
発行日：
次回発行日：

職種 就業時間 加入保険等

変形（１年単位） 　
(1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許一種

雇用期間の定めなし TEL. 089-941-6155  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

変形（１ヶ月単位） 　
(1) 8時00分～17時00分 準中型自動車免許

普通自動車免許一種

雇用期間の定めなし TEL. 070-5682-4756  
正社員 就業場所 愛媛県西予市

特定曜日のみ(2)(3) 　
(1) 8時30分～17時30分 看護師
(2) 8時30分～16時45分 准看護師
(3) 8時30分～12時30分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-62-0218  
正社員 就業場所 愛媛県西予市

　
(1) 9時00分～18時00分 普通自動車免許ＡＴ

雇用期間の定めなし TEL. 0894-62-0282  
正社員 就業場所 愛媛県西予市

　
(1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許一種

雇用期間の定めなし TEL. 0894-22-3456  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

変形（１ヶ月単位） 　
(1) 8時30分～17時30分
(2)13時30分～22時30分

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 0894-62-4140  
正社員以外 就業場所 愛媛県西予市

変形（１ヶ月単位） 　
(1) 8時15分～17時15分 看護師
(2) 8時15分～12時15分 准看護師

雇用期間の定めなし TEL. 0894-20-8080  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(1) 7時30分～17時00分 普通自動車免許一種

雇用期間の定めなし TEL. 0894-54-0619  
正社員 就業場所 愛媛県西宇和郡伊方町

　
(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-62-4154  
正社員 就業場所 愛媛県西予市

変形（１年単位） 　
(1) 8時00分～17時00分 電気工事士（第１種）

雇用期間の定めなし TEL. 0894-22-5100  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-22-0070  
正社員 就業場所 愛媛県西予市

　
(1) 7時50分～17時00分 普通自動車免許一種

雇用期間の定めなし TEL. 0894-62-0091  
正社員 就業場所 愛媛県西予市

交替制あり 　
(1) 5時30分～14時30分
(2) 8時30分～17時30分
(3)10時00分～19時00分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-22-0163  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市 厚生年金基金

　
(1) 8時30分～16時30分 普通自動車免許ＡＴ

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 0894-62-5411  
正社員以外 就業場所 愛媛県西予市

　
(1) 8時00分～16時30分 普通自動車免許一種

雇用期間の定めなし TEL. 0894-26-0408  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(1) 9時30分～18時30分

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 0894-23-2115  
正社員以外 就業場所 愛媛県八幡浜市

