
発行日：
次回発行日：

職種 就業時間 加入保険等

　
(1) 7時00分～18時30分 普通自動車免許二種

雇用期間の定めなし TEL. 0894-52-0688  
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. 0894-23-2121  
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

　
(1) 2時00分～ 5時30分 原動機付自転車免許
(2)14時00分～17時00分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-62-3971  
正社員 就業場所 愛媛県西予市

　
(1) 7時50分～17時00分 普通自動車免許一種

雇用期間の定めなし TEL. 0894-62-0091  
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. 0894-22-1585  
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. 090-8971-3344  
正社員 就業場所 愛媛県西予市

　
(1) 8時45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. 0894-62-0150  
正社員以外 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

雇用期間の定めなし TEL. 0894-22-5100  
正社員 就業場所 愛媛県西予市

　
(1) 9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. 0894-21-3939  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(1) 8時30分～17時15分
(2) 7時30分～16時15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) 7時50分～17時00分 普通自動車免許一種

雇用期間の定めなし TEL. 0894-36-0066  
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. 0894-21-6852  
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

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年単位） 　
普通自動車免許一種
準中型自動車免許

雇用期間の定めなし TEL. 080-5098-1854  
正社員 就業場所 愛媛県西予市

　
(1) 8時35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. 0894-62-1171  
正社員以外 就業場所 愛媛県西予市

