
表

年齢・
就業時間

月給 変形（1年単位）
44歳以下

153,000円～240,000円

TEL 088-842-0011 （従業員数 24人 ）

正社員 39050- 3257721 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

169,217円～169,217円 (2)13時00分～22時00分

TEL 088-842-0011 （従業員数 24人 ）

正社員 39050- 3258821 就業場所 高知県高知市

不問 (1)8時45分～15時30分

TEL 088-894-2308 （従業員数 68人 ）

パート労働者 39050- 3252321 就業場所

変形（1年単位）
40歳以下 (1)8時40分～17時40分

TEL 088-850-2600 （従業員数 64人 ）

正社員以外 39050- 3253621 就業場所 高知県土佐市

変形（1年単位）
40歳以下 (1)8時40分～17時40分

TEL 088-850-2600 （従業員数 65人 ）

正社員以外 39050- 3254921 就業場所 高知県土佐市

時給

不問 (1)9時00分～16時00分

860円～860円 (2)9時30分～16時30分

(3)12時00分～16時00分

TEL 088-803-2203 （従業員数 10人 ）

パート労働者 39050- 3256021 就業場所 高知県高知市

変形（1年単位）
69歳以下 (1)8時00分～17時00分

TEL 088-892-3609 （従業員数 29人 ）

正社員 39050- 3249721 就業場所 高知県吾川郡いの町

月給 変形（1年単位）
69歳以下 (1)8時00分～17時00分

180,000円～250,000円

TEL 088-892-3609 （従業員数 29人 ）

正社員 39050- 3250521 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

200,000円～350,000円

TEL 088-892-3609 （従業員数 29人 ）

正社員 39050- 3251421 就業場所

変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

TEL 088-852-0335 （従業員数 16人 ）

正社員 39050- 3244321 就業場所

時給

不問

1,000円～1,200円

TEL 088-821-8141 （従業員数 5人 ）

パート労働者 39050- 3245621 就業場所 高知県土佐市

時給 交替制あり
不問 (1)8時30分～17時30分

1,000円～1,100円 (2)8時30分～12時30分

TEL 080-7992-4272 （従業員数 207人 ）

パート労働者 39050- 3246921 就業場所

月給 変形（1年単位）
61歳以下 (1)8時00分～17時00分

160,000円～230,000円

TEL 088-885-4001 （従業員数 14人 ）

正社員 39050- 3247121 就業場所 高知県吾川郡いの町

月給 変形（1年単位）
61歳以下 (1)8時00分～17時00分

170,000円～170,000円

TEL 088-885-4001 （従業員数 20人 ）

正社員 39050- 3248021 就業場所 高知県須崎市
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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

調理人 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

12月28日号

フロアスタッフ 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

事務補助（会計年度任
用職員）

高知県立春野高等学校 高知県高知市春野町弘岡下３８６０ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

月給１１７，６００円～
１２４，８７７円

時給
933円～
991円

加工・検査業務（高岡
事業部）

株式会社土佐電子 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

時給９００円～
９００円

月あたり
146,577円～
146,577円

加工・検査業務（本社
工場）

株式会社土佐電子 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

時給９００円～
９００円

月あたり
146,577円～
146,577円

介助員 ＮＰＯ法人　春野町高
齢者福祉をすすめる会
高知市春野デコの里

高知県高知市春野町西畑２６８０ 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

土木作業員 （有）森木組 高知県吾川郡いの町４９７２－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

日給８，０００円～
１３，０００円

月あたり
179,200円～
291,200円

建築技術者（見習い） （有）森木組 高知県吾川郡いの町４９７２－１ 雇用・労災・
健康・厚生

２級建築施工管理技
士

雇用期間の定めなし 定年を上限

建築技術者 （有）森木組 高知県吾川郡いの町４９７２－１ 雇用・労災・
健康・厚生

２級建築施工管理技
士

１級建築施工管理技
士雇用期間の定めなし 定年を上限

仕上工 ニヨド製紙（有） 高知県土佐市高岡町甲１６５２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

時給８５３円～
８５３円

月あたり
150,128円～
150,128円

看護師（正・准） 株式会社ＧＲＥＥＮ 高知県土佐市高岡町乙３３番地 労災 看護師

准看護師

雇用期間の定めなし 不問

臨床検査技師 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

労災 臨床検査技師

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

機械工（吾北工場） 森精機器株式会社　吾
北工場

高知県吾川郡いの町下八川丁３７７
０

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

事務員（須崎工場） 森精機器株式会社　吾
北工場

高知県吾川郡いの町下八川丁３７７
０

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

℡ 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）


