
発行日：
次回発行日：

職種 就業時間 加入保険等

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

交替制あり 　
(1) 8時30分～17時15分 看護師
(2)16時30分～ 1時15分
(3) 0時30分～ 9時15分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-62-1121  
正社員 就業場所 愛媛県西予市

変形（１ヶ月単位） 　
(1) 7時00分～15時45分 保育士
(2) 8時30分～17時15分
(3)10時15分～19時00分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-62-3773  
正社員 就業場所 愛媛県西予市

交替制あり 　
(1) 7時00分～15時00分 普通自動車免許一種
(2)15時00分～23時00分
(3)23時00分～ 7時00分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-36-0910  
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 普通自動車免許ＡＴ

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 0894-62-2353  
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. 0894-72-1500  
正社員 就業場所 愛媛県西予市

　
(1) 8時15分～17時00分 普通自動車免許一種

雇用期間の定めなし TEL. 0894-24-3811  
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. 0894-62-9879  
正社員 就業場所 愛媛県西予市

　
(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. 0894-36-0663  
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

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. 0894-66-0621  
正社員 就業場所 愛媛県西予市

変形（１年単位） 　
(1) 9時00分～18時00分
(2)13時00分～22時00分

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 0894-82-1100  
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

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） TEL. 0894-62-1150  
正社員以外 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

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 0894-62-7811  
正社員以外 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. 0894-22-0733  
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. 0894-36-0643  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

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

土日他

電気工事士
【見習い】

日給 曽我電気　有限会社 雇用・労災・
健康・厚生

35歳以下
147,000円～
168,000円2人 八幡浜市保内町川之石２－２９

38030- 1597991

土日祝他

自動車整備士
【見習い可】

日給 八幡浜日整自動車工業　株式会社 雇用・労災・
健康・厚生

不問
150,150円～
200,970円1人 愛媛県八幡浜市松柏乙９５４－２

38030- 1596691 日他

一般事務員
（フルパート）

時給 西予ＣＡＴＶ　株式会社 雇用・労災・
健康・厚生

不問
128,000円～
128,000円1人 愛媛県西予市宇和町卯之町二丁目４４９番地

38030- 1629891

他

フロント業務員
時給 株式会社　城川ファクトリー 雇用・労災・

健康・厚生
不問

138,240円～
138,240円

124,000円～
124,000円1人 西予市宇和町卯之町三丁目４３４番地１

38030- 1628791 土日祝他

1人 愛媛県西予市城川町下相１００８－１

38030- 1627491 他

大型トラック運転手
（大阪方面）

その他 東和運送　株式会社 雇用・労災・
健康・厚生

44歳以下
400,000円～
480,000円1人

事務補助員
日給 西予市役所　福祉課 雇用・公災・

健康・厚生
不問

愛媛県西予市宇和町岡山５４８－１

38030- 1625691

日他

一般事務員
月給 三泰商事　株式会社

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

44歳以下
160,000円～
200,000円1人 八幡浜市１４７８番地（新町３丁目）

38030- 1620291 土日祝他

生コンミキサー車
運転手（大型）

月給 八幡浜生コンクリート　株式会社 雇用・労災・
健康・厚生

60歳以下
180,000円～
200,000円1人 愛媛県八幡浜市保内町宮内１－５００

38030- 1645891

土日祝他

家畜の飼育員
時給 河野畜産　有限会社 雇用・労災・

健康・厚生
不問

148,512円～
171,360円1人 愛媛県西予市宇和町伊賀上９６２番地

38030- 1643491 日他

自動車整備士
（見習可）

月給 安全自動車　有限会社
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問
150,000円～
220,000円

