
作成日
次回発行日

職種 就業時間 加入保険等

。1) 5時00分～10時00分

用期間 定 TEL. 0894-27-0348  

労働者 就業場所 愛媛 幡浜市

。1) 】時」0分～1「時00分
。「) 9時00分～1「時40分
。」)14時00分～18時00分

用期間 定 あ 4ヶ 以 TEL. 0894-22-0693  

労働者 就業場所 愛媛 幡浜市

。1) 8時」0分～1「時」0分 普通自動車免許
。「) 8時」0分～15時」0分

用期間 定 TEL. 0894-37-2686  

労働者 就業場所 愛媛 幡浜市

。1)18時00分～「「時00分
。「)19時00分～「「時00分

用期間 定 あ 4ヶ 以 TEL. 0894-62-9000  

労働者 就業場所

。1) 8時」0分～15時」0分

用期間 定 TEL. 0894-29-7150  

労働者 就業場所 愛媛 幡浜市

。1) 8時」0分～15時」0分

用期間 定 TEL. 0894-53-0622  

労働者 就業場所 愛媛 西宇和郡伊方町

。1) 9時00分～14時00分

用期間 定 あ 4ヶ 未満 TEL. 0894-62-3855  

労働者 就業場所 愛媛 西予市

。1) 8時00分～1」時00分 保育士
。「)1」時00分～18時00分

用期間 定 あ 4ヶ 以 TEL. 089-921-3355  

労働者 就業場所 愛媛 幡浜市

5時00分～19時00分 間
4時間以上

用期間 定 あ 4ヶ 以 TEL. 0894-72-0555  

労働者 就業場所 愛媛 西予市

。1) 】時00分～10時00分
。「)1】時00分～19時00分
。」)18時00分～「0時00分

用期間 定 あ 4ヶ 以 TEL. 0894-22-3200  

労働者 就業場所 愛媛 幡浜市

。1) 9時00分～1」時00分

用期間 定 TEL. 0894-22-1226  

労働者 就業場所 愛媛 幡浜市

。1) 8時」0分～1「時00分 普通自動車免許

用期間 定 TEL. 0894-72-0353  

労働者 就業場所 愛媛 西予市

。1)18時00分～「」時00分

用期間 定 TEL. 0894-62-0050  

労働者 就業場所 愛媛 西予市

。1) 】時」0分～11時00分 中型 種 ｔ限定
。「) 8時」0分～1「時00分 中型自動車免許 種

用期間 定 TEL. 0894-22-0733  

労働者 就業場所 愛媛 幡浜市

。1)10時」0分～1「時」0分 普通自動車免許

用期間 定 TEL. 080-1997-1669  

労働者 就業場所 愛媛 西予市

。1)14時」0分～「0時」0分

用期間 定 TEL. 090-2781-7108  

労働者 就業場所 愛媛 西予市

対象者 雇用保険を受給 い求職者 方 職業訓練そ 他 就職支援を行う必要 あ 認 方

容 求職者支援訓練等を受講し スキルアップ 図 す 受講料 無料 テキスト代 自己負担

訓練期間中及び訓練終了後 ハロ ワ ク 積極的 就職支援を行い す

一定要件を満たす方 訓練期間中 職業訓練受講給付金 を支給し す

ビヒ  培基日
ビビ    プ日予定

年齢
採用人数

賃金形態
賃金 時給換算

必要 免許資格
週所定労働日数

求人者名 所在地 求人番号 就業場所等

ン ッ 製造員
給

限会社 キ 用 労災不問

8「0 ～850ビ人 幡浜市 浜

38030- 3205481

週基日～4日程度

38030- 3207881 週プ日以内

週プ日～ヘ日程度

調理員 湯島
給

社会福祉法人 幡浜市社会福祉協議会 労災不問

850 ～850培人
幡浜市松柏乙 番地 幡浜市保健福祉総 ン

調理 配達員