　４月２５日
　５月１５日予定

年齢
採用人数

賃金形態
賃金（月額換算）

必要な免許資格
休日

求人者名・所在地・求人番号・就業場所等

日祝他

農作業及び運転手
月給 株式会社　百姓百品村 雇用・労災・

健康・厚生
44歳以下

160,000円～
210,000円2人 愛媛県西予市野村町野村１２－１５

38030- 1356891

工場管理
（八幡浜作業所）

月給 共立興業株式会社 雇用・労災・
健康・厚生

不問
165,000円～
185,000円1人 愛媛県松山市大手町１丁目８番地８

38010-14823891

日他

他

正・准看護師
月給 医療法人　井上眼科 雇用・労災・

健康・厚生
64歳以下

205,000円～
285,000円1人 西予市宇和町卯之町４丁目３９３

38030- 1358591 日祝他

設計スタッフ
（見習い可）

月給 株式会社　下元工務店
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

59歳以下
172,800円～
300,000円1人

インストラクター
月給 株式会社　ヴィスター

（フィットネスクラブヴィスター宇和店）
雇用・労災・
健康・厚生

18歳以上

愛媛県西予市宇和町久枝甲１３８９番地

38030- 1359191 日他

販売事務及び営業員
月給 有限会社　新地商店 雇用・労災・

健康・厚生
39歳以下

160,000円～
240,000円

150,000円～
200,000円1人 愛媛県西予市宇和町下松葉３６２－１

38030- 1349291 木他

1人 愛媛県八幡浜市１２０７番地の１　しんちビル１階

38030- 1360691

日祝他

配管工
日給 有限会社　増田建材 雇用・労災・

健康・厚生
不問

207,000円～
253,000円1人 愛媛県西宇和郡伊方町二名津２１５番地

38030- 1352691 日他

看護師・准看護師
月給 医療法人

ひらやま内科・呼吸器内科クリニック
雇用・労災・
健康・厚生

59歳以下
175,000円～
220,000円1人 愛媛県八幡浜市桧谷１０２６番地

38030- 1350091

日祝他

電気工事士
月給 株式会社　栗之浦ドック 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

160,000円～
280,000円1人

日他

塗装工（見習い可）
「建設」

日給 池上塗装　有限会社 雇用・労災・
健康・厚生

不問
188,800円～
283,200円1人 愛媛県西予市宇和町卯之町５丁目２２３

184,800円～
231,000円2人 愛媛県西予市宇和町卯之町４－５１４

38030- 1343391

愛媛県八幡浜市栗野浦３６５

38030- 1339791

38030- 1353991

日他

1人 愛媛県西予市宇和町信里９９１

38030- 1341191 日祝他

土木作業員「建設」
日給 宇和土建　株式会社 雇用・労災・

健康・厚生
不問

一般事務員
日給 マルハフーズ　株式会社　宇和工場 雇用・労災・

健康・厚生
64歳以下

144,000円～
148,500円

給食調理員
月給 医療法人　福寿会　宇都宮病院

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

64歳以下
146,000円～
166,000円1人 八幡浜市１５３６－１１８

38030- 1345991

他

他

一般事務員
時給 南予総合防災　有限会社 雇用・労災・

健康・厚生
不問

125,545円～
125,545円1人 西予市宇和町稲生１４２７

38030- 1346491 日祝他

養豚作業員
月給 株式会社　日土養豚組合 雇用・労災・

健康・厚生
64歳以下

200,000円～
240,000円1人 愛媛県八幡浜市日土町６－２６３５－２

38030- 1347791 他

（契約）販売
（愛媛県八幡浜市）

時給 株式会社　三城
（メガネの三城　パリミキ）

雇用・労災・
健康・厚生

不問
134,784円～
167,616円1人 兵庫県姫路市飾磨区三宅１－１３８

28050-10832991

就職支援セミナーのご案内

＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊
【内　容】職業選択や求職活動に必要な基本知識やスキルを学ぶセミナーです。
　　　　　①基本セミナー　②履歴書・職務経歴書セミナー　③面接セミナー
　お電話でのご予約も可能です。お気軽にハローワークまでお問合せください。
＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊

℡ 0894-22-4033 

ハローワーク八幡浜 

（八幡浜公共職業安定所） ◎ 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。 

◎ 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。 

◎ ハローワークインターネットサービスもご利用ください。(https：//www.hellowork.go.jp/) 
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賃金（月額換算）
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休日

求人者名・所在地・求人番号・就業場所等

℡ 0894-22-4033 

ハローワーク八幡浜 

（八幡浜公共職業安定所） ◎ 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。 

◎ 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。 

◎ ハローワークインターネットサービスもご利用ください。(https：//www.hellowork.go.jp/) 

　
(1) 4時00分～13時00分 大型自動車免許一種
(2) 5時00分～14時00分
(3)19時00分～ 4時00分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-62-6661  
正社員 就業場所 愛媛県西予市 確定拠出年金

　
(1)10時00分～20時00分 普通自動車免許ＡＴ
(2)11時00分～21時00分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-36-3108  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(1) 8時00分～16時40分 普通自動車免許一種

雇用期間の定めなし TEL. 0894-62-5107  
正社員 就業場所 愛媛県西予市

変形（１年単位） 　
(1) 8時10分～17時00分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-62-1561  
正社員以外 就業場所 愛媛県西予市

　
(1) 5時00分～14時00分
(2)10時00分～19時00分

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 089-917-6560  
正社員以外 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(1) 8時30分～17時30分 薬剤師

普通自動車免許ＡＴ

雇用期間の定めなし TEL. 086-261-4660  
正社員 就業場所 愛媛県西予市

　
(1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許一種

雇用期間の定めなし TEL. 0894-72-0054  
正社員 就業場所 愛媛県西予市

交替制あり 　
(1) 8時30分～17時30分
(2)10時30分～19時30分
(3)17時00分～ 9時00分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-62-5009  
正社員 就業場所 愛媛県西予市

変形（１年単位） 　
(1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許一種

雇用期間の定めなし TEL. 090-8971-3344  
正社員 就業場所 愛媛県西予市

　
(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-22-1585  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

　

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 0894-62-6430  
正社員以外 就業場所 愛媛県西予市

　
(1) 8時30分～17時15分 普通自動車免許ＡＴ
(2)16時45分～ 9時00分 介護福祉士
(3) 9時30分～18時15分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-22-5780  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市 厚生年金基金

　
(1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ

雇用期間の定めなし TEL. 0894-23-0015  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

