雇用期間の定めなし 定年を上限

2月21日号

正看護師 社会福祉法人　正晴会
特別養護老人ホーム
さくら

高知県土佐市高岡町甲９６９－１ 
「特別養護老人ホームさくら」

雇用・労災・
健康・厚生

看護師

雇用期間の定めなし 定年を上限

一般事務【急募】 有限会社　手箱建設 高知県吾川郡いの町戸中８１－５ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（Ａ
Ｔ限定）

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

雇用・労災・
健康・厚生

歯科衛生士

雇用期間の定めなし 不問

ミニトマトに係る農作
業（計量、出荷業務）

株式会社　イチネン高
知日高村農園

高知県高岡郡日高村本郷４１１－１ 雇用・労災・
健康・厚生

フォークリフト運転
技能者

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

時給８００円～
８５０円

月あたり
126,440円～
134,342円

ミニトマトに係る農作
業

株式会社　イチネン高
知日高村農園

高知県高岡郡日高村本郷４１１－１ 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

加工・検査業務（高知
南事業部）【３月１０
日面接会】

（株）土佐電子 高知県土佐市高岡町乙６１－１０ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

清掃業務　　　（セン
トラルディーボ須崎
店）

株式会社　ジムス 高知県土佐市高岡町甲２２１－１ 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

仮設資材の整備 友愛工業　　北沢　勝 高知県高岡郡日高村下分字清水３７
０８　（日建リ－スエ業（株）高知
支店・高知工場内

雇用・労災 フォークリフト運転
技能者

雇用期間の定めなし 不問

日給８０００円～
８０００円

月あたり
178,400円～
178,400円

調理・販売 株式会社　いろは 高知県吾川郡いの町波川６６４－１ 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

介護職【香美】≪急募
≫

株式会社　いろは 高知県吾川郡いの町波川６６４－１ 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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） 