給

株式会社 ン 用 労災不問

800 ～800ビ人 愛媛 幡浜市保内町宮内 番耕地

38030- 3180981

週プ日程度

及 商品補充
ッフ 夜間

給
株式会社 治 ッ 宇和店 用 労災不問

900 ～900ビ人 愛媛 西予市宇和町卯之町 目

38030- 3184881

護職員
又 特養

給 社会福祉法人 愛寿会
高齢者総 福祉施設 瀬戸あい 用 労災不問

95」 ～1,0【8

調理員
給

限会社

ビ人

培人 愛媛 西宇和郡伊方町川之浜

38030- 3161081

800 ～1,000ビ人 愛媛 西予市宇和町坂戸

38030- 3166481 週プ日程度

週4日～プ日程度

愛媛 幡浜市穴 番耕地 番地

38030- 3190481 週4日程度

保育士
給 社会福祉法人 和 蓮華会

幡浜市病児 病後児保育室不問

1,000 ～1,000培人 愛媛 幡浜市向灘 番地

38030- 3168881

給食調理員 短期
給

限会社 ン 英語学院 用 労災不問

用 労災不問

900 ～900

週プ日程度

38030- 3173581 週プ日程度

週基日～プ日程度

栽 作業員
給

株式会社 ン 用 労災不問

800 ～800ビ人 西予市 村町阿 号 番地

誘 員
給

伊予鉄南予 株式会社 用 労災不問

1,000 ～1,000培人 愛媛 幡浜市 戸岡 目 番 号

38030- 3174481

800 ～800ビ人 愛媛 西予市 村町 村 番地

38030- 3179081 週プ日程度

ン 付係
フ ン 浜店

給
限会社 西村 ン 店 用 労災不問

弁当盛付及 配達員
給

利助 労災不問

】80 ～800ビ人 愛媛 幡浜市白浜通

38030- 3178181 週ヘ日程度

皿洗い 雑務係
給

冨士廼家 用 労災不問

800 ～900ビ人 西予市宇和町卯之町

38030- 3153381 週プ日～ヘ日程度

車運転手及
作業員

給
幡浜日整自動車工業 株式会社 労災不問

800 ～800ビ人 愛媛 幡浜市松柏乙

38030- 3155981

愛媛 西予市宇和町稲生 番地

38030- 3157481
又  8時00分～1】時」0分
間 「時間以上

フ ン 係
給

週基日～ヘ日程度

検査物 回 及 務
員

給
株式会社 愛媛臨検 宇和営業所 労災不問

800 ～800ビ人
週プ日～ヘ日程度

ビ人 西予市宇和町 松葉

38030- 3145381 週基日程度

求職者支援制度 ご案

株式会社 キ 労災不問

800 ～800

カ ヒペホ4-22-4033 

ハローワーク八幡浜 

幡浜 共職業安定所  ◎ 詳 い内容 知 い方 面接 希望 方 ワ 紹 窓 へ 問い わ い  

◎ 面接 ワ 発行 紹 状 必要  

◎ ワ 紹 行っ 求人 中 決定済 っ い 場 あ  そ あ 了 い  

◎ ワ ン ッ 利用 い (https //www.hellowork.go.jp/) 
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作成日
次回発行日

職種 就業時間 加入保険等

ビヒ  培基日
ビビ    プ日予定

年齢
採用人数

賃金形態
賃金 時給換算

必要 免許資格
週所定労働日数

求人者名 所在地 求人番号 就業場所等

カ ヒペホ4-22-4033 

ハローワーク八幡浜 

幡浜 共職業安定所  ◎ 詳 い内容 知 い方 面接 希望 方 ワ 紹 窓 へ 問い わ い  

◎ 面接 ワ 発行 紹 状 必要  

◎ ワ 紹 行っ 求人 中 決定済 っ い 場 あ  そ あ 了 い  

◎ ワ ン ッ 利用 い (https //www.hellowork.go.jp/) 

