
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10分～17時10分 普通自動車免許一種

普通自動車免許ＡＴ

雇用期間の定めなし TEL. 06-6554-6900  
正社員 就業場所 愛媛県西宇和郡伊方町

　
(1) 8時30分～17時30分

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） TEL. 089-947-0005  
有期雇用派遣 就業場所 愛媛県西宇和郡伊方町

　
(1) 8時30分～17時30分 看護師

准看護師

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

特定曜日のみ(2) 　
(1) 9時00分～18時30分 歯科衛生士
(2) 9時00分～12時30分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-29-9140  
正社員以外 就業場所 愛媛県西宇和郡伊方町

変形（１ヶ月単位） 　
(1) 6時30分～22時30分 大型自動車免許二種

雇用期間の定めなし TEL. 0894-23-1000  
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 普通自動車免許ＡＴ

雇用期間の定めなし TEL. 0894-62-2206  
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. 0894-62-1855  
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. 0894-36-0718  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(1) 8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. 0894-62-4155  
正社員 就業場所 愛媛県西予市

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

普通自動車免許ＡＴ
雇用期間の定めなし TEL. 0894-35-7417  

正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市
　

(1) 8時00分～17時00分 中型一種（８ｔ限定）

雇用期間の定めなし TEL. 0894-22-0070  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(1) 7時30分～16時30分 普通自動車免許一種

雇用期間の定めなし TEL. 0894-22-2836  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許一種

雇用期間の定めなし TEL. 090-1171-7150  
正社員以外 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. 0894-62-6600  
正社員 就業場所 愛媛県西予市

交替制あり 　
(1) 7時00分～16時00分 普通自動車免許ＡＴ
(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. 0894-62-2106  
正社員 就業場所 愛媛県西予市