38030- 1637891 土日祝他

肥料製造設備
オペレーター

月給 株式会社　研農 雇用・労災・
健康・厚生

40歳以下
130,000円～
180,000円1人

1人 八幡浜市１１９９－１（昭和通り）

38030- 1641691 日他

西予市野村町野村５－１１１

38030- 1638291

事務員
（社労士業務）

月給 社会保険労務士　ケイエム・オフィス 雇用・労災・
健康・厚生

不問
150,000円～
175,000円1人 愛媛県西予市宇和町卯之町５丁目２５５番地

133,056円～
172,800円2人 八幡浜市保内町宮内１－５１８

38030- 1631091 日祝他

プラスチック製品
成形工

日給 株式会社　四国刷子工業 雇用・労災・
健康・厚生

不問

日祝他

保育士【令和２年度採
用（募集要項あり）】

月給 社会福祉法人　西予総合福祉会 雇用・労災・
健康・厚生

59歳以下
155,450円～
199,650円5人 愛媛県西予市宇和町久枝甲１４３４－１

38030- 1655591

38030- 1649091 他

正看護師【正職員】
月給 西予市立　西予市民病院 公災・健康・

厚生・財形
44歳以下

204,417円～
204,417円15人 愛媛県西予市宇和町永長１４７番地１

医療事務員
月給 医療法人　井上眼科 雇用・労災・

健康・厚生
64歳以下

147,000円～
165,000円1人 西予市宇和町卯之町４丁目３９３

38030- 1647591

　５月２７日
　６月　５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

℡ 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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職種 就業時間 加入保険等

　５月２７日
　６月　５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年単位） 　
(1) 6時40分～15時00分 普通自動車免許一種
(2) 6時40分～12時00分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-22-4088  
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) 9時00分～18時00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

変形（１ヶ月単位） 　
(1) 8時30分～17時00分 中型自動車免許一種

準中型自動車免許
中型一種（８ｔ限定）

雇用期間の定めなし TEL. 0894-22-2585  
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. 0894-24-4364  
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 普通自動車免許ＡＴ

雇用期間の定めなし TEL. 0894-33-3189  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(1) 8時30分～17時30分 理学療法士

作業療法士
普通自動車免許ＡＴ

雇用期間の定めなし TEL. 089-911-6333  
正社員 就業場所 愛媛県西予市 厚生年金基金

　

雇用期間の定めなし TEL. 089-924-9939  
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. 0894-38-2165  
正社員 就業場所 愛媛県西宇和郡伊方町

交替制あり 　
(1) 7時00分～16時00分
(2) 8時30分～17時30分
(3)16時00分～ 9時00分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-22-2600  
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30分 普通自動車免許一種

雇用期間の定めなし TEL. 0894-24-1717  
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

　
(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. 0894-22-0677  
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 クレーン限定運転士

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

変形（１年単位） 　
(1) 8時00分～17時00分

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

交替制あり 　
(1) 8時30分～17時30分 介護福祉士
(2) 8時00分～17時00分 ホームヘルパー２級

介護職員初任者研修
雇用期間の定めなし TEL. 0894-21-1674  

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
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. 0894-22-3388  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

5時30分～19時00分の間の
8時間程度

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

1人 愛媛県八幡浜市産業通１１－３１

38030- 1581791 日祝他

愛媛県八幡浜市五反田１番耕地５０６番地１

38030- 1580491 他

建築資材配送員
月給 ハチモク　株式会社 雇用・労災・

健康・厚生
44歳以下

195,000円～
210,000円

介護職員
月給 株式会社　明幸商事 雇用・労災・

健康・厚生
64歳以下

155,000円～
180,000円1人

38030- 1572791 日他

建築大工
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3人 愛媛県八幡浜市栗野浦３６５

日他

愛媛県西予市野村町野村６－２３－１

38030- 1566291 他

日祝他

クレーン運転士
月給 白浜造船　有限会社 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

160,000円～
280,000円3人 愛媛県八幡浜市保内町川之石１－２３６－５０

38030- 1570991

瓦施工作業員
日給 有限会社　久保瓦工業 雇用・労災・

健康・厚生
44歳以下

148,200円～
222,300円

農作業員
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

1人 愛媛県八幡浜市１０４８番地

38030- 1568191

日他

他

自動車板金・塗装工
月給 エヒメ鈑金自動車　有限会社 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

133,700円～
230,000円1人 愛媛県八幡浜市五反田１－２０５３－１

38030- 1591291

介護職員
（ヘルパー）

時給 医療法人　広仁会　広瀬病院
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問
181,850円～
185,410円3人 愛媛県八幡浜市１２８０－９

