
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

雇用期間の定めなし TEL. 089-971-2010  
正社員 就業場所 愛媛県西宇和郡伊方町

　
(1) 9時00分～18時00分 管理栄養士

栄養士

雇用期間の定めなし TEL. 089-907-5750  
正社員 就業場所 愛媛県西予市

　
(1) 8時30分～17時15分 保健師

普通自動車免許ＡＴ

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） TEL. 0894-62-6407  
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

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

変形（１年単位） 　
(1) 7時20分～15時00分
(2) 7時20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 大型自動車免許一種

フォークリフト技能者

雇用期間の定めなし TEL. 0894-62-0322  
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00分～16時00分
(2)10時00分～19時00分
(3)18時00分～ 9時00分

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) 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～16時45分 普通自動車免許ＡＴ
(2) 9時30分～18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

　
(1) 8時30分～17時15分 介護職員実務者研修

介護福祉士
普通自動車免許ＡＴ

雇用期間の定めなし TEL. 0894-24-1515  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

　６月　５日
　６月１７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

雇用・労災・
健康・厚生

45歳以下
178,000円～
220,000円2人

2人 愛媛県松山市松末１丁目１番５号

38010-19250091

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1人 香川県高松市林町２６３番地１

37010-14860991

日他

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

37010-14916791 他

病院での総務事務
（紹介予定派遣）

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

土木作業員
日給 協和道路株式会社

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

59歳以下
217,000円～
227,850円

総合職
（店舗責任者候補）
（愛媛八幡浜）

月給 株式会社　ジョイフル四国

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

18歳～59歳

156,000円～
168,000円5人 愛媛県松山市空港通二丁目６番２７号

他

他

栄養士・管理栄養士
月給 株式会社　ＬＯＨＡＳ

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問

38010-19636291 他

保健師
日給 西予市役所　健康づくり推進課 雇用・公災・

健康・厚生
不問

174,000円～
174,000円1人 愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目４３４－１

170,000円～
270,000円2人 愛媛県松山市一番町１丁目１４番地７　フジコビルＦ３階

38010-19673391 又は 6時00分～19時00分の
間の8時間

38030- 1727891 土日祝

仕上加工員
（保内倉庫）

日給 八幡浜紙業　株式会社 雇用・労災・
健康・厚生

59歳以下

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

132,019円～
134,784円1人 八幡浜市昭和通１２８０

38030- 1732991 日他

1人 愛媛県西予市野村町野村１４号１９番地

38030- 1731691 日他

事務員
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
不問

130,000円～
130,000円1人 八幡浜市産業通り１０－６

38030- 1733491 日祝他

大型トラック運転手
その他 太陽運送株式会社 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

243,200円～
243,200円1人 愛媛県西予市宇和町大江３６５

38030- 1734791

38030- 1737591 日祝他

日祝他

営業員
（ルートセールス）

日給 株式会社　サヤオート 雇用・労災・
健康・厚生

35歳以下
185,800円～
196,600円1人 愛媛県西予市宇和町瀬戸９６０番地１

福祉用具相談・販売・
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

介護職員
（かぐや姫：正社員）

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

不問
140,000円～
170,000円

185,000円～
325,000円1人 八幡浜市１４７８番地（新町３丁目）

38030- 1747091 日祝他

1人 西予市野村町野村１１－１１０

38030- 1746191 他

他

ホームヘルパー
「介護」

月給 アトムタクシー株式会社
ヘルパーステーションアトム

雇用・労災・
健康・厚生

59歳以下
180,800円～
185,800円

他

郵便外務員
（西予郵便局）

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
141,984円～
141,984円1人 愛媛県西予市宇和町皆田１２２６－２

38030- 1749691

2人 愛媛県八幡浜市大平１－８７０－５

38030- 1759991

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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(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし TEL. 0893-24-1051  
正社員 就業場所 愛媛県西予市

　
(1) 6時00分～14時30分 普通自動車免許一種
(2) 7時00分～15時30分
(3) 8時00分～16時30分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-22-2811  
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) 9時00分～18時00分
(3)11時00分～20時00分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-75-0107  
正社員 就業場所 愛媛県西予市

　
(1) 8時30分～17時30分
(2) 8時30分～12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

　
(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ヶ月以上） TEL. 0894-28-1123  
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 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) 9時00分～19時00分
(2)12時00分～22時00分
(3)11時00分～20時00分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-22-3110  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

交替制あり 　
(1) 9時00分～18時00分 普通自動車免許ＡＴ
(2)10時00分～19時00分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-62-0076  
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. 0894-62-1161  
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

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 089-947-1170  
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 普通自動車免許ＡＴ