特定曜日のみ(2) 　
(1) 9時30分～18時30分
(2) 9時00分～18時30分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-62-7077  
正社員 就業場所 愛媛県西予市

　
(1) 8時30分～17時15分 普通自動車免許ＡＴ
(2)16時45分～ 9時00分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-22-5780  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市 厚生年金基金

　
(1) 7時00分～15時45分 介護福祉士
(2) 8時30分～17時15分
(3)11時15分～20時00分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-22-5780  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市 厚生年金基金

トラック運転手
（正社員）

月給 カトーレック　株式会社　西予営業所 雇用・労災・
健康・厚生

不問
172,500円～
172,500円1人 愛媛県西予市宇和町稲生３２８－１

38030- 1337991 他

他

山林作業員
日給 村上林業　有限会社 雇用・労災・

健康・厚生
64歳以下

240,000円～
240,000円1人 愛媛県西予市宇和町大江５３０－１

38030- 1335391

店舗スタッフ
（保内店）

月給 株式会社　ヤマキ観光 雇用・労災・
健康・厚生

40歳以下
170,000円～
170,000円1人 愛媛県八幡浜市保内町宮内１－２４８

38030- 1332591

38030- 1336691 日他

日他

製造加工員（パート：
殺菌工程）

時給 株式会社　アール・シー・フードパック 雇用・労災・
健康・厚生

不問
118,767円～
118,767円1人 西予市宇和町卯之町２－５７５

他

調理員
（きずな湯島）

時給 四国医療サービス株式会社
シンセイフード事業部　宇和島営業所

雇用・労災・
健康・厚生

不問
141,040円～
154,800円2人 愛媛県宇和島市高串３番耕地５９番地４

38040- 1943391

土日祝他

野村店／保険薬局
・一般薬剤師

月給 株式会社フロンティア　中四国支店 雇用・労災・
健康・厚生

59歳以下
285,000円～
370,000円1人

介護職員（正社員）
月給 株式会社　たかちほ 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

岡山市南区豊成２丁目３－３

33010-17150491 土日祝他

一般事務員
日給 株式会社　井石建設 雇用・労災・

健康・厚生
不問

130,000円～
130,000円

167,000円～
175,000円1人 西予市宇和町上松葉１６５－１

38030- 1320491 他

1人 愛媛県西予市野村町野村１２－５９２

38030- 1319691

土日他

給食調理員（西予西学
校給食センター）

時給 西予市教育委員会 雇用・労災・
健康・厚生

不問
112,000円～
112,000円1人

製材工
日給 菊地木材　株式会社

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

59歳以下
172,800円～
216,000円1人 西予市宇和町河内９４

38030- 1321791 日他

縫製工
時給 株式会社　イカイ 雇用・労災・

健康・厚生
64歳以下

128,128円～
133,120円1人 愛媛県八幡浜市大平１－７８７－１

1人 八幡浜市五反田１－１０４６－１

38030- 1310991

38030- 1324591

他

愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目４３４番地１

38030- 1325191 土日祝他

介護福祉士（グループ
ホーム夏みかん）

月給 医療法人　青峰会
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問
191,700円～
250,800円

1人 八幡浜市古町２丁目３番２６号

38030- 1295091 土日祝他

一般事務員
月給 有限会社　大成工業 雇用・労災・

健康・厚生
不問

125,000円～
150,000円

月他

美容室
フロントスタッフ

月給 ＣＯＴＴＯＮ－ＣＬＵＢ 雇用・労災30歳以下
160,000円～
170,000円1人 西予市宇和町上松葉　７６－１

38030- 1297691

2人 愛媛県八幡浜市五反田１－１０５０

38030- 1304791 他

ケアスタッフ（ウェル
フェア五反田）

月給 新愛商事　株式会社
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問
187,100円～
242,700円

他

介護福祉士（コン
フォート神山）

月給 社会福祉法人　弘正会
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問
195,700円～
255,800円2人 愛媛県八幡浜市五反田１番耕地７６－３

38030- 1306291

就職支援セミナーのご案内

＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊
【内　容】職業選択や求職活動に必要な基本知識やスキルを学ぶセミナーです。
　　　　　①基本セミナー　②履歴書・職務経歴書セミナー　③面接セミナー
　お電話でのご予約も可能です。お気軽にハローワークまでお問合せください。
＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊

7時30分～17時00分の間の8
時間程度
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職種 就業時間 加入保険等