38030- 1589991

3人 愛媛県西宇和郡伊方町河内１４４８－１

38030- 1586091 日他

選果、出荷作業
スタッフ（正社員）

時給 株式会社　ニュウズ 雇用・労災・
健康・厚生

35歳以下
145,376円～
169,920円

他

給食業務
月給 有限会社　みらいフードサービス 雇用・労災・

健康・厚生
不問

155,000円～
205,000円2人 松山市山越３丁目５－２８

38010-18066391

愛媛県松山市別府町４４４番地１

38010-18242391 土日祝他

1人 愛媛県西予市三瓶町朝立２番耕地１－３３

38030- 1615091 日祝他

理学療法士・
作業療法士

月給 医療法人　ゆうの森 雇用・労災・
健康・厚生

不問

愛媛県八幡浜市若山４－９２

38030- 1614191 日他

品質管理員
月給 株式会社　丸和 雇用・労災・

健康・厚生
64歳以下

180,000円～
300,000円

吹付断熱施工作業員
日給 株式会社　中井建設 雇用・労災・

健康・厚生
40歳以下

172,800円～
259,200円1人

243,000円～
277,000円1人

日他

一般貨物運転手
月給 有限会社　井上運送 雇用・労災・

健康・厚生
不問

181,500円～
181,500円1人 愛媛県八幡浜市北浜１－１５３３－２０

38030- 1609391

市場荷受作業員
月給 株式会社　八幡浜青果市場（カネカ市場） 雇用・労災・

健康・厚生
28歳以下

130,000円～
130,000円2人

1人 愛媛県八幡浜市北浜１５９０番地１０

38030- 1607191 他

八幡浜市産業通り１０－６

38030- 1603791 日祝他

乗船券販売
窓口業務員

月給 株式会社　共盛社 雇用・労災・
健康・厚生

40歳以下
151,000円～
151,000円

2



発行日：
次回発行日：

職種 就業時間 加入保険等

　５月２７日
　６月　５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/) 

　
(1) 8時30分～17時30分 看護師

准看護師
普通自動車免許ＡＴ

雇用期間の定めなし TEL. 0894-38-2360  
正社員 就業場所 愛媛県西宇和郡伊方町

交替制あり 　
(1) 7時15分～16時00分
(2) 9時15分～18時00分
(3)10時15分～19時00分

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 0894-35-0510  
正社員以外 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(1) 8時00分～16時45分
(2)10時30分～19時15分

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 0894-62-0150  
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00分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ

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

　
(1)15時00分～ 0時00分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-62-0152  
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

電気工事士（第２種）
電気工事施工管理２級

雇用期間の定めなし TEL. 0894-24-5363  
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. 0894-24-3906  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(1) 6時00分～19時00分 普通自動車免許ＡＴ

雇用期間の定めなし TEL. 0894-53-0346  
正社員 就業場所 愛媛県西宇和郡伊方町

交替制あり 　
(1) 8時30分～18時00分 看護師
(2) 8時30分～12時00分 准看護師
(3) 8時30分～14時00分 普通自動車免許一種

雇用期間の定めなし TEL. 0894-72-0030  
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. 0894-52-0616  
正社員 就業場所 愛媛県西宇和郡伊方町

交替制あり 　
(1) 7時00分～15時00分 普通自動車免許一種
(2)14時00分～22時00分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-23-0050  
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. 090-1570-2095  
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 普通自動車免許一種

