
発行日：
次回発行日：

職種 就業時間 加入保険等

　
(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. 090-2788-3323  
正社員 就業場所 愛媛県西予市

　
(1) 9時00分～17時45分 普通自動車免許一種

普通自動車免許ＡＴ

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 0120-044-403  
正社員以外 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. 0894-22-4111  
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. 0894-62-3778  
正社員 就業場所 愛媛県西予市 厚生年金基金

　
(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

　
(1) 8時00分～17時30分 普通自動車免許ＡＴ

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

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) 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. 090-7579-9180  
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 看護師

准看護師

雇用期間の定めなし TEL. 0894-53-0622  
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)18時15分～ 8時15分
(2)19時00分～ 9時00分

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 0894-34-0631  
正社員以外 就業場所 愛媛県西予市

　
(1) 7時00分～17時10分
(2) 8時30分～17時10分

雇用期間の定めなし TEL. 090-1174-2872  
正社員 就業場所 愛媛県西宇和郡伊方町

変形（１年単位） 　
(1) 6時00分～15時00分 普通自動車免許ＡＴ
(2) 8時00分～17時00分
(3)11時00分～20時00分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-72-0555  
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～18時00分
(2) 8時30分～13時00分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-72-3456  
正社員 就業場所 愛媛県西予市

　
(1) 8時30分～17時15分 作業療法士
(2) 8時30分～12時30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

　
(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. 0894-62-1197  
正社員 就業場所 愛媛県西予市

　
(1) 8時00分～17時00分 準中型自動車免許

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

日祝他

西予市宇和町卯之町５丁目２４７－１

38030- 2120591 土日祝他

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

食品加工員
日給 マルハフーズ　株式会社 雇用・労災・

健康・厚生
64歳以下

171,330円～
197,960円

ルート営業員
月給 土居商店　有限会社 雇用・労災・

健康・厚生
39歳以下

230,000円～
250,000円2人

1人 愛媛県八幡浜市１０７９－１（矢野町１丁目）

38030- 2074191

日祝他

受付及び
事務スタッフ

月給 医療法人　おか医院 雇用・労災・
健康・厚生

59歳以下
132,000円～
158,000円

250,100円～
300,000円1人 愛媛県八幡浜市大平１番耕地８７０番地２

38030- 2114091 他

1人 愛媛県西予市野村町阿下７－１７－１

38030- 2112591 日祝他

品質管理スタッフ
月給 株式会社　グリーンヒル 雇用・労災・

健康・厚生
不問

141,000円～
180,000円1人

作業療法士
（通所リハビリ）

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

西予市野村町阿下６号３８０番地

38030- 2110891

他

清掃作業員
日給 有限会社　町見緑化 雇用・労災・

健康・厚生
不問

128,800円～
151,800円2人 愛媛県西宇和郡伊方町九町１－８５９－２

38030- 2132691 日祝他

夜勤専門員（常勤パー
ト：三楽園）

その他 社会福祉法人　西予総合福祉会 雇用・労災・
健康・厚生

不問
141,722円～
141,722円1人 愛媛県西予市宇和町久枝甲１４３４－１

38030- 2130091

38030- 2121191 他

日他

正・准看護師
（正職員）

月給 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

59歳以下
195,000円～
210,100円1人 愛媛県西宇和郡伊方町川之浜５９４

他

土木作業員
日給 株式会社　浪下重工 雇用・労災・

健康・厚生
不問

161,700円～
254,100円5人

愛媛県西宇和郡伊方町九町１番耕地２０３５番地　　１２中道団地１－２号室

38030- 2140691

介護職員（正社員：夜
勤あり）

月給 医療法人　竹林院　グループホーム竹の園
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問
140,000円～
170,000円1人 愛媛県西予市野村町野村１２－１０６