。1)10時00分～15時00分
。「)1】時00分～「「時00分

用期間 定 TEL. 0894-62-2877  

労働者 就業場所 愛媛 西予市

。1) 9時00分～1】時00分
。「) 8時」0分～1【時」0分
。」) 8時45分～1【時45分

用期間 定 あ 4ヶ 以 TEL. 088-871-2006  

労働者 就業場所 愛媛 幡浜市

14時」0分～19時00分 間
」時間程度

用期間 定 あ 4ヶ 以 TEL. 0894-62-6661  

労働者 就業場所 愛媛 西予市

。1)18時00分～「「時00分

用期間 定 あ 4ヶ 以 TEL. 0894-29-1600  

労働者 就業場所 愛媛 幡浜市

。1)1【時00分～19時00分

用期間 定 あ 4ヶ 以 TEL. 0894-62-0150  

労働者 就業場所 愛媛 西予市

。1) 1時00分～ 5時」0分

用期間 定 TEL. 0894-23-2600  

労働者 就業場所 愛媛 幡浜市
特定曜日 。「)。」)
。1)1」時00分～1】時」0分
。「) 8時」0分～1」時00分

用期間 定 TEL. 0894-29-1630  

労働者 就業場所 愛媛 幡浜市

。1) 【時」0分～1「時00分
。「) 8時」0分～1「時00分

用期間 定 TEL. 0894-23-0210  

労働者 就業場所 愛媛 幡浜市

。1)1」時00分～1】時00分

用期間 定 あ 4ヶ 以 TEL. 0894-23-2121  

労働者 就業場所 愛媛 幡浜市

。1) 8時」0分～1「時00分 歯科衛生士
。「)14時」0分～18時」0分

用期間 定 TEL. 0894-33-2466  

労働者 就業場所 愛媛 西予市

。1)10時」0分～1【時」0分 普通自動車免許
。「) 9時」0分～1】時」0分
。」)1」時00分～18時00分

用期間 定 TEL. 0893-24-6212  

労働者 就業場所 愛媛 幡浜市

8時00分～1】時00分 間
4時間程度

用期間 定 TEL. 0894-83-1133  

労働者 就業場所 愛媛 西予市

。1) 8時00分～1】時00分 普通自動車免許 種

用期間 定 TEL. 0894-26-0653  

労働者 就業場所 愛媛 幡浜市

。1) 8時」0分～1「時00分 普通自動車免許
。「)14時00分～1】時」0分

用期間 定 TEL. 0894-62-9879  

労働者 就業場所 愛媛 西予市

。1) 8時」0分～1【時00分 普通自動車免許
。「) 8時」0分～1「時00分
。」)1「時00分～1【時00分

用期間 定 TEL. 0894-24-5667  

労働者 就業場所 愛媛 幡浜市

。1) 8時」0分～1「時」0分 普通自動車免許

用期間 定 TEL. 0894-22-3611  

労働者 就業場所 愛媛 幡浜市

対象者 雇用保険を受給 い求職者 方 職業訓練そ 他 就職支援を行う必要 あ 認 方

容 求職者支援訓練等を受講し スキルアップ 図 す 受講料 無料 テキスト代 自己負担

訓練期間中及び訓練終了後 ハロ ワ ク 積極的 就職支援を行い す

一定要件を満たす方 訓練期間中 職業訓練受講給付金 を支給し す

週プ日程度

900 ～1,「00ビ人 愛媛 西予市宇和町稲生 番地

38030- 3148581
又 10時00分～15時00分
間 4時間以上

ッフ
給

肉専科 用 労災不問

銀行窓 業務 幡浜
支店

給
株 四国銀行 用 労災

健康 厚生
不問

1,000 ～1,000ビ人 高知市南 町

39010-26072481

週プ日程度

食料品 分作業員
給

ッ 株式会社 西予営業所 労災不問

800 ～800培人 愛媛 西予市宇和町稲生

38030- 3131481

週プ日

販売員
給

株式会社 明屋書店 幡浜店 労災不問

】【5 ～】【5培人 幡浜市松柏乙

38030- 3132781 週基日～プ日程度