雇用期間の定めなし TEL. 0893-57-9777  
正社員 就業場所 愛媛県西宇和郡伊方町

変形（１ヶ月単位） 　
(1) 7時00分～16時00分
(2) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし TEL. 093-391-7717  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(1) 8時30分～17時30分 簿記検定（全商２級）

雇用期間の定めなし TEL. 0894-24-3355  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

交替制あり 　
(1) 5時00分～14時00分 栄養士
(2) 9時00分～18時00分
(3)10時30分～19時30分

雇用期間の定めなし TEL. 0120-247-717  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(1) 8時20分～17時00分 普通自動車免許一種

雇用期間の定めなし TEL. 0894-24-5656  
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ＡＴ

雇用期間の定めなし TEL. 0894-22-1188  
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。
＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊

魚の調理・加工・
販売員（宇和店）

月給 有限会社　佐藤鮮魚 雇用・労災・
健康・厚生

59歳以下
150,000円～
200,000円1人 愛媛県西予市宇和町山田７４１

38030- 1768491 他

総合職
月給 八幡浜漁業協同組合 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

141,000円～
183,000円1人

事務員
月給 医療法人　福寿会　宇都宮病院

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問

愛媛県八幡浜市１５２２－１８

38030- 1770591 土他

介護職員（正社員）
月給 あいの里　有限会社 雇用・労災・

健康・厚生
不問

156,000円～
156,000円

145,000円～
155,000円1人 八幡浜市１５３６－１１８

38030- 1781391 日祝

1人 愛媛県西予市野村町松渓１号１３０９番地１

38030- 1771191 他

医療事務員
（真網代くじら）

時給 医療法人　青峰会 雇用・労災・
健康・厚生

不問
158,100円～
158,100円1人 八幡浜市五反田１－１０４６－１

38030- 1782691

自動車販売営業員
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
180,000円～
320,000円2人 愛媛県八幡浜市松柏乙１０９１番地

土日祝他

38030- 1784491 火他

スポーツインストラク
ター（市民スポーツセ
ンター）

月給 清水商事　株式会社 雇用・労災・
健康・厚生

44歳以下
160,000円～
200,000円3人 八幡浜市千代田町１４６０

38030- 1785791 日他

生コンミキサー車
運転手

月給 建協生コンクリート工業　株式会社 雇用・労災・
健康・厚生

64歳以下
176,000円～
176,000円1人 愛媛県西予市宇和町坂戸１０

38030- 1788591

窓口販売員（ドコモ
ショップ宇和店）

月給 有限会社　和田電器商会 雇用・労災・
健康・厚生

40歳以下
151,000円～
151,000円2人 愛媛県西予市宇和町卯之町３丁目３０７

38030- 1786891 他

ガソリンスタンド
スタッフ／西予市

時給 三原産業　株式会社 雇用・労災・
健康・厚生

不問
143,360円～
179,200円2人 愛媛県宇和島市寿町２丁目９番１２号

日他

38040- 2517191 他

作業員
月給 竹林興業　株式会社 雇用・労災・

健康・厚生
不問

150,000円～
200,000円1人

他

寿司・弁当・揚物・惣
菜等の製造・陳列（正
社員／八幡浜市）

日給 九州惣菜　株式会社
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

59歳以下

愛媛県大洲市東大洲５８６番地６

38080- 1321391 日他

事務員
月給 小川富也税理士事務所 雇用・労災・

健康・厚生
40歳以下

150,000円～
210,000円1人 愛媛県八幡浜市浜之町１８０

168,000円～
168,000円1人 北九州市門司区黄金町６－２８

40062- 2868191

38030- 1726791 土日祝他

栄養士（八幡浜市）
月給 日清医療食品　株式会社　四国支店 雇用・労災・

健康・厚生
不問

160,700円～
212,600円1人

エンジニア・メンテナ
ンス・管工事
「建設」

月給 株式会社　ヨコハタ 雇用・労災・
健康・厚生

59歳以下

香川県高松市番町１丁目６－６　甲南アセット番町ビル　６Ｆ

37010-14530491 他

ルート営業員（農薬・
農業用資材）

月給 株式会社　池田喜伴商店 雇用・労災・
健康・厚生

44歳以下
165,000円～
184,500円

190,000円～
290,000円1人 八幡浜市五反田１－１６７－１

38030- 1719891 日祝他

1人 八幡浜市北浜１－３－５

38030- 1715691 日祝他

7時00分～21時00分の間の
8時間
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(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. 0894-37-2040  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(1) 8時00分～17時30分 普通自動車免許一種

雇用期間の定めなし TEL. 0894-24-7463  
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 看護師

准看護師

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

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. 0894-22-3673  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市 確定給付年金

　
(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. 0894-64-1330  
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