38030- 2139191

日祝他

大型冷凍車運転手
（正社員）

日給 有限会社　山一運送 雇用・労災・
健康・厚生

不問
324,000円～
324,000円1人

10人 愛媛県西予市宇和町清沢１５２２

38030- 2137291 土日他

愛媛県西予市城川町魚成７４７６番地１

38030- 2136891 日他

製材工
日給 宇和国産材加工協同組合

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

59歳以下
180,180円～
196,350円1人 愛媛県西予市宇和町野田４００－４

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

38030- 2135791

日他

事務補助員
（農村整備第一課）

日給 南予地方局　八幡浜支局 雇用・公災・
健康・厚生

不問
137,800円～
137,800円1人 八幡浜市北浜１丁目３番３７号

38030- 2133991 土日祝他

マーチャンダイザー／
南予セールスセンター

月給 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 雇用・労災・
健康・厚生

不問
150,000円～
150,000円1人 東京都港区赤坂９－７－１　ミッドタウン・タワー

13040-89621491

電力設備の保安・伐採
作業員

日給 有限会社　兵頭電工 雇用・労災・
健康・厚生

不問
184,800円～
231,000円2人 愛媛県西予市宇和町明間１６５３

38030- 2158991

　７月１６日
　７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

日他

℡ 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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変形（１ヶ月単位） 　
(1) 8時00分～17時00分 ホームヘルパー２級
(2) 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. 0894-22-0222  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(1) 8時00分～17時15分 普通自動車免許一種

雇用期間の定めなし TEL. 0894-21-2737  
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. 0894-22-3211  
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 原動機付自転車免許

雇用期間の定めなし TEL. 0894-22-1801  
正社員以外 就業場所 愛媛県八幡浜市

交替制あり 　
保育士

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 0894-62-1121  
正社員以外 就業場所 愛媛県西予市

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

雇用期間の定めなし TEL. 0894-20-8800  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(1) 8時00分～17時30分 建築施工管理技士１級

建築施工管理技士２級
普通自動車免許ＡＴ

雇用期間の定めなし TEL. 0894-22-5111  
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
(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. 089-933-5824  
正社員以外 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(1) 9時15分～18時00分 普通自動車免許ＡＴ

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） TEL. 089-932-5006  
有期雇用派遣 就業場所 愛媛県西予市

　
(1) 7時30分～16時00分

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 089-932-6200  
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45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. 0897-33-9111  
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. 0894-62-4740  
正社員 就業場所 愛媛県西予市

変形（１年単位） 　
(1) 9時30分～19時15分 普通自動車免許ＡＴ
(2) 9時00分～18時00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

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) 9時15分～17時45分 準中型一種（５トン限

準中型自動車免許

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 0120-514-744  
正社員以外 就業場所 愛媛県西予市 確定拠出年金

変形（１ヶ月単位） 　
(1) 8時30分～17時30分 介護福祉士

普通自動車免許ＡＴ

雇用期間の定めなし TEL. 089-911-0002  
正社員 就業場所 愛媛県西予市

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

サービス提供責任者
（訪問介護）

月給 株式会社　ケアジャパン 雇用・労災・
健康・厚生

不問
165,000円～
185,000円1人 愛媛県松山市中央１丁目１７番３５号

38010-22962291

他

鳥取県米子市両三柳３２３番地１　大共ビル１Ｆ

31020-10982991 日祝他

ルート配送／西予支所
月給 生活協同組合　コープえひめ

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問
175,000円～
175,000円1人 愛媛県松山市朝生田町３丁目１番地１２号