　４月２５日
　５月１５日予定

年齢
採用人数

賃金形態
賃金（月額換算）

必要な免許資格
休日

求人者名・所在地・求人番号・就業場所等

℡ 0894-22-4033 

ハローワーク八幡浜 

（八幡浜公共職業安定所） ◎ 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。 

◎ 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。 

◎ ハローワークインターネットサービスもご利用ください。(https：//www.hellowork.go.jp/) 

変形（１ヶ月単位） 　
(1) 5時30分～14時00分
(2)11時00分～19時30分

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 089-986-3636  
正社員以外 就業場所 愛媛県西予市 厚生年金基金

変形（１ヶ月単位） 　
(1) 8時30分～16時45分 普通自動車免許一種
(2)11時45分～20時15分
(3)14時30分～23時00分

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 088-871-3303  
正社員以外 就業場所 愛媛県西予市

変形（１年単位） 　
(1) 8時00分～16時40分 大型自動車免許一種

雇用期間の定めなし TEL. 089-951-1822  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

変形（１ヶ月単位） 　
(1) 7時00分～16時00分 ホームヘルパー２級
(2) 9時00分～18時00分 介護職員初任者研修
(3)10時00分～19時00分

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 089-933-5824  
正社員以外 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(1) 8時30分～16時30分 普通自動車免許ＡＴ

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 0894-33-1113  
正社員以外 就業場所 愛媛県西予市

変形（１年単位） 　
(1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許一種

雇用期間の定めなし TEL. 089-941-6155  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

変形（１年単位） 　
(1) 8時30分～17時30分 大型自動車免許一種

雇用期間の定めなし TEL. 0894-22-0056  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(1) 8時30分～16時00分
(2)16時00分～ 0時00分
(3)10時30分～16時00分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-62-7555  
正社員以外 就業場所 愛媛県西予市

　
(1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許一種

雇用期間の定めなし TEL. 0894-72-1919  
正社員 就業場所 愛媛県西予市

　
(1)10時00分～21時00分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-62-6011  
正社員 就業場所 愛媛県西予市

変形（１年単位） 　
(1) 8時00分～16時10分 普通自動車免許一種
(2) 8時00分～17時05分
(3) 8時00分～17時45分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-36-3500  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

交替制あり 　
(1) 8時30分～17時15分 保育士
(2) 7時30分～16時15分 普通自動車免許ＡＴ
(3) 9時15分～18時00分

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 0894-22-3111  
正社員以外 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(1) 8時00分～17時10分

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 0894-72-3780  
正社員以外 就業場所 愛媛県西予市

　
(1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ

雇用期間の定めなし TEL. 0895-28-9255  
正社員 就業場所 愛媛県西予市

　
(1) 8時30分～17時15分 普通自動車免許ＡＴ

雇用期間の定めなし TEL. 0894-24-6111  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(1) 7時00分～15時45分 普通自動車免許一種