雇用期間の定めなし TEL. 0894-82-0008  
正社員 就業場所 愛媛県西予市 厚生年金基金

　
(1) 8時30分～17時00分 普通自動車免許一種

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 0894-24-1935  
正社員以外 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(1)10時00分～19時00分 普通自動車免許一種
(2) 5時00分～14時00分
(3)12時00分～21時00分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-24-0123  
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

中型一種（８ｔ限定）
準中型一種（５トン限

雇用期間の定めなし TEL. 0894-72-0439  
正社員 就業場所 愛媛県西予市

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

1人 愛媛県西予市野村町阿下５号３３４番地

38030- 1525291 土日他

他

店内販売スタッフ
月給 株式会社　菊池釣具店 雇用・労災・

健康・厚生
35歳以下

160,000円～
160,000円1人 愛媛県八幡浜市北浜１５９０番地９

38030- 1523791 他

ゴミ収集車及び
バキュームカー運転手

月給 有限会社　滝野産業 雇用・労災・
健康・厚生

40歳以下
180,000円～
200,000円

葬祭業務スタッフ
日給 株式会社　ジェイエイにしうわ 雇用・労災・

健康・厚生
不問

154,000円～
154,000円2人 愛媛県八幡浜市八代１－１－３５

38030- 1520691

土日祝他

蔵人（杜氏候補）
月給 株式会社　媛囃子 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

163,000円～
183,000円1人 愛媛県西予市城川町魚成４５９８

38030- 1556791 土日祝他

機械工【見習】
日給 高野興業　有限会社 雇用・労災・

健康・厚生
44歳以下

208,000円～
208,000円2人 愛媛県西宇和郡伊方町二見甲８４２－２

38030- 1544391

1人 愛媛県八幡浜市２１６－４（海老崎）

38030- 1542191 他

1人 愛媛県西宇和郡伊方町足成１８７５

38030- 1540291 日祝

日他

正・准看護師
月給 医療法人　竹林院　整形外科　井関医院

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問
165,000円～
320,000円1人

フロント及び宿泊係
（正社員）

月給 佐田岬リゾート　株式会社
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

59歳以下

西予市野村町野村１１－１１０

38030- 1539491 日祝他

清掃作業及び
点検作業員

月給 瀬戸環境　有限会社 雇用・労災・
健康・厚生

35歳以下
150,000円～
250,000円

160,000円～
160,000円

漁師（船上作業員）
月給 福島産業　有限会社 雇用・労災・

健康・厚生
40歳以下

175,000円～
230,000円1人 愛媛県西宇和郡伊方町川之浜１１４７－１

3人 愛媛県八幡浜市８７５－１

38030- 1532291

38030- 1537691

電気工事・電気通信
工事作業員
「建設」

月給 光映電工　株式会社 雇用・労災・
健康・厚生

40歳以下
155,000円～
220,000円1人

日他

八幡浜市郷４－３７０－９

38030- 1561691 日祝他

土木作業員
日給 南工業　株式会社 雇用・労災・

健康・厚生
不問

180,800円～
192,100円

土日他

調理及び接客係
月給 炭火居酒屋　ごえもん 雇用・労災・

健康・厚生
35歳以下

150,000円～
200,000円1人 愛媛県西予市宇和町卯之町３丁目３２４

38030- 1560391 他

支援員（障がい者）
月給 株式会社　野村福祉園 雇用・労災・

健康・厚生
44歳以下

160,000円～
210,000円1人 愛媛県西予市野村町野村６－２３－１

38030- 1557891

1人 愛媛県西予市宇和町皆田１２２６－２

38030- 1551091 他

電話受付係
時給 日本郵便　株式会社　西予郵便局 雇用・労災・

健康・厚生
不問

128,928円～
128,928円

他

介護職員
（臨時職員）

日給 八幡浜地区施設事務組合
特別養護老人ホーム　青石寮

雇用・労災・
健康・厚生

不問
150,000円～
168,000円2人 愛媛県八幡浜市保内町磯崎２１１４番地３

38030- 1548791

愛媛県西宇和郡伊方町湊浦１９９５番地１

38030- 1582891 土日他

看護師・准看護師
月給 社会福祉法人　伊方町社会福祉協議会 雇用・労災・

健康・厚生
不問

161,929円～
178,393円1人

3



発行日：
次回発行日：

職種 就業時間 加入保険等

　５月２７日
　６月　５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/) 

