
表

年齢・
就業時間

時給

不問 (1)8時30分～17時15分

946円～1,159円

TEL 088-892-3000 （従業員数 22人 ）

パート労働者 39050-  672101 就業場所

時給

不問 (1)8時30分～17時15分

946円～1,159円

TEL 088-892-3000 （従業員数 22人 ）

パート労働者 39050-  673401 就業場所

時給

59歳以下 (1)9時00分～12時30分

900円～1,200円 (2)15時00分～18時00分

TEL 088-844-2415 （従業員数 4人 ）

パート労働者 39050-  683801 就業場所 高知県高知市

月給

59歳以下 (1)9時00分～18時30分

160,000円～180,000円 (2)9時00分～13時00分

TEL 088-844-2415 （従業員数 4人 ）

正社員 39050-  686001 就業場所 高知県高知市

時給

不問 (1)8時40分～15時40分

800円～900円

TEL 088-850-2600 （従業員数 20人 ）

パート労働者 39050-  692201 就業場所 高知県土佐市

月給

59歳以下 (1)9時00分～17時00分

230,000円～320,000円

TEL 088-855-3727 （従業員数 17人 ）

正社員 39050-  634501 就業場所

変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

TEL 088-855-3727 （従業員数 17人 ）

正社員 39050-  635001 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時30分～18時15分

159,000円～159,000円

TEL 088-841-3105 （従業員数 4人 ）

正社員以外 39050-  636301 就業場所 高知県高知市

月給 変形（1年単位）
不問 (1)9時00分～18時00分

150,000円～250,000円

TEL 088-850-2211 （従業員数 4人 ）

正社員 39050-  645601 就業場所

時給

不問

800円～800円

TEL 088-852-0216 （従業員数 0人 ）

パート労働者 39050-  648401 就業場所 高知県土佐市

不問 (1)8時00分～17時00分

TEL 088-852-0216 （従業員数 0人 ）

正社員以外 39050-  649701 就業場所 高知県土佐市

変形（1年単位）
不問 (1)7時30分～16時00分

(2)8時00分～16時30分

(3)8時30分～17時00分

TEL 0889-24-5925 （従業員数 17人 ）

正社員以外 39050-  650501 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)7時00分～15時00分

123,500円～135,000円 (2)9時00分～17時00分

(3)11時00分～19時00分

TEL 088-856-1101 （従業員数 200人 ）

正社員 39050-  651001 就業場所 高知県土佐市 拠出

変形（1年単位）
不問 (1)7時30分～16時00分

(2)8時00分～16時30分

(3)8時30分～17時00分

TEL 0889-24-5925 （従業員数 6人 ）

正社員以外 39050-  652301 就業場所 高知県高岡郡日高村

時給

不問 (1)8時00分～13時00分

820円～820円 (2)14時00分～19時30分

TEL 088-856-0154 （従業員数 25人 ）

パート労働者 39050-  653601 就業場所

レジ業務 株式会社　宇佐ショッ
ピングセンター

高知県土佐市宇佐町宇佐１６８９番
地５

労災

雇用期間の定めなし 不問

保育士（臨時）（能津
分園）

社会福祉法人　日高児
童福祉協会　日下保育
園

高知県高岡郡日高村沖名１０２ 雇用・労災・
健康・厚生

保育士

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

日給７２００円～
７２００円

月あたり
158,400円～
158,400円

看護助手（白菊園病
院）

医療法人白菊会　白菊
園病院

高知県土佐市新居萩ノ里１番地 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

保育士（臨時）（日下
保育園）

社会福祉法人　日高児
童福祉協会　日下保育
園

高知県高岡郡日高村沖名１０２ 雇用・労災・
健康・厚生

保育士

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

日給７２００円～
７２００円

月あたり
158,400円～
158,400円

作業員 株式会社　マルカ 高知県土佐市高岡町乙１７５－３ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

時給８００円～
８００円

月あたり
140,800円～
140,800円

作業員 株式会社　マルカ 高知県土佐市高岡町乙１７５－３ 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

