
発行日：
次回発行日：

職種 就業時間 加入保険等

変形（１ヶ月単位） 　
(1) 7時00分～16時00分 中型自動車免許一種

中型一種（８ｔ限定）
準中型自動車免許

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） TEL. 0120-789-635  
正社員以外 就業場所 愛媛県西予市

交替制あり 　
(1) 6時00分～15時00分 調理師
(2) 9時00分～18時00分
(3)10時30分～19時30分

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 0120-247-717  
正社員以外 就業場所 愛媛県西予市

　
(1) 6時00分～15時00分

雇用期間の定めなし TEL. 089-986-7650  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(1) 9時00分～18時15分 普通自動車免許ＡＴ

雇用期間の定めなし TEL. 089-993-7117  
正社員 就業場所 愛媛県西予市

変形（１ヶ月単位） 　
(1) 8時00分～ 7時59分 普通自動車免許ＡＴ
(2) 9時00分～18時00分
(3)18時00分～ 9時00分

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 089-971-2010  
正社員以外 就業場所 愛媛県西宇和郡伊方町

　
(1) 7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. 0894-62-9380  
正社員 就業場所 愛媛県西予市

　
(1) 8時00分～16時30分 大型自動車免許一種

雇用期間の定めなし TEL. 0894-36-0211  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

変形（１ヶ月単位） 　
普通自動車免許一種
大型自動車免許二種

雇用期間の定めなし TEL. 0894-22-3200  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(1) 8時00分～16時45分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-22-0300  
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. 0894-23-2121  
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

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

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) 7時30分～16時30分 大型自動車免許一種

雇用期間の定めなし TEL. 0894-82-1125  
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. 0894-72-1122  
正社員 就業場所 愛媛県西予市

交替制あり 　
(1) 5時00分～14時00分 ホームヘルパー２級
(2) 7時00分～16時00分 普通自動車免許ＡＴ
(3) 8時00分～17時00分

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) 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. 0894-22-2658  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

又は 6時00分～22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。
＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊

他

空調機器等の設備工
（見習い）

月給 平家特機工事　有限会社 雇用・労災・
健康・厚生

44歳以下
150,000円～
250,000円1人 八幡浜市字中深１２２６－７

38030- 1887691 日他

介護職員（介護付有料
老人ホーム）

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
147,000円～
188,500円2人 愛媛県八幡浜市新町２７２番地１

38030- 1886391

日祝他

林業作業員
日給 西予市森林組合 雇用・労災・

健康・厚生
64歳以下

204,000円～
240,000円3人 西予市野村町野村１２ー６１９

38030- 1885091 日他

トラック運転手
月給 有限会社　城川運送 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

170,000円～
230,000円1人 愛媛県西予市城川町魚成３３１８番地１

38030- 1884191

日他

車両清掃員
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
150,000円～
150,000円

146,000円～
166,000円1人 八幡浜市１５３６－１１８

38030- 1880791 他

1人 愛媛県八幡浜市松柏乙１０９１番地

38030- 1898791 火他

仕上加工員（本社）
日給 八幡浜紙業　株式会社 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

132,019円～
134,784円1人

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

八幡浜市昭和通１２８０

38030- 1897491

他

食品容器製造工
日給 谷水産業　有限会社

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

64歳以下
132,804円～
137,088円1人 愛媛県八幡浜市桧谷１０２５－１

38030- 1896991 日他

バス運転手
月給 伊予鉄南予バス　株式会社

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問
145,000円～
145,000円2人 愛媛県八幡浜市江戸岡一丁目９番２号