変形（１ヶ月単位） 　
(1) 8時45分～17時45分 普通自動車免許ＡＴ
(2)10時45分～19時45分
(3)12時15分～21時15分

雇用期間の定めなし TEL. 025-371-4115  
正社員 就業場所 愛媛県西予市

　５月１５日
　５月２７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

技術職
（伊方事業所）

月給 株式会社　ホクトエンジニアリング 雇用・労災・
健康・厚生

不問
200,000円～
300,000円2人 大阪府大阪市大正区三軒家西１丁目３－２２

27030-18492491

一般事務
時給 株式会社　クリエアナブキ松山支店 雇用・労災・

健康・厚生
不問

173,600円～
173,600円1人 愛媛県松山市三番町４丁目９－６　ＮＢＦ松山日銀前ビル２階

日祝他

38010-17214591 日祝

看護職員
（正社員：日勤）

月給 医療法人　高仁会 雇用・労災・
健康・厚生

59歳以下
190,000円～
220,000円2人

日祝他

西予市宇和町上松葉１８４－２

38030- 1506491 他

歯科衛生士
時給 みさき歯科医院 雇用・労災不問

162,800円～
162,800円

送迎バス運転手
月給 株式会社　富士タクシー

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

59歳以下
180,000円～
200,000円2人 愛媛県八幡浜市１４６０－７３

1人 愛媛県西宇和郡伊方町三崎６９２番地２

38030- 1507791

38030- 1512691 他

塗装工
日給 有限会社　山本塗装店 雇用・労災・

健康・厚生
64歳以下

160,200円～
231,400円1人 愛媛県西予市宇和町卯之町５丁目２１６

38030- 1513991 日他

日他

配管工（見習）
「建設」

日給 三原設備　株式会社 雇用・労災・
健康・厚生

44歳以下
143,000円～
220,000円1人 愛媛県八幡浜市保内町喜木１－４７９

38030- 1517291

土木作業員「建設」
日給 株式会社　兵頭建設 雇用・労災・

健康・厚生
不問

198,050円～
198,050円1人 愛媛県西予市宇和町下川８８１

38030- 1514491 日他

葬儀業務スタッフ
月給 有限会社　清水葬儀社 雇用・労災・

健康・厚生
44歳以下

170,000円～
180,000円1人 愛媛県西予市宇和町卯之町５丁目６７－１

38030- 1484791

日他

他

看護職及び
機能訓練指導員

月給 株式会社　時の計画 雇用・労災・
健康・厚生

不問
180,000円～
230,000円1人 愛媛県八幡浜市松柏丙６９２番地１

38030- 1485891

マルハフーズ　株式会社 雇用・労災・
健康・厚生

39歳以下
183,540円～
307,960円

186,400円～
186,400円1人 愛媛県八幡浜市五反田２－１４６５

38030- 1496191 日他

1人 愛媛県八幡浜市１０７９－１（矢野町１丁目）

38030- 1490991 日祝他

土木作業員
日給 海星工業 雇用・労災不問

197,600円～
197,600円2人 愛媛県八幡浜市保内町宮内１‐４６１‐１

38030- 1500591 日他

みかん栽培作業員
日給 株式会社　コウ果樹園 労災・健康・

厚生
43歳以下

営業員（幹部候補）
日給

一般事務員
月給 豫洲産業　株式会社 雇用・労災・

健康・厚生
30歳以下

160,000円～
160,000円1人 愛媛県西予市宇和町永長４８１番地１

愛媛県大洲市徳森１５１３番地４

38080- 1184191 他

38030- 1501191 土日祝他

介護職員（介護）【グ
ループホーム宇和ひま
わり】

月給 有限会社　清水商事 雇用・労災・
健康・厚生

18歳～69歳
155,000円～
155,000円1人

他

店舗運営職・幹部候補
（ナショナル社員

月給 株式会社　コメリ
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

35歳以下
172,000円～
224,000円2人 新潟市南区清水４５０１番地１

15070- 5166291

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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℡ 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年単位） 　
(1) 8時15分～17時15分 普通自動車免許ＡＴ
(2) 8時15分～15時00分 準中型自動車免許

雇用期間の定めなし TEL. 089-925-7824  
正社員 就業場所 愛媛県西予市

　
(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. 089-976-0820  
正社員 就業場所 愛媛県西宇和郡伊方町

　
(1) 5時00分～14時00分 調理師
(2)10時30分～19時30分

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 089-907-5750  
正社員以外 就業場所 愛媛県西予市

変形（１ヶ月単位） 　
(1) 9時00分～ 8時59分 普通自動車免許ＡＴ

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 089-945-6161  
正社員以外 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

雇用期間の定めなし TEL. 000-0000-0000  
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 大型自動車免許一種

牽引免許（一種）

雇用期間の定めなし TEL. 090-1176-5410  
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15分 看護師
(2)16時45分～ 9時00分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-28-1123  
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～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) 9時00分～18時30分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-72-3927  
正社員 就業場所 愛媛県西予市

特定曜日のみ(2)(3) 　
(1) 8時40分～18時00分 看護師
(2) 8時40分～12時30分 准看護師
(3) 8時40分～12時00分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-37-3722  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

変形（１ヶ月単位） 　
(1) 6時00分～15時00分
(2)15時00分～ 0時00分

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 0894-62-0013  
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45分～17時45分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-29-1222  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(1)11時00分～14時00分
(2)18時00分～23時00分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-62-3608  
正社員 就業場所 愛媛県西予市

　
(1) 8時30分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ

雇用期間の定めなし TEL. 092-963-2651  
正社員 就業場所 愛媛県西宇和郡伊方町 厚生年金基金

　
(1) 8時00分～17時00分 大型自動車免許一種

雇用期間の定めなし TEL. 0894-62-1197  
正社員 就業場所 愛媛県西予市

変形（１年単位） 　
(1)13時30分～22時00分 普通自動車免許一種
(2)12時00分～20時30分

雇用期間の定めなし TEL. 0859-30-4670  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