う ッ 等 分作業
員

給
日本郵便 株式会社 西予郵便局 労災不問

】90 ～】90ビ人 愛媛 西予市宇和町皆

38030- 3135181

週プ日程度

38030- 3137381 週4日程度

週ヘ日

弁当製造員 補助
給

宇和島運輸商 株式会社 労災不問

800 ～880ビ人 幡浜市沖新 番地 観光 内

調剤薬局 務員 い
薬局

給 限会社 い う
ソフ 薬局 い 薬局 用 労災不問

800 ～850ビ人 幡浜市 番地 仲之町

38030- 3138681

】【4 ～】80ビ人 幡浜市昭和通

38030- 3142281 週プ日程度

給食調理員
給

療法人 大志会 矢 脳 経外科 院 用 労災不問

工員
給

幡浜 業 株式会社 用 労災不問

900 ～900ビ人 愛媛 幡浜市 町 目

38030- 3141881
又  8時」0分～19時00分
間 5時間程度

週プ日程度

歯科衛生士
給

療法人 会 菊 歯科 院 用 労災不問

1,100 ～1,「00ビ人 西予市 瓶町朝立

38030- 3143181
又  9時00分～1【時00分
間 」時間程度

週プ日程度

38030- 3115481 週基日～4日程度

週プ日程度

接客 販売員 幡浜
店

給
限会社 住 用 労災不問

】80 ～850ビ人 愛媛 幡浜市 番地

ン 検品
作業員

給
共立繊維 限会社 用 労災不問

】【4 ～】【4ビ人 愛媛 西予市城川町土居

38030- 3116781

週プ日程度

家畜 飼育員
給

河 畜産 限会社 用 労災不問

柑橘栽 作業員
給

宇都宮 敏夫 労災不問

】80 ～850ビ人 愛媛 西予市宇和町伊 番地

38030- 3105681

1,000 ～1,000ビ人 愛媛 幡浜市日土町

38030- 3120681 週培日～基日程度

キッ ン及 係
給

喫茶 山

求職者支援制度 ご案

週プ日程度

週プ日～ヘ日程度

務補助員
給

酒 株式会社 用 労災不問

800 ～800

用 労災不問

800 ～800培人 愛媛 幡浜市千代 町

38030- 3109781

ビ人 愛媛 幡浜市向灘高城

38030- 3110081
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作成日
次回発行日

。1) 8時00分～1】時00分 普通自動車免許 種

成基ヒ ビビ ビヒ日～ 成基ヒ ビ培 培ヒ日

。1) 【時45分～11時45分 原動機付自転車免許
。「) 】時00分～1【時00分

成基ヒ ビビ プ日～ 成基ヒ ビ培 培4日

。1) 】時」0分～1【時00分

成基ヒ ビヒ 基ヒ日～ 成基ヒ ビ培 培ペ日

。1) 8時00分～1【時00分

成基ヒ ビビ 基日～ 成基ヒ ビ培 培ヒ日

。1) 8時00分～1】時00分

～ 成基ヒ ビビ 基ヒ日

。1) 】時00分～1【時00分

成基ヒ ビビ ビ日～ 成基ヒ ビ培 培ヒ日

。1) 8時」0分～1】時」0分

成基ヒ ビビ ビ日～ 成基ビ 4 基ヒ日

。1) 8時00分～1【時00分

成基ヒ ビビ プ日～ 成基ヒ ビ培 培プ日

。1) 】時」0分～1【時00分

成基ヒ ビビ プ日～ 成基ヒ ビ培 培ヒ日

。1) 8時00分～1【時」0分 原動機付自転車免許

成基ヒ ビビ ビ日～ 成基ヒ ビ培 培基日

。1) 8時00分～1【時00分 原動機付自転車免許

成基ヒ ビビ プ日～ 成基ヒ ビ培 培プ日

。1) 8時00分～1【時00分

成基ヒ ビビ プ日～ 成基ヒ ビ培 培ヒ日

。1) 】時00分～1【時00分

成基ヒ ビビ プ日～ 成基ヒ ビ培 培ヒ日

。1) 】時」0分～1【時00分

成基ヒ ビビ ビ日～ 成基ヒ ビ培 培プ日

。1) 】時00分～15時」0分

成基ヒ ビビ ビ日～ 成基ヒ ビ培 基ヒ日

。1) 】時」0分～1【時」0分

成基ヒ ビヒ 培プ日～ 成基ヒ ビ培 基ヒ日