38030- 1895691

日他

5人 愛媛県松山市空港通二丁目６番２７号

38010-21185491 他

大型ダンプ運転手
月給 南予興業　株式会社 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

220,000円～
300,000円2人 八幡浜市保内町喜木１－１１５－１

38030- 1892191 日他

作業員（コンクリート
圧送工）

月給 新興打設　有限会社　宇和営業所 雇用・労災・
健康・厚生

44歳以下

施設警備隊員
（伊方町）

月給 愛媛綜合警備保障　株式会社
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

60歳以上
152,400円～
158,000円

200,000円～
250,000円2人 愛媛県西予市宇和町明石５９２－１

38030- 1891591

月他

他

リフォーム
アドバイザー

年俸 なごみのくに　株式会社 雇用・労災・
健康・厚生

不問
250,000円～
500,000円3人 愛媛県松山市来住町１３３７番地１

38010-21300091

スーパー鮮魚コーナー
での加工・販売

月給 株式会社　サントラスト 雇用・労災・
健康・厚生

不問
190,000円～
240,000円1人

愛媛県松山市朝生田町５丁目７－４３　スペリオアーク朝生田１階Ａ号室

38010-21265491

156,240円～
173,600円1人 香川県高松市番町１丁目６－６　甲南アセット番町ビル　６Ｆ

37010-16234691 他

調理師（西予市）
時給 日清医療食品　株式会社　四国支店 雇用・労災・

健康・厚生
不問

セールスドライバー職
（宇和営業所）

月給 佐川急便株式会社 雇用・労災・
健康・厚生

不問
160,000円～
210,000円2人 大阪市此花区島屋４丁目４－５１

27020-41961591

　６月１７日
　６月２５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

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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(1) 7時30分～16時30分 普通自動車免許ＡＴ
(2) 8時00分～17時00分
(3) 8時30分～17時30分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-54-0604  
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. 0894-53-0245  
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. 0894-53-0245  
正社員 就業場所 愛媛県西宇和郡伊方町

　
(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. 0894-62-1211  
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. 0894-36-2558  
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

　
(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. 0894-24-7659  
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. 0894-22-3456  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

変形（１ヶ月単位） 　
(1) 8時00分～16時00分 普通自動車免許一種

雇用期間の定めなし TEL. 0895-22-0023  
正社員 就業場所 愛媛県宇和島市

　
(1) 5時00分～13時45分
(2)13時15分～22時00分

雇用期間の定めなし TEL. 0893-25-5132  
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～19時00分

雇用期間の定めなし TEL. 089-916-9427  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

交替制あり 　
(1) 7時00分～16時00分
(2) 7時45分～16時45分
(3) 9時30分～18時30分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-33-1200  
正社員 就業場所 愛媛県西予市

変形（１ヶ月単位） 　
(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. 0894-62-8018  
正社員 就業場所 愛媛県西予市

　
(1) 8時30分～17時15分 普通自動車免許一種

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) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-62-5339  
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
(2)17時30分～ 9時00分

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

又は 6時00分～18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。
＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊

他

介護職員
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

155,000円～
155,000円3人 西予市野村町野村１２号４４６番地

38030- 1864491

西予市宇和町大江７７

38030- 1862691 日他

1人 愛媛県八幡浜市松柏丙５１６番地

38030- 1860091 他

製材工
日給 株式会社　シモコウ 雇用・労災・

健康・厚生
不問

愛媛県西予市宇和町卯之町５丁目１番地４

38030- 1852091 他

車両運転スタッフ
（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

59歳以下
160,000円～
170,000円

ケアマネージャー兼介
護職員（グループホー
ムひねもす）

月給 株式会社　元禄　デイサービスねぶの花 雇用・労災・
健康・厚生

不問
250,000円～
250,000円1人

184,000円～
207,000円3人

145,000円～
195,000円1人 愛媛県西予市三瓶町朝立２－１－７

38030- 1847991 他

看護補助者
（三瓶病院）

月給 医療法人　社団　みのり会 雇用・労災・
健康・厚生

59歳以下

200,000円～
250,000円2人 愛媛県松山市味酒町１丁目１０番地１

38010-20881691 他

警備員（八幡浜）
月給 株式会社　セキュリティエイブル 雇用・労災・

健康・厚生
18歳～59歳

38080- 1448291 日祝他

38040- 2724591 他

製造工（西予工場）
月給 丸三産業　株式会社 雇用・労災・

健康・厚生
不問

128,000円～
180,000円2人

調理員（店長候補）
月給 株式会社　大介 雇用・労災・

健康・厚生
不問

165,200円～
165,200円2人 愛媛県宇和島市和霊元町２－２－１５

愛媛県大洲市徳森１３４９番地

祝他

ルート営業員
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1人 愛媛県八幡浜市１２０７番地の１　しんちビル１階