板金、修理業務 株式会社　津野ボ
ディーサービス

高知県土佐市高岡町乙１４２７―８ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

スポーツ科学センター
の運営・管理

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２４８５番
地

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

現場作業員 株式会社　和泉塗装 高知県高知市春野町弘岡中２４５３
－５

雇用・労災・
健康・厚生

８トン限定中型自動
車免許

雇用期間の定めなし 定年を上限

日給９０００円～
１５０００円

月あたり
209,700円～
349,500円

営業職 株式会社　和泉塗装 高知県高知市春野町弘岡中２４５３
－５

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

経理事務補助（本社）
【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 日商簿記３級

雇用期間の定めなし 不問

歯科助手・受付 いしもと歯科クリニッ
ク

高知県高知市朝倉本町１丁目９－４
０

雇用・労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

歯科助手・受付 いしもと歯科クリニッ
ク

高知県高知市朝倉本町１丁目９－４
０

労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

教務講師（農業科目
等）

高知県立農業大学校 高知県吾川郡いの町波川２３４ 雇用・労災・
健康・厚生

毒物劇物取扱責任者

危険物取扱者（乙
種）雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）

不問
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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

教務講師（一般教養
等）

高知県立農業大学校 高知県吾川郡いの町波川２３４ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

　3月6日号

℡ 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

不問 (1)8時30分～17時15分

TEL 088-844-1120 （従業員数 21人 ）

パート労働者 39050-  666701 就業場所 高知県高知市

月給

59歳以下 (1)9時00分～18時30分
200,000円～250,000円 (2)9時00分～12時30分

TEL 088-844-2415 （従業員数 4人 ）

正社員 39050-  626501 就業場所 高知県高知市

時給

59歳以下 (1)9時00分～12時30分
1,200円～1,500円 (2)15時00分～18時00分

TEL 088-844-2415 （従業員数 4人 ）

パート労働者 39050-  627001 就業場所 高知県高知市

月給 変形（1年単位）
不問 (1)8時15分～17時00分

160,000円～180,000円

TEL 0889-24-7878 （従業員数 13人 ）

正社員 39050-  628301 就業場所

月給 変形（1年単位）
不問 (1)8時00分～17時00分

220,000円～300,000円

TEL 088-893-1779 （従業員数 4人 ）

正社員以外 39050-  629601 就業場所

時給

不問 (1)8時30分～15時30分
800円～850円 (2)8時30分～12時30分

TEL 088-892-1179 （従業員数 20人 ）

パート労働者 39050-  630401 就業場所

月給 変形（1年単位）
40歳以下 (1)8時40分～17時40分

133,000円～173,000円

TEL 088-850-2600 （従業員数 66人 ）

正社員以外 39050-  631701 就業場所 高知県高知市

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)6時00分～21時00分

163,476円～224,260円 (2)7時00分～22時00分
(3)7時00分～23時00分

TEL 088-892-1179 （従業員数 20人 ）

正社員 39050-  632801 就業場所

不問 (1)8時00分～16時00分

TEL 088-856-1719 （従業員数 3人 ）

正社員以外 39050-  633201 就業場所 高知県土佐市

時給 交替制あり
不問 (1)9時00分～13時00分

790円～790円 (2)13時00分～17時00分

TEL 088-854-8982 （従業員数 18人 ）

パート労働者 39050-  620901 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

トマト栽培及び出荷作
業

株式会社　堀（屋号
おかざき農園）

高知県高知市春野町東諸木１４４５ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

農作業（ピーマン） 瀧本　薫 高知県土佐市新居１００４ その他

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

時給７９０円～
７９０円

月あたり
133,510円～
133,510円

ハイヤー乗務員　≪急
募≫

（有）明神ハイヤー 高知県吾川郡いの町新町７４ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車第二種免
許

雇用期間の定めなし 法令の規定に
より年齢制限

がある

電子部品製造管理者
（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・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形成

事務及び配車 （有）明神ハイヤー 高知県吾川郡いの町新町７４ 労災

雇用期間の定めなし 不問

ボーリング助手　（見
習い可）

株式会社　高知地質調
査

高知県吾川郡いの町枝川３４１４ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

オペレーター （有）イワイ 高知県高岡郡日高村沖名３６３２－
９

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

歯科衛生士 いしもと歯科クリニッ
ク

高知県高知市朝倉本町１丁目９－４
０

労災 歯科衛生士

雇用期間の定めなし 定年を上限

歯科衛生士 いしもと歯科クリニッ
ク

高知県高知市朝倉本町１丁目９－４
０

雇用・労災 歯科衛生士

雇用期間の定めなし 定年を上限

　週間最新求人情報                Ｎo.46

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

（県）機械操作及びほ
場管理業務

高知県農業技術セン
ター果樹試験場

高知県高知市朝倉丁２６８ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

　3月6日号

月給９９９００円～
１４４６７５円

時給
852円～
1,234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） 