　
(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. 0894-39-0380  
正社員 就業場所 愛媛県西宇和郡伊方町

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

交替制あり 　
(1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許ＡＴ
(2)12時15分～21時15分

雇用期間の定めなし TEL. 092-433-0663  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

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

変形（１ヶ月単位） 　

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 086-801-0707  
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

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

　
(1) 8時30分～17時15分 保健師

看護師
普通自動車免許ＡＴ

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 0894-24-6626  
正社員以外 就業場所 愛媛県八幡浜市

変形（１ヶ月単位） 　
(1) 7時30分～ 2時30分 大型自動車免許二種
(2) 6時30分～22時30分 普通自動車免許二種
(3)11時00分～ 3時00分

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 土木施工管理技士２級

建設機械施工技士２級
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 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30分 管理栄養士

栄養士

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 0894-89-4165  
正社員以外 就業場所 愛媛県西予市

　
(1) 8時25分～17時10分 普通自動車免許ＡＴ

雇用期間の定めなし TEL. 087-851-1057  
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

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

5時30分～22時00分の間の
7時間程度

営業職（産業用機械）
（固定法人営業：八幡
浜市）

月給 ティーメックス　株式会社
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

30歳以下

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

1人 愛媛県西予市宇和町下川８８１

他

日祝他

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

195,000円～
227,000円1人 香川県高松市塩屋町１２－９

37010-13021391

土日

日他

管理栄養士
又は栄養士

月給 社会福祉法人　西予市野城総合福祉協会 雇用・労災・
健康・厚生

不問
159,820円～
159,820円1人 西予市野村町野村１２号４４６番地

38030- 1518591

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

38030- 1517291

38030- 1515791 日他

土木工事現場監督
「建設」

月給 株式会社　兵頭建設 雇用・労災・
健康・厚生

不問
230,000円～
250,000円

38030- 1513991 日他

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

日祝他

他

バス及び
タクシー運転手

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
170,000円～
280,000円2人 愛媛県八幡浜市１４６０－７３

38030- 1511391

保健師
日給 八幡浜市役所 雇用・労災・

健康・厚生
不問

172,710円～
199,980円

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1人

1人 八幡浜市北浜１丁目１－１

38030- 1508891 土日祝他

愛媛県西宇和郡伊方町三崎６９２番地２

38030- 1507791

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 西予市宇和町上松葉１８４－２

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

38010-17214591

日祝他

2人 福岡市博多区博多駅東２－１０－１　第一福岡ビルＳ館４階

40010-36757891 他

八幡浜市／寮管理業
務：夫婦等住込（あわ
しま堂神越寮）

月給 株式会社魚国総本社　中四国支社 雇用・労災・
健康・厚生

不問
317,975円～
317,975円2人 岡山市北区富田７６－３

33010-20669391 日祝他

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

エリア社員（正）／
保内店

月給 株式会社　コスモス薬品 雇用・労災・
健康・厚生

35歳以下
170,000円～
180,000円

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

日他

営業員
月給 株式会社　パステムマツザワ

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

40歳以下
192,000円～
278,000円2人 愛媛県松山市久万ノ台６９５－１

38010-17583791

1人
愛媛県西宇和郡伊方町九町越　四国電力伊方発電所　ＮＯ．３保修事務所

38030- 1531891 土日祝他

ＯＡ事務員
月給 株式会社　三光システム　伊方事業所

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

35歳以下
200,000円～
304,000円
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