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 0894-39-0380  
正社員以外 就業場所 愛媛県西宇和郡伊方町

　
(1)16時30分～23時00分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-22-4002  
正社員以外 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(1) 8時30分～18時00分 美容師

雇用期間の定めなし TEL. 0894-23-2929  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(1) 8時30分～17時15分 介護福祉士
(2) 7時00分～15時45分
(3)10時45分～19時30分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-72-3820  
正社員 就業場所 愛媛県西予市

　
(1) 9時15分～17時00分

雇用期間の定めなし TEL. 089-943-1386  
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. 06-6926-4701  
無期雇用派遣 就業場所 愛媛県西宇和郡伊方町

変形（１年単位） 　
(1) 8時00分～17時00分 中型一種（８ｔ限定）

準中型自動車免許

雇用期間の定めなし TEL. 089-905-9395  
正社員 就業場所 愛媛県西予市

　
(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～16時30分 普通自動車免許一種

雇用期間の定めなし TEL. 0894-66-0419  
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. 0894-62-3101  
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。
＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊

建設機械・
自動車整備士

月給 南海建機　株式会社 雇用・労災・
健康・厚生

59歳以下
160,000円～
220,000円1人 愛媛県八幡浜市保内町須川２０－１

38030- 1721091 日他

38030- 1695791 日他

正看護師又は准看護師
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

190,000円～
200,000円1人 愛媛県西予市宇和町卯之町５丁目１番地４

38030- 1699191 他

タイヤの販売・修理・
交換スタッフ

月給 有限会社　ミスタータイヤマン八幡浜 健康・厚生59歳以下
150,000円～
170,000円1人 愛媛県八幡浜市産業通１５－２０

他

舗装作業員
日給 株式会社　愛亀　八幡浜出張所 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

197,200円～
197,200円10人 愛媛県八幡浜市江戸岡１丁目５－８

38030- 1703591 日祝他

キャンプ場
運営業務員

月給 あけはまシーサイドサンパーク　株式会社 雇用・労災・
健康・厚生

59歳以下
157,900円～
164,900円1人 愛媛県西予市明浜町高山甲４６１番地１

38030- 1707691

一般事務員
（契約社員）

時給 株式会社　三光システム　伊方事業所 雇用・労災・
健康・厚生

不問
159,200円～
172,000円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- 1708991 土日祝他

ホール接客係（くいも
んや３０５）

日給 有限会社　洋屋 雇用・労災・
健康・厚生

不問
172,900円～
209,950円1人 八幡浜市新町１丁目１４６５－１

38030- 1709491 月他

美容師（八幡浜店）
月給 ビューティーサロン　レナ 雇用・労災不問

160,000円～
180,000円1人 愛媛県八幡浜市江戸岡１丁目９－６平岡ビル１Ｆ

38030- 1710291 火他

商工会議所（商工会）
共済・福祉制度推進ス
タッフ（八幡浜）

月給 アクサ生命保険株式会社　北四国営業支社 雇用・労災・
健康・厚生

64歳以下
180,000円～
240,000円2人 愛媛県松山市千舟町５－５－３　ＥＭＥ松山千舟町ビル４Ｆ

38010-18700691 土日祝他

介護福祉士【正職員】
月給 西予市野村　介護老人保健施設　つくし苑

雇用・公災・
健康・厚生・
財形

39歳以下
156,277円～
156,277円2人 愛媛県西予市野村町野村９号４７番地３

38030- 1693991 他

発電所の鉄骨・金属工
事の建築施工管理（愛
媛県）

月給 株式会社　アイエンジニアリングスタッフ 雇用・労災・
健康・厚生

不問
400,000円～
600,000円2人 札幌市中央区北２条東１７丁目２番地

01010-20643091 土日祝他

道路舗装切断コア採取
（宇和支店）

月給 株式会社　愛媛カッター工業 雇用・労災・
健康・厚生

35歳以下
270,000円～
320,000円1人 愛媛県松山市南土居町１６番地１

38010-18596191 日

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
243,000円～
277,000円1人

養豚作業員
月給 有限会社　協和畜産 雇用・労災・

健康・厚生
64歳以下

愛媛県松山市別府町４４４番地１

38010-18242391 土日祝他

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

240,000円～
240,000円1人 愛媛県西予市宇和町信里２０１７ー１

38030- 1675391 他

2人 松山市山越３丁目５－２８

38010-18066391 他

ルート営業及び
配送員

月給 アールアイシー　株式会社
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問
172,500円～
172,500円1人 愛媛県西予市宇和町下松葉１９６－１

38030- 1677991 日他

5時30分～19時00分の間の8
時間程度
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普通自動車免許一種