。1) 】時」0分～1【時」0分 原動機付自転車免許

～ 成基ヒ ビ培 基ヒ日

。1) 】時00分～1【時00分 原動機付自転車免許

成基ヒ ビビ ビヒ日～ 成基ヒ ビ培 培ペ日

。1) 8時00分～1】時00分 原動機付自転車免許

～ 成基ヒ ビビ 基ヒ日

ビヒ 培基日
ビビ   プ日予定

職種
雇用期間

採用
人数

賃金形態
賃金 月額換算

求人者名 所在地 就業場所等 就業時間 必要 免許資格

運搬作業員
ビ人

給 浅 滋

1,「00 ～1,「00
愛媛 幡浜市向灘

38030-   96480 就業場所 愛媛 幡浜市

採 作業員
ビ人

給 農園

850 ～900
愛媛 幡浜市 代

38030-   94980

運搬作業員
ビ人

給 若松 保

1,」00 ～1,」00
幡浜市向灘

38030-   95180 就業場所 愛媛 幡浜市

柿 工 出荷補助員
ビ人

給 株式会社 丸京農園

1,000 ～1,000
愛媛 幡浜市国木 番地

38030-   89380 就業場所

就業場所 愛媛 幡浜市

運搬 採 作業員
ビ人

給 木 敬之

1,」00 ～1,」00
愛媛 幡浜市向灘

愛媛 幡浜市

愛媛 幡浜市

38030-   88480 就業場所 愛媛 幡浜市

箱詰作業員
ビ人

給 兵頭商店

800 ～800

運搬 採 作業員
培人

日給 清水園芸

14,000 ～15,000
愛媛 幡浜市向灘

38030-   90880 就業場所

採 作業員
培人

日給 黒 文

】,000 ～】,500
愛媛 幡浜市真網代

38030-   82880

愛媛 西予市宇和町卯之町 目

38030-   92780

運搬作業員
ビ人

給 大家

1,400 ～1,】00
愛媛 幡浜市向灘

38030-   87180 就業場所

就業場所 愛媛 西予市

柿 採 作業員
基人

給 大

1,000 ～1,000
愛媛 幡浜市

愛媛 幡浜市

愛媛 幡浜市

38030-   84780 就業場所 愛媛 幡浜市

就業場所

愛媛 幡浜市川 町川 津

38030-   81580 就業場所

愛媛 幡浜市向灘

38030-   85680 就業場所 愛媛 幡浜市

愛媛 幡浜市

採 作業員
培人

日給 浦中 春

8,000 ～8,000

採 運搬作業員
ビ人

日給 木 峰亘

9,000 ～10,000

就業場所 愛媛 幡浜市

採 作業員
基人

給 浜岡 錦也

800 ～850
幡浜市向灘

38030-   79980

採 作業員
4人

給 梶岡農園

800 ～800
愛媛 幡浜市川 町川 津

38030-   78680 就業場所 愛媛 幡浜市

採 作業員
培人

日給 木 敬夫

8,000 ～8,000
愛媛 幡浜市向灘

38030-   76080 就業場所 愛媛 幡浜市

柿 採 作業員
ビ人

給 脇水 恵蔵

1,000 ～1,000
愛媛 幡浜市国木

38030-   77780 就業場所 愛媛 幡浜市

園作業員
培人

給 本農園

800 ～900
愛媛 幡浜市保内町川之石

38030-   73280

採 作業員
培人

給 魚海 孝

800 ～1,000
愛媛 幡浜市向灘

柿 穫 出荷作業員
培人

給 丸京農園 京子

1,000 ～1,000
愛媛 幡浜市国木

38030-   71480 就業場所 愛媛 幡浜市

38030-   72380 就業場所 愛媛 幡浜市

就業場所

カ ヒペホ4-22-4033 

ハローワーク八幡浜 

幡浜 共職業安定所  
◎ 詳 い内容 知 い方 面接 希望 方 ワ 紹 窓 へ 問い わ い  

◎ 面接 ワ 発行 紹 状 必要  

◎ ワ 紹 行っ 求人 中 決定済 っ い 場 あ  そ あ 了 い  
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作成日
次回発行日