38030- 1879391 日他

支援員
（障がい者施設）

月給 ＮＰＯ法人浜の会
就労継続支援Ｂ型事業所　浜っ子作業所

雇用・労災・
健康・厚生

39歳以下
136,000円～
152,000円1人 愛媛県八幡浜市大平１番耕地７５９番地２

38030- 1878091

日祝他

鮮魚の調理・加工・販
売員（シフト制：正社
員）

月給 たくみ水産 雇用・労災不問
171,000円～
250,000円

140,000円～
180,000円1人 愛媛県八幡浜市産業通５番５号

38030- 1877191 日他

1人 愛媛県八幡浜市保内町宮内１－１５３－１

38030- 1875291 他

総合職
月給 東宇和農業協同組合

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

44歳以下
165,700円～
213,600円5人

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

西予市宇和町卯之町２丁目４６２

38030- 1874891

土日祝他

検品及び縫製工
時給 株式会社　イーエスエス 雇用・労災・

健康・厚生
不問

119,604円～
119,604円2人 愛媛県西宇和郡伊方町大久１３３９

38030- 1873791 土日祝他

縫製及び検品作業員
時給 株式会社　アクティブ 雇用・労災・

健康・厚生
不問

119,604円～
119,604円2人 愛媛県西宇和郡伊方町大久１３３９

38030- 1872491

製材工
月給 有限会社　堀本製材所 雇用・労災・

健康・厚生
44歳以下

160,000円～
200,000円1人 愛媛県西宇和郡伊方町二名津１１６

38030- 1871991 日祝他

2



発行日：
次回発行日：

職種 就業時間 加入保険等

　６月１７日
　６月２５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) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-36-1122  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

変形（１ヶ月単位） 　
(1)22時00分～ 7時00分
(2) 0時00分～ 9時00分

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 03-6833-5064  
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00分～17時00分 普通自動車免許一種

中型一種（８ｔ限定）

雇用期間の定めなし TEL. 0894-62-4704  
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. 0894-24-0024  
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. 0894-72-0105  
正社員 就業場所 愛媛県西予市 厚生年金基金

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

雇用期間の定めなし TEL. 0894-23-2600  
正社員 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

　
(1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許一種

車両系基礎工事用運転

雇用期間の定めなし TEL. 0894-36-1177  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(1) 6時00分～15時30分
(2)10時00分～19時30分

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. 0894-82-0113  
正社員 就業場所 愛媛県西予市

交替制あり 　
(1) 6時00分～15時00分 フォークリフト技能者
(2) 7時00分～16時00分 電気工事士（第２種）
(3)10時00分～19時00分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-36-1338  
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

液化石油ガス設備士

雇用期間の定めなし TEL. 0894-62-4013  
正社員 就業場所 愛媛県西予市

変形（１ヶ月単位） 　
(1) 4時00分～13時00分 普通自動車免許ＡＴ
(2) 6時00分～15時00分
(3)11時00分～20時00分

雇用期間の定めなし TEL. 089-970-4006  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

変形（１年単位） 　
(1) 5時50分～14時25分
(2)14時15分～22時50分

雇用期間の定めなし TEL. 0895-22-2202  
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 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

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

新潟市南区清水４５０１番地１

15070- 6003791 他

販売・店舗運営職
（リージョナル社員）

月給 株式会社　コメリ
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

35歳以下
162,000円～
214,000円2人

他

一般事務員
【卯之町（営）】

月給 宇和島自動車株式会社
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問
140,000円～
140,000円1人 愛媛県宇和島市錦町３－２２

