
表

年齢・
就業時間

月給 交替制あり
40歳以下 (1)8時00分～17時00分

170,000円～183,000円 (2)10時00分～19時00分

TEL 088-892-0700 （従業員数 21人 ）

正社員 39050-  472801 就業場所 高知県土佐郡土佐町

月給

40歳以下 (1)8時00分～17時00分

176,000円～209,000円

TEL 088-892-0700 （従業員数 21人 ）

正社員 39050-  474501 就業場所 高知県土佐郡土佐町

月給 変形（1年単位）
44歳以下 (1)8時00分～17時00分

170,000円～240,000円

TEL 088-852-0398 （従業員数 32人 ）

正社員 39050-  475001 就業場所 高知県高知市

時給

不問

790円～1,000円

TEL 088-894-5409 （従業員数 3人 ）

パート労働者 39050-  481201 就業場所

月給 変形（1年単位）
不問 (1)8時00分～17時00分

180,000円～230,000円 (2)10時00分～19時00分

TEL 0889-24-5131 （従業員数 19人 ）

正社員 39050-  427301 就業場所 福岡県福岡市中央区

月給 変形（1年単位）
18歳～59歳 (1)8時00分～16時40分

135,000円～145,000円 (2)15時40分～0時20分

(3)12時00分～20時40分

TEL 0889-24-5155 （従業員数 30人 ）

正社員 39050-  428601 就業場所 高知県高岡郡日高村

時給

不問 (1)8時00分～17時00分

990円～990円

TEL 088-867-3001 （従業員数 13人 ）

パート労働者 39050-  460901 就業場所 高知県吾川郡いの町

時給

不問 (1)16時00分～19時00分

800円～830円

TEL 088-893-2455 （従業員数 30人 ）

パート労働者 39050-  398901 就業場所

交替制あり
不問 (1)8時00分～16時45分

TEL 088-893-1370 （従業員数 74人 ）

正社員以外 39050-  407801 就業場所 高知県吾川郡いの町

時給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)7時30分～16時30分

800円～800円 (2)9時30分～18時30分

(3)11時00分～20時00分

TEL 0889-24-4106 （従業員数 11人 ）

パート労働者 39050-  415801 就業場所

時給 交替制あり
不問 (1)7時30分～16時30分

830円～1,000円 (2)9時30分～18時30分

(3)12時00分～21時00分

TEL 088-854-1575 （従業員数 18人 ）

パート労働者 39050-  418001 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

150,000円～160,000円 (2)9時30分～18時30分

(3)12時00分～21時00分

TEL 088-854-1575 （従業員数 18人 ）

正社員 39050-  419301 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時30分～17時30分

160,000円～172,000円

TEL 088-850-2385 （従業員数 10人 ）

正社員以外 39050-  372901 就業場所 高知県高知市

時給

不問 (1)8時30分～12時30分

1,100円～1,200円

TEL 088-837-2345 （従業員数 207人 ）

パート労働者 39050-  373101 就業場所 高知県高知市

変形（1年単位）
不問 (1)8時00分～17時00分

TEL 088-822-2444 （従業員数 6人 ）

正社員 39050-  374401 就業場所 高知県吾川郡いの町

　週間最新求人情報                     Ｎo.43

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

事務職 株式会社　モリチップ 高知県吾川郡いの町枝川１２５３番
地１

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし キャリア形成

　2月14日号

工場職 株式会社　モリチップ 高知県吾川郡いの町枝川１２５３番
地１

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし キャリア形成

営業 松井建材　有限会社 高知県土佐市高岡町甲１０８０－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形成

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

労災

雇用期間の定めなし 不問

店長候補　（福岡店） 澁谷食品　株式会社 高知県高岡郡日高村本郷７１６ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