調理師・調理補助
（西予市）

時給 株式会社　ＬＯＨＡＳ
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問

愛媛県松山市久万ノ台６９５－１

38010-16542291 日他

機械工
月給 株式会社　青井建設 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

240,000円～
280,000円

配送員
（宇和営業所）

月給 株式会社　パステムマツザワ
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

59歳以下
172,000円～
232,000円1人

147,560円～
173,600円1人 愛媛県松山市一番町１丁目１４番地７　フジコビルＦ３階

38010-16665591 他

2人 愛媛県松山市北梅本町甲６２７番地４

38010-16645491 土日他

他

機械警備スタッフ／
八幡浜エリア
（契約社員）

月給 セコム株式会社　松山統轄支社 雇用・労災・
健康・厚生

18歳以上
170,000円～
170,000円1人 愛媛県松山市南堀端町５－８　オワセビル３Ｆ

38010-16676091

1人 愛媛県松山市南吉田町６１４番地４

38010-16814291 他

熱絶縁工
日給 有限会社　東陽断熱 雇用・労災・

健康・厚生
44歳以下

156,400円～
207,000円

大型トレーラー・
ダンプ運転手
（正社員）

日給 有限会社　山一運送 雇用・労災・
健康・厚生

不問
302,400円～
302,400円1人 愛媛県西予市城川町魚成７４７６番地１

38030- 1445291

他

正看護師
（真網代くじら）

月給 医療法人　青峰会
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

59歳以下
237,100円～
316,200円5人

日他

一般事務員
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
59歳以下

150,000円～
170,000円1人 愛媛県八幡浜市松柏丙５１６番地

八幡浜市五反田１－１０４６－１

38030- 1451891

愛媛県西予市野村町阿下６－３３１－４

38030- 1465691 木日祝他

38030- 1462191 他

受付・歯科助手
月給 あかし歯科医院 雇用・労災・

健康
44歳以下

160,000円～
180,000円1人

180,000円～
220,000円1人 愛媛県八幡浜市保内町川之石１番耕地４３番１

38030- 1474991 日祝他

正・准看護師
月給 坪内整形外科医院 雇用・労災・

健康・厚生
不問

旅館宿泊部門マネー
ジャー（支配人）

月給 有限会社　松屋旅館 雇用・労災・
健康・厚生

不問
180,000円～
380,000円1人 西予市宇和町卯之町３ー２１８

38030- 1476791

医療事務員
月給 旭町内科クリニック 雇用・労災・

健康・厚生
不問

135,000円～
150,000円1人 愛媛県八幡浜市旭町３丁目１５１０番地７３

他

38030- 1478291 金日祝他

調理及びホール係
月給 株式会社　美ゆき 雇用・労災・

健康・厚生
40歳以下

160,000円～
250,000円1人

大型トラック運転手
月給 土居商店　有限会社 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

愛媛県西予市宇和町卯之町３丁目３３９番地

38030- 1479591 月他

セキュリティシステム
の保守・点検作業員
（電気、電子関連）

月給 オーテック電子株式会社　伊方出張所 雇用・労災・
健康・厚生

40歳以下
184,200円～
279,200円

230,000円～
280,000円1人 西予市宇和町卯之町５丁目２４７－１

38030- 1482991 土日祝他

1人 西宇和郡伊方町九町越　四国電力株式会社　伊方発電所構内

38030- 1481691 土日祝他

学習塾の講師兼運営管
理補佐〈明光義塾八幡
浜教室〉

月給 株式会社　クリエイティブサポート
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

40歳以下
205,000円～
228,500円1人 鳥取県米子市両三柳３２３番地１

31020- 7724091 日他

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。
＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊
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発行日：
次回発行日：

職種 就業時間 加入保険等

　５月１５日
　５月２７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) 7時45分～16時45分 高圧ガス責任者化学
(2) 8時00分～17時00分
(3) 9時15分～18時15分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-23-1805  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(1) 8時30分～17時15分 医療事務士
(2) 8時00分～16時45分

雇用期間の定めなし TEL. 089-943-7737  
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 大型自動車免許一種

雇用期間の定めなし TEL. 089-941-6155  
正社員以外 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 普通自動車免許一種

自動車整備士（３級）

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00分～17時00分 準中型一種（５トン限

準中型自動車免許

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

変形（１年単位） 　
(1) 7時00分～16時00分 準中型一種（５トン限

中型自動車免許一種

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

変形（１ヶ月単位） 　
(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. 0894-53-0776  
正社員 就業場所 愛媛県西宇和郡伊方町

　
(1) 7時30分～16時15分 大型自動車免許一種

雇用期間の定めなし TEL. 0894-54-0660  
正社員 就業場所 愛媛県西宇和郡伊方町

　
(1) 8時30分～17時15分
(2)11時15分～20時00分

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） TEL. 0894-62-6416  
正社員以外 就業場所 愛媛県西予市

　
(1) 8時00分～17時30分

雇用期間の定めなし TEL. 080-8637-0604  
正社員 就業場所 愛媛県西予市

変形（１年単位） 　
(1) 7時00分～15時00分
(2)15時00分～22時00分
(3)22時00分～ 7時00分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-23-2121  
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. 0894-89-1474  
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30分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-89-3120  
正社員 就業場所 愛媛県西予市

　
(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. 0894-72-1596  
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45分 普通自動車免許ＡＴ

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00分
(2) 9時30分～18時00分
(3)10時30分～19時00分