雇用期間の定めなし TEL. 0894-38-2255  
正社員 就業場所 愛媛県西宇和郡伊方町

1人 愛媛県松山市一番町１－１４－７　フジコビルＦ　２Ｆ

38010-14044191 他

調理スタッフ
（西予市宇和町）

時給 富士産業株式会社　四国西事業部 雇用・労災・
健康・厚生

不問
129,360円～
159,600円

他

運転手（八幡浜）
月給 愛新物流　株式会社 雇用・労災・

健康・厚生
不問

170,000円～
175,000円2人 松山市空港通２丁目１２－５

38010-13939091

駐車場係
（ＤＩＶＯ宇和店）

月給 （株）セントラル
（セントラルグループ遊技部門）

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

18歳以上
150,000円～
150,000円1人 高知県高知市和泉町８－８

39010-10231291

ケアスタッフ（ニチイ
ケアセンター八幡浜）

時給 株式会社　ニチイ学館　松山支店 雇用・労災・
健康・厚生

不問
157,450円～
157,450円1人

愛媛県松山市三番町４丁目４番地６　松山センタービル２号館　６階

営業・フロント
（八幡浜工場）

月給 共立自動車　株式会社
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

44歳以下
185,000円～
250,000円1人 愛媛県松山市大手町１丁目８番地８

38010-13974691 日祝他

38010-13961291 他

日他

土日祝他

172,800円～
216,000円1人 愛媛県西予市野村町野村１４号１９番地

38030- 1293591 日他

大型運転士
（八幡浜営業所）

月給 宇和島自動車運送　株式会社 雇用・労災・
健康・厚生

59歳以下

他

202,340円～
262,840円1人 愛媛県松山市高岡町１８３番地１

38010-13561991

他

練り製品の
製造作業員

月給 八水蒲鉾　株式会社 雇用・労災・
健康・厚生

35歳以下
160,000円～
190,000円1人

カウンター・
ホールスタッフ

時給 株式会社　田村商事
（パーラーじゃんじゃん宇和店）

雇用・労災・
健康・厚生

不問
162,500円～
178,750円2人 愛媛県西予市宇和町上松葉２０６番地

38030- 1291891 他

作業員（便利屋）
日給 株式会社　クイックサポート 雇用・労災・

健康・厚生
44歳以下

ホールスタッフ
月給 有限会社　丸台レストラン野福 雇用・労災・

健康・厚生
不問

135,000円～
150,000円1人 愛媛県西予市宇和町下松葉３５３－１

3人 八幡浜市北浜１丁目１－１

38030- 1280691

38030- 1277291

日祝他

愛媛県八幡浜市保内町川之石１－２４２－４

38030- 1279191 土他

保育士
日給 八幡浜市役所 雇用・労災・

健康・厚生
不問

169,180円～
169,180円

愛媛県西予市宇和町下松葉６０８

38030- 1289391 日他

一般事務員
（契約社員）

時給 有限会社　ビー・ピー・ユニオン 雇用・労災・
健康・厚生

不問
139,784円～
212,360円1人 愛媛県西予市野村町野村８－１３５－４

38030- 1288091 日祝他

土木作業員
　
「建設」

日給 有限会社　成希工業 雇用・労災・
健康・厚生

64歳以下
172,900円～
296,400円2人

他

葬儀アシスタント
（正社員：八幡浜）

月給 有限会社　ビック（サンリードグループ）
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

44歳以下
150,000円～
170,000円1人 愛媛県八幡浜市松柏丙５１６番地

38030- 1265991

魚肉練製品の製造員
月給 株式会社　ヒサシ水産 雇用・労災・

健康・厚生
35歳以下

150,000円～
180,000円1人 愛媛県八幡浜市松柏丙５１６番地

38030- 1268891 他

就職支援セミナーのご案内

＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊
【内　容】職業選択や求職活動に必要な基本知識やスキルを学ぶセミナーです。
　　　　　①基本セミナー　②履歴書・職務経歴書セミナー　③面接セミナー
　お電話でのご予約も可能です。お気軽にハローワークまでお問合せください。
＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊

又は7時30分～20時30分の
間の8時間程度

事務補助員
（生活福祉課）

時給 西予市役所　三瓶支所 雇用・公災・
健康・厚生

不問
112,000円～
112,000円1人 愛媛県西予市三瓶町朝立１－３６０－１

38030- 1322891
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(1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許一種

雇用期間の定めなし TEL. 0894-21-6852  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許一種

自動車整備士（３級）
自動車整備士（２級）

雇用期間の定めなし TEL. 0894-22-2114  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

変形（１ヶ月単位） 　
(1) 8時30分～17時30分
(2)16時30分～ 6時30分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-22-3434  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許ＡＴ

雇用期間の定めなし TEL. 0894-35-6015  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市 確定拠出年金

変形（１ヶ月単位） 　
(1) 8時30分～17時30分 看護師

雇用期間の定めなし TEL. 0894-35-6522  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(1) 7時00分～16時00分
(2)10時00分～19時00分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-53-0622  
正社員以外 就業場所 愛媛県西宇和郡伊方町

　
(1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許ＡＴ

雇用期間の定めなし TEL. 0894-22-2658  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(1)10時00分～19時00分 普通自動車免許ＡＴ
(2)10時00分～17時00分
(3)12時00分～19時00分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-22-5787  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(1) 9時00分～18時00分 ホームヘルパー２級

普通自動車免許ＡＴ

雇用期間の定めなし TEL. 0894-29-1596  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(1) 8時30分～17時30分 介護支援専門員

普通自動車免許ＡＴ

雇用期間の定めなし TEL. 0894-22-0222  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(1) 9時00分～18時00分 普通自動車免許ＡＴ

雇用期間の定めなし TEL. 0894-24-5652  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市 厚生年金基金

　
(1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許一種

雇用期間の定めなし TEL. 0894-69-8775  
正社員 就業場所 愛媛県西予市

特定曜日のみ(2) 　
(1) 9時00分～18時30分 歯科衛生士
(2) 8時30分～13時00分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-36-2338  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(1) 8時00分～17時30分 看護師
(2) 8時30分～18時00分 准看護師
(3) 9時00分～18時30分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-29-1331  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ

雇用期間の定めなし TEL. 0894-33-2152  
正社員 就業場所 愛媛県西予市

特定曜日のみ(2) 　
(1) 8時30分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ
(2) 8時30分～12時00分

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 0894-62-1211  
正社員以外 就業場所 愛媛県西予市

180,000円～
200,000円1人 愛媛県八幡浜市保内町須川２４番地１

38030- 1270091 日祝他

火他

港湾サービス作業員
月給 株式会社　共盛社 雇用・労災・

健康・厚生
不問

132,000円～
132,000円1人

営業員
月給 有限会社　アサノ設備 雇用・労災・

健康・厚生
40歳以下

自動車整備士
月給 株式会社　八西ホンダ

（ホンダカーズ八幡浜）
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問
180,000円～
230,000円1人 愛媛県八幡浜市松柏乙１０９１番地

1人 愛媛県八幡浜市産業通５番５号

38030- 1273991

38030- 1271391

日他

愛媛県八幡浜市北浜１５９０番地１０

38030- 1272691 他

介護職員（正社員）
デイサービス釜倉

月給 株式会社　ステージアップ 雇用・労災・
健康・厚生

59歳以下
140,000円～
180,000円

訪問看護スタッフ
（愛媛県八幡浜市）

月給 株式会社　ひかり 雇用・労災・
健康・厚生

不問
270,000円～
320,000円2人 広島県呉市阿賀中央４丁目５－１６

34030- 3380491 他

3人 愛媛県西宇和郡伊方町川之浜５９４

38030- 1233891 他

介護職員
（フルパート）

時給 社会福祉法人　愛寿会
高齢者総合福祉施設　瀬戸あいじゅ

雇用・労災・
健康・厚生

不問
171,160円～
189,424円

日他

一般事務員
月給 平家特機工事　有限会社 雇用・労災・

健康・厚生
不問

135,000円～
150,000円1人 八幡浜市字中深１２２６－７

38030- 1239691

訪問入浴オペレーター
「介護」

月給 セントケア四国　株式会社
セントケア八幡浜

雇用・労災・
健康・厚生

64歳以下
167,000円～
215,500円1人 愛媛県八幡浜市江戸岡１丁目８－５　マルマビル１Ｆ

38030- 1248691

日祝他

店頭販売スタッフ
（八幡浜）

月給 株式会社　三瀬商店 雇用・労災・
健康・厚生

35歳以下
180,000円～
195,000円2人 愛媛県八幡浜市裏田１３８６－１

38030- 1243291 他

ケアマネージャー（介
護支援専門員）（居宅
介護支援事業所）

月給 株式会社　ベルワイド　おるｄｅ新町 雇用・労災・
健康・厚生

67歳以下
230,000円～
230,000円1人 愛媛県八幡浜市新町２７２番地１

38030- 1256691

日祝他

土日他

福祉用具販売営業員
月給 三泰商事　株式会社

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

44歳以下
161,000円～
302,000円1人 八幡浜市１４７８番地（新町３丁目）

38030- 1257991 日祝他

現場作業員
月給 有限会社　兵頭組 雇用・労災・

健康・厚生
18歳～40歳

220,000円～
400,000円2人

正看護師
又は准看護師

月給 医療法人　加藤内科 雇用・労災・
健康・厚生

59歳以下

愛媛県西予市宇和町明間１００８

38030- 1219591 日他

歯科衛生士
月給 ショージ歯科医院 雇用・労災・

健康
不問

180,000円～
185,000円

145,000円～
225,000円1人 八幡浜市産業通り６－２８

38030- 1225891 日祝他

1人 八幡浜市保内町宮内１－２８８－１

38030- 1220391

雇用・労災・
健康・厚生

不問
161,700円～
161,700円1人 愛媛県八幡浜市大字八代６６４－４

38030- 1228191 日他

窓口事務係
（本店・共済課）

時給 東宇和農業協同組合
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問
128,740円～
131,610円1人 西予市宇和町卯之町２丁目４６２

38030- 1229091 日祝他

就職支援セミナーのご案内

＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊
【内　容】職業選択や求職活動に必要な基本知識やスキルを学ぶセミナーです。
　　　　　①基本セミナー　②履歴書・職務経歴書セミナー　③面接セミナー
　お電話でのご予約も可能です。お気軽にハローワークまでお問合せください。
＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊

又は8時30分～17時30分の
間の8時間程度

現場作業員
日給 有限会社　上田産業
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