不織布加工 株式会社　アサヒ加工 高知県高岡郡日高村下分２７７－２
９

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

介護職 社会福祉法人　ごほく
静和会　特別養護老人
ホーム　吾北荘

高知県吾川郡いの町下八川丁１６７
６番地

労災

雇用期間の定めなし 不問

片付け 医療法人　太佑会　西
村整形外科医院

高知県吾川郡いの町２５６ 労災

雇用期間の定めなし 不問

郵便外務作業（伊野郵
便局）

日本郵便株式会社　伊
野郵便局

高知県吾川郡いの町幸町６ 雇用・労災・
健康・厚生

自動二輪車免許

雇用期間の定めあり（４ヶ月
未満）

不問

時給８９０円～
８９０円

月あたり
142,400円～
142,400円

介護職員 有限会社　キラリ 高知県高岡郡日高村下分２７２－２ 労災 ホームヘルパー２級

介護福祉士
雇用期間の定めなし 不問

介護員 合同会社　まんさくの
里

高知県土佐市塚地３３１番地１ 雇用・労災 ホームヘルパー２級

雇用期間の定めあり（４ヶ月
以上）

不問

介護員 合同会社　まんさくの
里

高知県土佐市塚地３３１番地１ 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

支援員（就労継続支援
Ｂ型事業）

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

雇用期間の定めあり（４ヶ月
未満）

不問

あん摩、マッサージ
（すこやかな杜）

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 診療放射線技師

雇用期間の定めあり（４ヶ月
未満）

不問

砂利プラントオペレー
ター

（株）石黒 高知県高知市上町４丁目９－２１ 
�

　
【送付先別】

雇用・労災・
健康・厚生

大型自動車免許

車両系建設機械（基
礎工事用）運転技能
者

雇用期間の定めなし 不問

日給８０００円～
９０００円

月あたり
185,600円～
208,800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

時給 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)15時30分～9時00分

900円～900円

TEL 088-852-4200 （従業員数 6人 ）

パート労働者 39050-  375701 就業場所 高知県土佐市

時給

不問 (1)15時30分～19時00分
900円～900円 (2)9時00分～15時30分

TEL 088-852-4200 （従業員数 6人 ）

パート労働者 39050-  376801 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 088-893-5000 （従業員数 13人 ）

正社員以外 39050-  380901 就業場所

月給 交替制あり
不問 (1)8時00分～17時00分

202,000円～282,000円 (2)8時30分～17時30分
(3)9時30分～18時30分

TEL 088-842-7555 （従業員数 48人 ）

正社員 39050-  383701 就業場所

時給

18歳以上 (1)7時00分～9時00分
900円～900円

TEL 088-852-2277 （従業員数 70人 ）

パート労働者 39050-  384801 就業場所 高知県土佐市

不問 (1)8時00分～16時00分

TEL 088-852-2555 （従業員数 6人 ）

正社員 39050-  385201 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～400,000円

TEL 088-869-2311 （従業員数 25人 ）

正社員 39050-  388301 就業場所 高知県吾川郡いの町

時給

不問 (1)9時00分～18時00分
900円～1,200円

TEL 088-840-7345 （従業員数 8人 ）

パート労働者 39050-  389601 就業場所

月給 変形（1年単位）
不問 (1)8時00分～17時00分

150,000円～400,000円

TEL 088-869-2311 （従業員数 25人 ）

正社員 39050-  390401 就業場所 高知県吾川郡いの町

時給

不問

820円～820円

TEL 088-894-3977 （従業員数 4人 ）

パート労働者 39050-  391701 就業場所 高知県土佐市

時給

不問 (1)8時00分～12時00分
850円～1,000円 (2)13時00分～16時00分

TEL 088-842-3856 （従業員数 7人 ）

パート労働者 39050-  392801 就業場所 高知県高知市

時給

不問 (1)9時00分～15時00分
850円～850円

TEL 088-855-3310 （従業員数 10人 ）

パート労働者 39050-  393201 就業場所 高知県高知市

不問 (1)8時30分～17時00分

TEL 088-850-4500 （従業員数 29人 ）

正社員以外 39050-  394501 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.43

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

《急募》世話人（臨
時）

社会福祉法人　土佐福
祉会

高知県土佐市高岡町乙１３９３－１ 労災 介護福祉士

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

　2月14日号

《急募》世話人（臨
時）

社会福祉法人　土佐福
祉会

高知県土佐市高岡町乙１３９３－１ 労災 介護福祉士

雇用期間の定めあり（４ヶ月
未満）

不問

運転手（ダンプ及びミ
キサー車）

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

大型自動車免許

雇用期間の定めなし 不問

日給１１０００円～
１１０００円

月あたり
255,200円～
255,200円

看護師（正・准）（若
菜荘）

社会福祉法人　高春福
祉会

高知県高知市春野町東諸木３０５８
－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

早朝清掃スタッフ（７
時～９時）

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

建設作業員 株式会社　芝土木 高知県土佐市蓮池８２５－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 不問

日給８０００円～
１３０００円

月あたり
196,800円～
319,800円

土木作業員 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

中型自動車免許

大型自動車免許
雇用期間の定めなし 不問

大型特殊自動車免許

歯科助手 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

雇用期間の定めなし 不問

土木施工管理技術者
（見習い可）

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

雇用期間の定めなし 不問

農作業 おじま農園　　小島
賢治郎

高知県高知市春野町仁ノ３３８０ その他

雇用期間の定めなし 不問

農作業 株式会社　いわた農園 高知県高知市春野町東諸木６２４－
１

労災

雇用期間の定めあり（４ヶ月
以上）

不問

調理員 株式会社　グラン
ディール

高知県土佐市高岡町甲７３０－１ 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ月
以上）

不問

デイサービス　介護職
員

（株）伊野組合興産 高知県吾川郡いの町１４００ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ月
以上）

不問

日給６５００円～
７０００円

月あたり
141,300円～
151,400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） 