ビヒ 培基日
ビビ   プ日予定

職種
雇用期間

採用
人数

賃金形態
賃金 月額換算

求人者名 所在地 就業場所等 就業時間 必要 免許資格

カ ヒペホ4-22-4033 

ハローワーク八幡浜 

幡浜 共職業安定所  
◎ 詳 い内容 知 い方 面接 希望 方 ワ 紹 窓 へ 問い わ い  

◎ 面接 ワ 発行 紹 状 必要  

◎ ワ 紹 行っ 求人 中 決定済 っ い 場 あ  そ あ 了 い  

。1) 8時00分～1】時00分

成基ヒ ビヒ 培日～ 成基ビ ビ 基ビ日

。1) 】時45分～1【時00分 普通自動車免許

成基ヒ ビビ ビ日～ 成基ヒ ビ培 培プ日

。1) 】時00分～15時00分 原動機付自転車免許

成基ヒ ビビ ビ日～ 成基ヒ ビ培 培ヒ日

。1) 】時00分～1【時00分

成基ヒ ビビ ビヒ日～ 成基ヒ ビ培 培ヒ日

。1) 】時00分～15時」0分

成基ヒ ビビ ビ日～ 成基ヒ ビ培 ビプ日

。1) 【時」0分～15時」0分 原動機付自転車免許

成基ヒ ビビ ビ日～ 成基ヒ ビ培 培ヒ日

。1) 】時00分～1【時00分

成基ヒ ビビ プ日～ 成基ヒ ビ培 培プ日

。1) 】時」0分～1【時00分

成基ヒ ビビ ベ日～ 成基ヒ ビ培 培ヒ日

。1) 】時00分～1【時00分 原動機付自転車免許

成基ヒ ビビ ビヒ日～ 成基ヒ ビ培 培プ日

。1) 】時00分～1【時00分 原動機付自転車免許

成基ヒ ビビ プ日～ 成基ヒ ビ培 培プ日

。1) 9時00分～1】時00分 普通自動車免許 種
。「)1「時00分～「0時00分

～ 成基ヒ ビ培 基ヒ日

。1) 】時」0分～1【時」0分 原動機付自転車免許

成基ヒ ビビ ビ日～ 成基ヒ ビ培 培プ日

。1) 】時00分～1【時00分 原動機付自転車免許

成基ヒ ビヒ 培ヒ日～ 成基ヒ ビ培 培プ日

。1) 】時00分～1【時00分 原動機付自転車免許

成基ヒ ビビ プ日～ 成基ヒ ビ培 培プ日

。1) 8時00分～1【時00分 普通自動車免許 種

成基ヒ ビビ ベ日～ 成基ヒ ビ培 培プ日

。1) 8時00分～1【時」0分 普通自動車免許

成基ヒ ビヒ ビ日～ 成基ヒ ビ培 培ベ日

。1) 】時00分～1【時00分

成基ヒ ビビ ビヒ日～ 成基ヒ ビ培 培プ日

。1) 】時」0分～1【時00分

成基ヒ ビビ ビ日～ 成基ヒ ビ培 培ヒ日

。1) 8時00分～1【時00分

成基ヒ ビビ ビ日～ 成基ヒ ビ培 培プ日

採 及 選果作業員
4人

給 株式会社 フ

800 ～1,000
愛媛 幡浜市日土町

38030-   68080 就業場所 愛媛 幡浜市

運搬作業員
ビ人

日給 片山農園

8,000 ～10,000
愛媛 幡浜市川 町川 津

38030-   65280 就業場所

採 作業員
培人

給 大森 昇

850 ～850

採 作業員
ビ人

愛媛 幡浜市

38030-   67880 就業場所 愛媛 幡浜市

日給 磯崎 初廣

】,500 ～】,500
愛媛 幡浜市川 町白石

愛媛 幡浜市川 町

38030-   63480 就業場所 愛媛 幡浜市

運搬作業員
ビ人

日給 矢 辰夫

8,000 ～10,000
愛媛 幡浜市川 町川 津

38030-   64380 就業場所 愛媛 幡浜市

採 作業員
培人

日給 正 農園

】,500 ～】,500
愛媛 幡浜市川 町白石乙

38030-   60680 就業場所 愛媛 幡浜市

運搬作業員
ビ人

日給 浜部農園

10,000 ～10,000

就業場所

愛媛 幡浜市向灘 番地

38030-   58580 就業場所 愛媛 幡浜市

採 作業員
培人

給 飯 繁人

850 ～850
愛媛 幡浜市真網代丙

38030-   54180 愛媛 幡浜市

採 作業員
基人

給 楠本 正

850 ～900
愛媛 幡浜市真網代乙

38030-   55480 就業場所 愛媛 幡浜市

38030-   49280 就業場所 愛媛 幡浜市

採 作業員
基人

給 靖和

1,000 ～1,000
愛媛 幡浜市向灘

愛媛 幡浜市川 町川 津

38030-   44680 就業場所

愛媛 幡浜市保内町宮内

38030-   50080 就業場所 愛媛 幡浜市

愛媛 幡浜市

荷 箱詰 作業員
培人

給 大和倉庫株式会社

800 ～1,000

採 作業員
基人

日給 嶋家 昌伸

8,000 ～8,000

就業場所 愛媛 幡浜市

採 運搬作業員
培人

給 川 陽子

1,000 ～1,000
愛媛 幡浜市向灘

38030-   45980

運搬作業員
ビ人

日給 本 和彦

11,000 ～11,000
愛媛 幡浜市向灘

38030-   46180 就業場所 愛媛 幡浜市

運搬作業員
培人

日給 宮部 浩

10,000 ～1「,000
愛媛 幡浜市向灘

38030-   42080 就業場所 愛媛 幡浜市

採 作業員
4人

給 石崎 勝治

1,100 ～1,100
愛媛 西宇和郡伊方町中之浜

38030-   33880 就業場所 愛媛 西宇和郡伊方町

就業場所 愛媛 幡浜市

袋 採 作業員
培人

給 竹倉 夫

900 ～900
愛媛 幡浜市松柏乙

38030-   39480

採 作業員
プ人

給 和家 粂則

1,100 ～1,100
愛媛 幡浜市真網代丙

38030-   36680

採 作業員
プ人

給 農園 清水 良定

1,000 ～1,000

就業場所

愛媛 幡浜市向灘

38030-   24880 就業場所 愛媛 幡浜市

愛媛 幡浜市
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