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 0894-33-3636  
正社員以外 就業場所 愛媛県西予市

ＬＰガス充填スタッフ
（八幡浜充填所）

月給 太陽石油販売　株式会社
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

59歳以下
153,000円～
187,000円1人 愛媛県松山市高岡町７４番地１

38010-15546691 他

医療事務／西予市
月給 株式会社　ニチイ学館　松山支店 雇用・労災・

健康・厚生
不問

122,430円～
155,600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

自動車整備
（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

59歳以下
180,000円～
250,000円

38010-15620891 土日祝

運転手
（八幡浜営業所）

月給 共立興業株式会社 雇用・労災・
健康・厚生

不問
185,000円～
185,000円3人

2人 愛媛県松山市大手町１丁目８番地８

38010-16057891 日祝他

愛媛県松山市大手町１丁目８番地８

38010-16047491 日祝他

生コン車運転手
日給 キクノコンクリート　株式会社 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

173,600円～
180,110円4人 愛媛県松山市大手町１丁目８番地８

38010-16078391 日祝他

集配ドライバー
（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

不問
143,740円～
151,420円2人 愛媛県松山市高岡町１８３番地１

38010-16159691

38030- 1389891 日他

他

水産食品加工員
月給 朝日共販　株式会社

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

59歳以下
150,000円～
200,000円3人 愛媛県西宇和郡伊方町川之浜６５２－１

生コンミキサー車
運転手

日給 九四生コン　株式会社 雇用・労災・
健康・厚生

不問
168,750円～
180,000円1人 愛媛県西宇和郡伊方町名取３０６５番地

38030- 1395491 日他

業務員
（西予市宇和プール）

日給 西予市教育委員会 雇用・労災不問
124,000円～
124,000円5人 愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目４３４番地１

38030- 1396791

38030- 1398291 土日他

月他

食品加工員
月給 株式会社　Ｓａｋｕ　Ｓａｋｕ 雇用・労災・

健康・厚生
44歳以下

165,000円～
210,000円2人 愛媛県西予市宇和町清沢１５２２

159,840円～
274,320円2人 八幡浜市昭和通１２８０

38030- 1401791 日他

紙すき工
日給 八幡浜紙業　株式会社 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

電子部品の製造管理
及び配送員

月給 愛媛電機　有限会社 雇用・労災・
健康・厚生

69歳以下

愛媛県西予市宇和町坂戸３８８－４

38030- 1405191 日祝他

事務員（正社員）
月給 株式会社　宇和島海道 雇用・労災・

健康・厚生
不問

150,000円～
165,000円

交通誘導警備員
（南予地域）

日給 株式会社　オースター 雇用・労災・
健康・厚生

18歳以上
133,920円～
140,400円5人

200,000円～
200,000円1人 愛媛県西予市野村町野村９－１４

38030- 1410891 土日祝他

1人 愛媛県西予市明浜町渡江２６－６

38030- 1409991 土日他

販売員
月給 八水蒲鉾　株式会社 雇用・労災・

健康・厚生
64歳以下

170,000円～
190,000円1人 愛媛県八幡浜市保内町川之石１－２４２－４

38030- 1413191

不問
124,740円～
124,740円2人

土他

愛媛県西予市三瓶町朝立１－５４９－１

38030- 1415391 他

レジ係
時給 株式会社　Ａコープ西日本

Ａコープみかめ
雇用・労災・
健康・厚生

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。
＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊
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ハローワーク八幡浜 
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(1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許一種

中型自動車免許一種
準中型自動車免許

雇用期間の定めなし TEL. 0894-36-2661  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

変形（１年単位） 　
(1) 7時50分～17時00分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-36-0066  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(1) 8時00分～17時00分 その他社会福祉専門職

普通自動車免許ＡＴ

雇用期間の定めなし TEL. 0894-62-2011  
正社員 就業場所 愛媛県西予市

変形（１ヶ月単位） 　
(1)11時00分～20時00分
(2) 9時00分～20時00分

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 0894-62-7077  
正社員以外 就業場所 愛媛県西予市

特定曜日のみ(2) 　
(1) 9時30分～18時30分 美容師
(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) 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. 0894-89-3838  
正社員 就業場所 愛媛県西予市

交替制あり 　
(1) 7時30分～16時30分
(2)17時00分～ 9時00分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-23-0210  
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30分 普通自動車免許一種

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 0894-62-5158  
正社員以外 就業場所 愛媛県西予市