38010-22916091 土日他

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

店舗運営管理・接客ス
タッフ（カーブス　八
幡浜店）

月給 株式会社クリエイティブサポート
カーブス事業部

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

59歳以下
218,300円～
248,000円1人

2人 広島県呉市阿賀中央４丁目５－１６

34030- 5835791

日祝他

日祝他

配達員
（宇和営業所）

月給 有限会社　勝山商店
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

35歳以下
180,000円～
180,000円1人 愛媛県宇和島市恵美須町２－４－１３

38040- 3032891

サービスエンジニア
（宇和営業所）

月給 ロジスネクストユニキャリア　株式会社
四国支社

雇用・労災・
健康・厚生

59歳以下
165,400円～
240,000円1人 愛媛県新居浜市北新町９－３

38050- 4069891

愛媛県松山市和泉北４丁目２番７号

38010-23685491 日他

1人 愛媛県松山市永代町１３番地　松山第２電気ビル７Ｆ

38010-23642691 土日他

清掃員
日給 芙蓉メンテナンス株式会社 雇用・労災・

健康・厚生
不問

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

38010-24123091 他

配送スタッフ
（西予市）

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
176,584円～
176,584円

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

128,160円～
136,080円1人

土日祝他

日祝他

建築現場管理者
月給 株式会社　大任建設

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

59歳以下
200,000円～
400,000円1人 愛媛県八幡浜市産業通３－３

38030- 2106091

正看護師
又は准看護師

月給 医療法人　みかんこどもクリニック
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

59歳以下
150,000円～
270,000円1人 愛媛県八幡浜市字白浜１５３６番地５

38030- 2104591

愛媛県西予市宇和町永長１４７番地１

38030- 2102891 日祝他

3人 愛媛県八幡浜市広瀬１丁目１番１０号

38030- 2100491 他

7時30分～19時00分の間の8
時間程度

保育士（西予市民病院
事業所内保育所）

日給 西予市立　西予市民病院 雇用・労災・
健康・厚生

不問

八幡浜市大平１－６３８

38030- 2098291 土日祝他

交通誘導警備員
日給 八幡浜警備 雇用・労災・

健康・厚生
18歳以上

140,000円～
160,000円

医療事務員
（クラーク）

日給 市立八幡浜総合病院 雇用・労災・
健康・厚生

不問
138,087円～
138,087円1人

142,000円～
142,000円1人

日祝他

運転手（柑橘卸）
月給 株式会社　マルワ果樹園 健康・厚生不問

200,000円～
300,000円2人 愛媛県八幡浜市八代３７７番地２号

38030- 2095491

他

介護職員
（デイサービス）

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
145,000円～
180,000円2人 愛媛県八幡浜市新町２７２番地１

38030- 2076391

2



発行日：
次回発行日：

職種 就業時間 加入保険等

　７月１６日
　７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ヶ月単位） 　
(1) 9時00分～18時00分 電気主任技術者３種

普通自動車免許ＡＴ

雇用期間の定めなし TEL. 089-968-3832  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(1) 9時00分～18時00分 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

変形（１ヶ月単位） 　
保育士

雇用期間の定めなし TEL. 089-947-7881  
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

交替制あり 　
(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)12時00分～21時00分 介護福祉士

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 0894-24-1611  
正社員以外 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

　
(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15分 電気工事士（第２種）

普通自動車免許一種

雇用期間の定めなし TEL. 0894-24-3991  
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. 0894-33-3331  
正社員 就業場所 愛媛県西宇和郡伊方町

　
(1) 7時00分～16時00分 普通自動車免許一種
(2) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-33-3331  
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 保育士
(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. 0894-33-3066  
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. 0894-22-4355  
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. 0894-22-0998  
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

建築施工管理技士２級
建築士（２級）

雇用期間の定めなし TEL. 0894-22-1184  
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ＡＴ