38040- 2638391

185,212円～
232,496円1人 愛媛県松山市平井町１４３６番地１

38010-20301491 他

ベーカリースタッフ
（店長候補）ブゥラン
ジェリィアペ北浜

月給 株式会社　アペ（ＫＩＺＵＮＡ） 雇用・労災・
健康・厚生

18歳～59歳

愛媛県西予市宇和町上松葉３１９

38030- 1829691 日祝他

38030- 1827091 土日他

プロパンガス
配管設備工

月給 藤工業　株式会社 雇用・労災・
健康・厚生

64歳以下
200,000円～
250,000円1人

日他

製造機械メンテナンス
作業員（正社員）

月給 オレンジベイフーズ　株式会社 雇用・労災・
健康・厚生

59歳以下
161,010円～
180,290円1人 愛媛県八幡浜市保内町宮内１－２８９－１

造作大工（見習可）
日給 水野建工　有限会社 雇用・労災・

健康・厚生
不問

165,200円～
271,400円1人 愛媛県西予市城川町嘉喜尾４８７４番地３

38030- 1823891

日他

1人 愛媛県八幡浜市保内町喜木１－２－８

38030- 1818191 土日他

接客及び調理補助係
（主任候補）

月給 八幡浜日整自動車工業　株式会社 雇用・労災・
健康・厚生

不問
150,000円～
230,000円1人 愛媛県八幡浜市松柏乙９５４－２

38030- 1822791 他

土木作業員「建設」
日給 明和建設　有限会社

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問

検品作業員
時給 有限会社　オ・エム・エヌ 雇用・労災・

健康・厚生
不問

128,128円～
133,120円

217,550円～
217,550円1人 八幡浜市保内町宮内１－１１１－１

38030- 1821491

38030- 1816291 日祝他

他

受付・医療事務員
月給 医療法人　広仁会　広瀬病院

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問
143,000円～
163,000円1人 愛媛県八幡浜市１２８０－９

他

調理師
月給 宇和島運輸商事　株式会社 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

185,000円～
250,000円1人 八幡浜市沖新田１５８６番地　観光ビル内

38030- 1815891

ガソリンスタンド
店員（正社員）

月給 有限会社　岡田石油店 雇用・労災・
健康・厚生

不問
165,000円～
210,000円2人 西予市野村町野村１２ー７４８

38030- 1840891

他

集配業務員
月給 愛媛急配　株式会社　宇和営業所 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

200,000円～
250,000円

174,000円～
174,000円1人 愛媛県八幡浜市沖新田１５２６番地の４８

38030- 1839991 日他

1人 愛媛県西予市宇和町清沢１６３１

38030- 1838691 他

接客・調理／３７８号
八幡浜店

月給 株式会社　中四国すき家 雇用・労災・
健康・厚生

18歳以上
182,235円～
202,235円2人

ルート営業・販売員
月給 大西船具　株式会社 雇用・労災・

健康・厚生
30歳以下

東京都港区港南二丁目１８番１号　ＪＲ品川イーストビル５階

13040-75374191

品質管理スタッフ
（補助）

月給 株式会社　えひめフーズ 雇用・労災・
健康・厚生

59歳以下
150,000円～
180,000円1人 愛媛県八幡浜市保内町喜木２－７８－１

38030- 1868591 日他

3



発行日：
次回発行日：

職種 就業時間 加入保険等

　６月１７日
　６月２５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. 0894-33-1121  
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. 0894-22-0007  
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) 9時00分～15時00分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-35-7005  
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. 0894-23-0141  
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 普通自動車免許一種

雇用期間の定めなし TEL. 0894-62-5501  
正社員 就業場所 愛媛県西予市

　
(1) 8時00分～16時45分 養護教諭免許

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 0895-28-6153  
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15分 普通自動車免許一種

雇用期間の定めなし TEL. 087-867-3128  
正社員 就業場所 愛媛県西予市 確定拠出年金

変形（１年単位） 　
(1)12時00分～21時00分 普通自動車免許ＡＴ
(2)15時00分～ 0時00分

雇用期間の定めなし TEL. 097-504-2027  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

変形（１年単位） 　
(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. 089-975-7200  
正社員 就業場所 愛媛県西予市