変形（１年単位） 　
(1) 6時00分～15時00分 中型一種（８ｔ限定）
(2) 5時00分～10時00分 普通自動車免許一種
(3)13時00分～17時00分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-21-6812  
正社員 就業場所 愛媛県西予市

　
(1) 8時30分～16時30分 普通自動車免許ＡＴ

雇用期間の定めなし TEL. 0894-35-6030  
正社員以外 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許一種

雇用期間の定めなし TEL. 0894-24-5540  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(1) 9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. 0894-72-2422  
正社員 就業場所 愛媛県西予市

　
(1) 8時30分～16時30分
(2)11時00分～19時00分

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 0946-21-8700  
正社員以外 就業場所 愛媛県西予市

　
(1) 8時30分～16時30分

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 0894-62-1132  
正社員以外 就業場所 愛媛県西予市

　
(1) 8時00分～16時45分 普通自動車免許ＡＴ
(2) 8時30分～17時15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人 愛媛県八幡浜市保内町須川３３１－６

38030- 1420591 土日他

一般事務員
月給 新井産業　株式会社 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

163,150円～
163,150円1人 愛媛県八幡浜市保内町川之石１－１３６－１

38030- 1426491

ＬＰガス配送及び
現場作業員

月給 有限会社　エーデル企画 雇用・労災・
健康・厚生

35歳以下
170,000円～
200,000円

38030- 1428891 他

日祝他

サービス管理責任者
【管理者候補】

月給 ＮＰＯ法人　ＳＨＯＷ－ＹＡ 雇用・労災・
健康・厚生

44歳以下
160,000円～
200,000円1人 愛媛県西予市宇和町小原２９６番地１

セントクリアリーフ　迎賓館 雇用・労災不問
165,000円～
200,000円

165,000円～
355,000円2人 西予市宇和町上松葉　７６－１

38030- 1432691 月他

3人 愛媛県西予市宇和町上松葉１３９－１

38030- 1430091 火水他

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- 1433991 他

美容師
月給 ＣＯＴＴＯＮ－ＣＬＵＢ 雇用・労災不問

ウエディング
プランナー

月給

自動車板金・塗装工
日給 株式会社　サヤオート 雇用・労災・

健康・厚生
不問

185,800円～
196,600円1人 愛媛県西予市宇和町瀬戸９６０番地１

38030- 1434491 日祝他

看護補助・介護職員
月給 医療法人　大志会　矢野脳神経外科医院

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問
170,000円～
195,000円2人 愛媛県八幡浜市古町１丁目６－１２

38030- 1435791 他

建設作業員
日給 有限会社　ＭＳＫ　ｓｔｕｄｉｏ 雇用・労災・

健康・厚生
不問

139,100円～
139,100円1人

介護職員
（フルパート）

時給 有限会社　タカハシ（ももたろう） 雇用・労災・
健康・厚生

不問

愛媛県西予市宇和町永長１６０４番地１

38030- 1437291 日他

運転手
月給 有限会社　愛媛畜産

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

64歳以下
200,000円～
250,000円

126,140円～
148,400円1人 愛媛県八幡浜市沖新田１５１０－５３

38030- 1440691 土日他

2人 愛媛県西予市三瓶町和泉甲６８２－１

38030- 1439191 日他

日祝他

造園工（見習い可）
日給 横平農園　有限会社 雇用・労災・

健康・厚生
40歳以下

209,440円～
328,440円1人 愛媛県八幡浜市布喜川甲８９５－２

38030- 1443791

愛媛県宇和島市恵美須町２－４－１３

38040- 2134791 日祝他

販売員（宇和店）
（ロングパート）

時給 株式会社　ドラッグストアモリ 雇用・労災・
健康・厚生

不問
114,800円～
126,000円

営業及び配達員
（野村営業所）

月給 有限会社　勝山商店
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

40歳以下
180,000円～
180,000円1人

土日祝他

3人 福岡県朝倉市一ツ木１１４８－１

40150- 3872691 他

事務補助員
時給 西予市役所　環境衛生課 雇用・労災・

健康・厚生
不問

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。
＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊

土日祝他

外国語指導助手
コーディネーター

月給 八幡浜市役所 雇用・労災・
健康・厚生

不問
182,400円～
182,400円1人 八幡浜市北浜１丁目１－１

38030- 1388791

112,000円～
112,000円1人 愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目４３４番地１

38030- 1384391

4


