
表

年齢・
就業時間

64歳以下 (1)8時30分～16時30分

TEL 088-893-4580 （従業員数 7人 ）

正社員 39050-  162231 就業場所高知県高岡郡日高村

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)7時00分～16時00分

159,600円～161,600円 (2)8時30分～17時30分

(3)10時00分～19時00分

TEL 088-854-0231 （従業員数 55人 ）

正社員以外 39050-  165731 就業場所

変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時20分～17時20分

TEL 0889-24-5320 （従業員数 53人 ）

正社員 39050-  166331 就業場所高知県高岡郡日高村

変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時20分～17時20分

TEL 0889-24-5320 （従業員数 53人 ）

正社員 39050-  167631 就業場所高知県高岡郡日高村

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時30分～17時00分

157,000円～180,000円

TEL 0889-20-1750 （従業員数 45人 ）

正社員 39050-  168931 就業場所

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時30分～17時00分

157,000円～180,000円

TEL 0889-20-1750 （従業員数 45人 ）

正社員 39050-  170831 就業場所

月給 変形（1年単位）
44歳以下 (1)8時30分～17時00分

200,000円～264,000円

TEL 0889-20-1750 （従業員数 45人 ）

正社員 39050-  171231 就業場所

月給 変形（1年単位）
35歳以下 (1)8時30分～17時00分

170,000円～234,000円

TEL 0889-20-1750 （従業員数 45人 ）

正社員 39050-  172531 就業場所

月給 変形（1年単位）
35歳以下 (1)8時30分～17時00分

170,000円～234,000円

TEL 0889-20-1750 （従業員数 45人 ）

正社員 39050-  173431 就業場所

時給

不問 (1)8時30分～17時00分

1,000円～1,000円

TEL 0889-20-1750 （従業員数 45人 ）

パート労働者 39050-  174731 就業場所

月給 変形（1年単位）
69歳以下 (1)8時00分～17時00分

250,000円～250,000円

TEL 088-869-2471 （従業員数 9人 ）

正社員 39050-  152031 就業場所

時給

59歳以下 (1)10時00分～18時00分

860円～900円

TEL 088-891-6565 （従業員数 60人 ）

パート労働者 39050-  154231 就業場所

時給

不問 (1)8時00分～12時30分

860円～900円 (2)12時30分～17時00分

TEL 088-852-2131 （従業員数 150人 ）

パート労働者 39050-  157731 就業場所

時給

不問 (1)9時00分～16時00分

860円～860円

TEL 088-892-1555 （従業員数 59人 ）

パート労働者 39050-  159631 就業場所

時給

不問 (1)9時00分～16時00分

860円～860円

TEL 088-892-1555 （従業員数 59人 ）

パート労働者 39050-  160031 就業場所

　週間最新求人情報            Ｎo.39

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

運搬作業及び構内作業
【８時３０分～１６時
３０分】

株式会社県運 高知県吾川郡いの町内野南町８８ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

　1月13日号

日給６，６００円～
６，６００円

月あたり
163,680円～
163,680円

生活支援員 社会福祉法人くすのき 高知県土佐市蓮池５３３番地 雇用・労災・
健康・厚生

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

【急募】紙加工・仕上
げ

刈谷紙工（株） 高知県高岡郡日高村沖名５３９－１
３

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

日給７，０００円～
７，０００円

月あたり
151,200円～
151,200円

【急募】紙加工 刈谷紙工（株） 高知県高岡郡日高村沖名５３９－１
３

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

日給７，０００円～
７，０００円

月あたり
151,200円～
151,200円

加工オペレーター（面
接会専用求人）

フソー化成　株式会社 高知県高岡郡日高村下分３７０２－
１７

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

印刷オペレーター（未
経験者）　（面接会専
用求人）

フソー化成　株式会社 高知県高岡郡日高村下分３７０２－
１７

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

営業（面接会専用求
人）

フソー化成　株式会社 高知県高岡郡日高村下分３７０２－
１７

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

生産管理（面接会専用
求人）

フソー化成　株式会社 高知県高岡郡日高村下分３７０２－
１７

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

ＤＴＰオペレーター
（面接会専用求人）

フソー化成　株式会社 高知県高岡郡日高村下分３７０２－
１７

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

加工オペレーター（面
接会専用求人）

フソー化成　株式会社 高知県高岡郡日高村下分３７０２－
１７

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

土木施工管理技術者
（見習い）

中田建機　有限会社 高知県吾川郡いの町大森９１－９ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

スポーツインストラク
ター

医療法人　博恵会　町
田整形外科

高知県吾川郡いの町天王南１丁目６
－３

労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

清掃員 医療法人　広正会　井
上病院

高知県土佐市高岡町甲２０４４ 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

作業員 ダイレイ（株） 高知県吾川郡いの町波川１８４６ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

事務補助 ダイレイ（株） 高知県吾川郡いの町波川１８４６ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