　
(1) 8時30分～17時15分

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 089-932-5006  
有期雇用派遣 就業場所 愛媛県八幡浜市

変形（１ヶ月単位） 　
(1) 8時00分～ 7時59分 普通自動車免許ＡＴ
(2) 9時00分～18時00分
(3)18時00分～ 9時00分

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 089-971-2010  
正社員以外 就業場所 愛媛県西宇和郡伊方町

　
(1) 6時00分～15時30分
(2) 9時00分～18時00分
(3)10時00分～19時00分

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 089-907-5750  
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

保健師

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） TEL. 0894-62-6406  
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) 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. 0894-69-4260  
正社員 就業場所 愛媛県西予市

＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊
【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。
＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊

就職支援セミナーのご案内

1人 愛媛県西予市城川町魚成７４７６番地１

38030- 1445291

保健師
日給 西予市役所　長寿介護課 雇用・公災・

健康・厚生
不問

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

38010-19681391

日他

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

38030- 1731691 日他

土日祝他

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

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

174,000円～
174,000円1人 愛媛県西予市宇和町卯之町３丁目４３４番地１

38030- 1728291

他

調理員・調理補助
（西予市野村）

時給 株式会社　ＬＯＨＡＳ 雇用・労災・
健康・厚生

不問
147,560円～
173,600円

他

時給 アビリティーセンター株式会社
松山事業所

雇用・労災・
健康・厚生

不問
173,910円～
173,910円

土木作業員
（南予営業所）

日給 協和道路株式会社
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

施設警備隊員
（伊方町）

月給 愛媛綜合警備保障　株式会社 雇用・労災・
健康・厚生

18歳以上
152,400円～
160,000円5人 愛媛県松山市空港通二丁目６番２７号

38010-19647091

59歳以下
217,000円～
227,850円1人

1人 愛媛県松山市永代町１３番地　松山第２電気ビル７Ｆ

38010-19407791

他

総合職
（店舗責任者候補）
（愛媛保内）

月給 株式会社　ジョイフル四国 雇用・労災・
健康・厚生

45歳以下
178,000円～
220,000円2人 香川県高松市上之町３丁目２番１２号　スカイコート桜町１階

37010-14915491

他

愛媛県松山市松末１丁目１番５号

38010-19279491 日他

病院での総務事務
（紹介予定派遣）

1人 香川県高松市林町２６３番地１

37010-14860991 日祝他

営業
（仮設足場工事等）

月給 トーヨースギウエ　株式会社
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

44歳以下
211,000円～
233,000円

38040- 2603091 土日祝他

常勤講師
（養護助教諭）

月給 南予教育事務所 公災・健康・
厚生

不問
206,125円～
244,215円1人 宇和島市天神町　７－１

1人 愛媛県西予市宇和町上松葉３６－２

38030- 1809591 日他

1人 愛媛県八幡浜市八代１丁目　３－５５

38030- 1808291 土日祝他

日祝他

インターネット
販売事務員

月給 ＫＩＲＡＫＵ 雇用・労災不問
130,000円～
160,000円1人

機械修理及び
土木作業員

日給 大東建設　株式会社 雇用・労災・
健康・厚生

59歳以下

愛媛県八幡浜市五反田１－１７２－８

38030- 1807891 土日祝他

一般事務員
日給 株式会社　増田商店

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

30歳以下
140,000円～
160,000円

198,050円～
302,900円

配送員
日給 マルハフーズ　株式会社 雇用・労災・

健康・厚生
64歳以下

167,000円～
192,800円1人 愛媛県八幡浜市１０７９－１（矢野町１丁目）

38030- 1805491

日祝他

ルート営業員
日給 愛媛マルハ　株式会社 雇用・労災・

健康・厚生
44歳以下

196,500円～
305,500円1人 愛媛県八幡浜市１０７９－１（矢野町１丁目）

38030- 1804991 日祝他

船舶修理工・溶接工
月給 濱田電機鐵工　株式会社

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

64歳以下
170,000円～
220,000円1人 愛媛県西予市三瓶町安土４７７－１０

38030- 1803691
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