雇用期間の定めなし TEL. 0894-69-2828  
正社員 就業場所 愛媛県西予市

　
(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

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

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- 2016191

現場作業員
時給 株式会社　藤本商会本店　四国工場 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

144,840円～
161,880円1人 愛媛県西予市野村町阿下５－６７７

日他

38030- 2015591 土日祝他

建築施工管理技士
月給 小西建設　株式会社 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

280,000円～
380,000円1人 愛媛県八幡浜市古町２－１－１５

38030- 2013891

愛媛県八幡浜市八代人加志１６９番地

38030- 2010991 日祝他

38030- 2009091 土日祝他

建設作業員
月給 株式会社　河野工務店 雇用・労災・

健康・厚生
64歳以下

200,000円～
250,000円1人

日祝他

薬剤師
月給 一般社団法人　八幡浜医師会立　双岩病院

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

59歳以下
253,100円～
292,500円1人 八幡浜市若山４番耕地１６０番地１

保育士
月給 社会福祉法人　三瓶福祉会 雇用・労災・

健康・厚生
不問

173,782円～
178,782円2人 愛媛県西予市三瓶町朝立２番耕地５５番地３

38030- 2008191

他

愛媛県八幡浜市若山１－３３２－２５

38030- 2003491 日他

養豚作業員
時給 有限会社　宇和ピッグファーム社 雇用・労災・

健康・厚生
64歳以下

187,200円～
260,000円2人 西予市宇和町明間４６１５

38030- 2007591 他

農場作業員及び
運転手（伊方町）

時給 有限会社　太陽ファーム 雇用・労災・
健康・厚生

64歳以下
187,200円～
260,000円

電気工事作業員
日給 菊池電工不問

167,300円～
239,000円1人

3人 愛媛県西予市三瓶町朝立７－１２２－１

38030- 2005891

日他

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 愛媛県西予市宇和町久枝甲１３８９番地

38030- 2001691

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- 2000391

186,800円～
191,800円1人 八幡浜市江戸岡１丁目２番９号

38030- 1998191 他

介護職員
【資格あり】

月給 テルウェル西日本　株式会社
四国支店　グループホーム　サルビア

雇用・労災・
健康・厚生

不問

愛媛県松山市高岡町１８３番地１

38010-23346291 日祝他

38010-23307191 日祝他

総合職（物流作業員）
／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・
財形

59歳以下
154,280円～
178,740円2人

保育士／八幡浜・めだ
か保育園

月給 株式会社　マミーズファミリー 雇用・労災・
健康・厚生

59歳以下
172,700円～
270,700円4人 愛媛県松山市南町２丁目８番１７号

愛媛県松山市一番町１丁目１４番地７　フジコビルＦ３階

38010-23200591 又は 5時00分～19時30分の
間の8時間

7時30分～19時30分の間の8
時間

他

38010-23058591 他

栄養士
（西予市野村）

月給 株式会社　ＬＯＨＡＳ
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問
170,000円～
270,000円1人

電気主任技術者
月給 株式会社　中央電気保安協会 雇用・労災・

健康・厚生
不問

150,000円～
400,000円3人 愛媛県松山市松ノ木１丁目５－４０

3
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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. 0894-22-3288  
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～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. 0894-62-6430  
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

交替制あり 　
(1) 8時30分～17時30分 看護師
(2)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

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

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

　
(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. 0894-36-1145  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

変形（１ヶ月単位） 　
(1)17時00分～ 9時00分
(2)14時00分～19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年単位） 　
(1)17時00分～10時00分 大型自動車免許一種

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) 8時30分～17時30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. 0894-62-8061  
正社員 就業場所 愛媛県西予市

　
(1) 8時00分～16時40分 普通自動車免許ＡＴ

雇用期間の定めなし TEL. 0894-66-0334  
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。
＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊

38030- 2072291

訪問介護職員
月給 株式会社　さくら 雇用・労災・

健康・厚生
不問

土他

他

製造加工員
日給 伊予蒲鉾　株式会社

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

64歳以下
135,228円～
141,836円1人 愛媛県西予市宇和町瀬戸３９０－１

150,000円～
165,000円1人 愛媛県西予市宇和町山田１５５８番地

38030- 2069391

土日祝他

2人 愛媛県西予市宇和町上松葉２０６番地

38030- 2066591 他

パソコン
オペレーター

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
148,800円～
160,000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- 2067191

他

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

38030- 2060691 他

大型トラック運転手
（九州方面）

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
282,000円～
389,000円1人 愛媛県西予市宇和町清沢１６３１

38030- 2062491

日祝他

フロント係
月給 有限会社　松屋旅館 雇用・労災・

健康・厚生
不問

93,800円～
118,000円2人 西予市宇和町卯之町３ー２１８

大型トラック運転手
月給 だいだい運送　株式会社 雇用・労災・

健康・厚生
64歳以下

205,000円～
325,000円1人 八幡浜市保内町喜木２－２０－３

38030- 2055791

38030- 2048891 他

他

看護職員（正社員：夜
勤あり）

月給 医療法人　高仁会 雇用・労災・
健康・厚生

59歳以下
245,000円～
286,000円2人 西予市宇和町上松葉１８４－２

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６－２３－１

38030- 2047791

西予市宇和町上松葉１６５－１

38030- 2040591 他

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

167,000円～
175,000円1人

日祝他

機械オペレーター
（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
143,240円～
264,200円2人 愛媛県西予市野村町野村８－１３５－４

38030- 2037991

愛媛県八幡浜市１２８０－９

38030- 2032591 他

38030- 2029991 日祝他

正看護師
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
275,000円～
355,000円3人

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

土日祝他

学校生活支援員
（宇和中学校）

時給 西予市教育委員会 雇用・労災・
健康・厚生

不問
124,000円～
141,050円1人 愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目４３４番地１

38030- 2025191

家具・建具製造工
（見習可）　

日給 昭和建設　有限会社 雇用・労災・
健康・厚生

不問
162,000円～
360,000円

150,000円～
170,000円1人 愛媛県八幡浜市松柏丙５１６番地

38030- 2020491 又は 7時30分～20時30分の
間の8時間程度

他

1人 愛媛県八幡浜市向灘３５２（高城４）

38030- 2019691 日祝他

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

4