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

時給

不問 (1)9時00分～15時00分

860円～860円 (2)11時00分～17時00分

TEL 088-850-3113 （従業員数 6人 ）

パート労働者 39050-  143131 就業場所高知県高知市

時給

不問 (1)11時00分～17時00分

880円～880円

TEL 088-850-3113 （従業員数 1人 ）

パート労働者 39050-  144031 就業場所高知県高知市

時給 交替制あり
不問 (1)9時00分～15時00分

900円～900円 (2)9時00分～12時00分

TEL 088-894-2335 （従業員数 92人 ）

パート労働者 39050-  151131 就業場所

不問 (1)12時30分～21時00分

(2)10時30分～19時00分

TEL 088-852-7610 （従業員数 14人 ）

パート労働者 39050-   88931 就業場所高知県土佐市

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)7時00分～16時00分

165,000円～225,000円 (2)8時30分～17時30分

(3)10時00分～19時00分

TEL 088-849-3330 （従業員数 60人 ）

正社員 39050-   89131 就業場所高知県高知市

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)7時00分～16時00分

150,000円～200,000円 (2)8時30分～17時30分

(3)10時00分～19時00分

TEL 088-849-3330 （従業員数 60人 ）

正社員 39050-   90831 就業場所高知県高知市

時給

18歳以上

860円～900円

TEL 088-849-3330 （従業員数 60人 ）

パート労働者 39050-   91231 就業場所高知県高知市

月給 変形（1年単位）
44歳以下 (1)7時00分～16時00分

169,000円～169,000円 (2)13時00分～22時00分

TEL 088-842-0011 （従業員数 24人 ）

正社員 39050-   93431 就業場所高知県高知市

月給 変形（1年単位）
44歳以下

150,600円～157,600円

TEL 088-842-0011 （従業員数 24人 ）

正社員 39050-   94731 就業場所高知県高知市

月給

不問

200,000円～230,000円

TEL 088-894-3033 （従業員数 10人 ）

正社員以外 39050-   95331 就業場所高知県高知市

時給

不問 (1)7時30分～12時00分

900円～900円

TEL 000-0000-0000 （従業員数 3人 ）

パート労働者 39050-   99031 就業場所高知県土佐市

月給

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

177,600円～196,000円

TEL 088-892-1313 （従業員数 14人 ）

正社員 39050-  115431 就業場所

時給

不問

1,000円～2,000円

TEL 088-854-6778 （従業員数 5人 ）

パート労働者 39050-  121531 就業場所高知県吾川郡いの町

　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.39

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

食品製造スタッフ （有）スタジオ　オカ
ムラ

高知県高知市春野町弘岡下２８６９
－１

労災

雇用期間の定めなし 不問

　1月13日号

《急募》出荷スタッフ （有）スタジオ　オカ
ムラ

高知県高知市春野町弘岡下２８６９
－１

労災

雇用期間の定めなし 不問

工場・施設内清掃ス
タッフ

菊屋　株式会社 高知県高知市春野町西分８９７ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

受付及びプール監視
【会計年度任用職員】

高知中央西部焼却処理
事務組合

高知県土佐市北地２２９０ 
「土佐市北原クリーンセンター」

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

月給１５３，７７４円～
１６４，３２２円

時給
976円～
1,043円

介護職員（介護福祉
士）【１月３０日面
接・相談会】

有限会社　ユニバース
絆・わかくさ

高知県高知市若草町１－２４ 雇用・労災・
健康・厚生

介護福祉士

雇用期間の定めなし 法令の規定に
より年齢制限
がある

介護職員【１月３０日
面接・相談会】

有限会社　ユニバース
絆・わかくさ

高知県高知市若草町１－２４ 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

介護職員【１月３０日
面接・相談会】

有限会社　ユニバース
絆・わかくさ

高知県高知市若草町１－２４ 労災

雇用期間の定めなし 法令の規定に
より年齢制限
がある

フロアスタッフ（面接
会専用求人）

ＨＯＴＥＬ　ＳＰ　‐
ｈａｒｕｎｏ‐

高知県高知市春野町芳原２４８５ 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

調理人　（面接会専用
求人）

ＨＯＴＥＬ　ＳＰ　‐
ｈａｒｕｎｏ‐

高知県高知市春野町芳原２４８５ 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

運営係（店長候補） 高知県農業協同組合高
知地区　春野支所

高知県高知市春野町西分５１２－２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

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
月以上）

不問

酒類販売及び営業 （株）西岡寅太郎商店 高知県吾川郡いの町羽根町１７番地 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

準中型自動車免許

雇用期間の定めなし 定年を上限

あんまマッサージ指圧
師

合同会社さんさん 高知県吾川郡いの町天王南２丁目１
１－３

雇用・労災 あん摩マッサージ指
圧師

きゅう師

雇用期間の定めなし 不問

はり師

℡ 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）