雇用期間の定めなし TEL. 0894-24-4077  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

特定曜日のみ(2)(3) 　
(1) 8時30分～17時15分 普通自動車免許ＡＴ
(2) 8時30分～12時15分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-29-1313  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

特定曜日のみ(2)(3) 　
(1) 8時30分～18時00分 薬剤師
(2) 8時30分～13時00分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-35-7031  
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 普通自動車免許ＡＴ
(2)10時00分～19時00分
(3)17時00分～ 9時00分

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

特定曜日のみ(2)(3) 　
(1) 8時15分～17時15分
(2) 8時15分～12時15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

　
(1) 8時30分～17時15分 介護福祉士
(2) 8時30分～12時30分
(3)13時00分～17時15分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-29-1000  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

交替制あり 　
(1) 6時00分～17時30分
(2) 8時30分～18時00分
(3)10時00分～19時30分

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 0894-72-0180  
正社員以外 就業場所 愛媛県西予市

　
(1) 8時30分～19時15分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-35-6699  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

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

　
(1) 8時30分～17時15分 薬剤師

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) 8時30分～17時15分 理学療法士

作業療法士
柔道整復師

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

変形（１年単位） 　
(1) 7時00分～16時00分 普通自動車免許一種
(2)16時00分～ 1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00分～17時30分 看護師又は准看護士

普通自動車免許ＡＴ

雇用期間の定めなし TEL. 0893-25-6132  
正社員 就業場所 愛媛県西予市

日他

自動車整備士
（見習い可）

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1人 八幡浜市１１９９－１

38030- 1641691

他

ガソリンスタンド
販売員

月給 清水産業　株式会社
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問
159,000円～
159,000円1人 八幡浜市松柏丙５１６－１

不問
187,300円～
222,400円

265,000円～
385,000円2人 愛媛県八幡浜市江戸岡一丁目７－１５

38030- 1683391

38030- 1678491

日祝他

1人 愛媛県八幡浜市松柏乙６４８番地１

38030- 1682091 日祝他

介護職員（正社員）グ
ループホーム優瑠里

月給 株式会社　ステージアップ 雇用・労災・
健康・厚生

不問
140,000円～
180,000円1人 愛媛県八幡浜市産業通５番５号

38030- 1691391

薬剤師（よつば薬局駅
前西通店）

月給 よつばメディカルサービス　株式会社 雇用・労災・
健康・厚生

不問

生活支援員／男性専用
求人

月給 社会福祉法人　和泉蓮華会　八幡浜市障害者
施設　いきいきプチファーム

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

38030- 1660491 土日祝他

他

一般事務員
（高千穂医院）

月給 医療法人　高仁会 雇用・労災・
健康・厚生

35歳以下
135,000円～
135,000円1人 西予市宇和町上松葉１８４－２

給食調理員
日給 西予市立野村病院 雇用・労災・

健康・厚生
不問

デイケア介護職員
（介護福祉士）

月給 社会福祉法人　白寿会
介護老人保健施設　西安

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

59歳以下
201,000円～
222,400円

2人 愛媛県西予市野村町野村９号５３番地

38030- 1666091 他

1人 愛媛県八幡浜市大平１番耕地８７０番地２

38030- 1663291 他

木他

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

150,000円～
170,000円1人

他

西予市宇和町卯之町４丁目３９３

38030- 1647591 日祝他

薬剤師【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

213,060円～
213,060円

166,000円～
166,000円1人 愛媛県八幡浜市郷４－３６３－１

他

理学・作業療法士・柔
道整復師【２年度採
用：募集要項有】

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
175,850円～
180,050円1人 愛媛県西予市宇和町久枝甲１４３４－１

38030- 1658391

日祝他

歯ブラシ製造・機械メ
ンテナンス工

日給 株式会社　四国刷子工業 雇用・労災・
健康・厚生

不問
133,056円～
172,800円2人 八幡浜市保内町宮内１－５１８

土日祝他

1人 愛媛県西予市宇和町卯之町５丁目２５５番地

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

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

他

正看護師・准看護士
（看護）【ＤＳ昂星】
（正社員）

月給 株式会社　新風会 雇用・労災・
健康・厚生

64歳以下
180,000円～
210,000円２人 愛媛県大洲市徳森野田１４７７番地１

38080- 1170691

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

8時00分～20時00分の間の8
時間程度

就職支援セミナーのご案内

130,000円～
180,000円1人 西予市野村町野村５－１１１

38030- 1638291

38030- 1632391

2人 愛媛県西予市宇和町永長１４７番地１

38030- 1648191

38030- 1672591

動物看護助手
月給 株式会社　千丈動物病院 雇用・労災・

健康・厚生
不問

154,860円～
156,890円
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