8時00分～21時00分の間の8
時間以上

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

機械加工作業員
時給 共立電気計器　株式会社　愛媛工場 雇用・労災・

健康・厚生
不問

139,200円～
139,200円1人 愛媛県西予市宇和町坂戸４８０

38030- 2227191 土日祝他

セールスドライバー
（正社員：西予宅急
便・野村センター）

月給 ヤマト運輸　株式会社　西予支店 雇用・労災・
健康・厚生

44歳以下
143,920円～
143,920円2人 愛媛県西予市宇和町下松葉池の下２７－１

38030- 2219191

210,000円～
290,000円1人 愛媛県西予市三瓶町朝立２－１－７

38030- 2218591 日祝他

理学療法士又は作業療
法士（みのり園）

月給 医療法人　社団　みのり会 雇用・労災・
健康・厚生

59歳以下

愛媛県八幡浜市保内町須川２４番地１

38030- 2238991 日祝他

38030- 2235091 日祝他

福祉用具営業及び
相談スタッフ

月給 有限会社　アサノ設備 雇用・労災・
健康・厚生

44歳以下
180,000円～
200,000円1人

製造作業員
日給 新井産業　株式会社 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

142,800円～
147,000円1人 愛媛県八幡浜市保内町川之石１－１３６－１

土日祝他

医療事務員
日給 西予市立野村病院 雇用・労災・

健康・厚生
不問

125,240円～
125,240円1人 愛媛県西予市野村町野村９号５３番地

38030- 2233591

他

船舶家具製造工
（浅倉木工）

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

180,000円～
200,000円1人 愛媛県八幡浜市横平乙１１２番地５

38030- 2232291 日祝他

1人 愛媛県八幡浜市栗野浦３６５

38030- 2231891 日他

郵便外務員
（三瓶郵便局）

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
150,336円～
150,336円1人

事務員
月給 農ぷらす愛媛　株式会社 雇用・労災・

健康・厚生
64歳以下

愛媛県西予市宇和町皆田１２２６－２

38030- 2247491

土日他

製材工
日給 菊地木材　株式会社

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

59歳以下
172,800円～
216,000円2人 西予市宇和町河内９４

38030- 2246991 日他

一般事務員
時給 有限会社　オ・エム・エヌ 雇用・労災・

健康・厚生
64歳以下

133,120円～
141,440円1人 愛媛県八幡浜市保内町喜木１－２－８

38030- 2243091

日祝他

新聞配達及び集金
・営業員

月給 有限会社　愛媛新聞エリアサービス
宇和島南

雇用・労災・
健康・厚生

不問
180,000円～
250,000円

184,800円～
231,000円2人 愛媛県西予市宇和町卯之町４－５１４

38030- 2241591 日他

1人 愛媛県西予市宇和町卯之町４丁目５９８

38030- 2254991 他

生活支援員／
女性専用求人

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

不問
187,300円～
222,400円1人

土木作業員「建設」
日給 宇和土建　株式会社 雇用・労災・

健康・厚生
不問

愛媛県八幡浜市松柏乙６４８番地１

38030- 2252391

荷造作業員
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～
136,080円1人 八幡浜市昭和通１２８０

日他

38030- 2251091 日他

　７月２５日
　８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

タクシー運転手
月給 佐田岬　有限会社 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

150,000円～
180,000円1人 愛媛県西宇和郡伊方町大久２４３２番地３

38030- 2261691

℡ 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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（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。 
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◎ 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15分 普通自動車免許ＡＴ

フォークリフト技能者

雇用期間の定めなし TEL. 0894-64-1330  
正社員以外 就業場所 愛媛県西予市

　
(1) 7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. 0894-27-9010  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(1) 9時30分～18時00分

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 0894-29-1600  
正社員以外 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(1) 8時30分～17時15分

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） TEL. 0894-22-4111  
正社員以外 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ＡＴ

雇用期間の定めなし TEL. 090-1009-6002  
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. 0894-33-0154  
正社員 就業場所 愛媛県西予市

　
(1) 8時00分～16時45分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-23-0623  
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. 0894-62-4134  
正社員 就業場所 愛媛県西予市

　
(1) 9時00分～19時00分 美容師

雇用期間の定めなし TEL. 0894-22-1144  
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) 9時00分～17時00分

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） TEL. 089-913-7000  
有期雇用派遣 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(1) 6時00分～15時00分 管理栄養士
(2) 9時30分～18時30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年単位） 　
(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. 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 普通自動車免許一種

雇用期間の定めなし TEL. 089-922-4141  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市 厚生年金基金

変形（１ヶ月単位） 　

雇用期間の定めなし TEL. 0895-23-0038  
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. 06-6348-5510  
正社員 就業場所 愛媛県西宇和郡伊方町

10時00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。
＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊

大阪府大阪市北区梅田２－１－３　桜橋御幸ビル５階

27020-49092891 土日祝他

プラント技術者／機
械・電気・計装の現場
監督

月給 サンエス　株式会社
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

59歳以下
185,000円～
268,000円2人

日祝他

他

受付・接客・事務（ソ
フトバンクショップ八
幡浜店）

月給 株式会社　Ａｉ 雇用・労災・
健康・厚生

不問
180,000円～
257,000円5人

愛媛県宇和島市伊吹町甲９１２番地２　　　　　　　　　　　　　フジグラン北宇和島店内

38040- 3168991

営業員
月給 株式会社一色本店 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

180,000円～
310,000円1人 愛媛県松山市問屋町４番２８号

38010-24892391 日祝他

営業・フロント
（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

44歳以下
185,000円～
250,000円1人 愛媛県松山市大手町１丁目８番地８

38010-25023691

栄養士・管理栄養士
（西予市）

月給 株式会社　ＬＯＨＡＳ
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

59歳以下
170,000円～
250,000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

土日祝

38010-25000791 又は 6時00分～18時30分の
間の8時間

他

銀行窓口事務
時給 伊予鉄総合企画　株式会社

（いよてつ総合企画）
雇用・労災・
健康・厚生

不問
149,940円～
149,940円1人 愛媛県松山市三番町４丁目９－５

38010-25336591

1人 愛媛県西予市宇和町伊賀上９６２番地

38030- 2206491 日他

1人 愛媛県八幡浜市１４５５－２３

38030- 2204691 月他

土日他

型枠工
日給 有限会社　西口工務店 雇用・労災・

健康・厚生
64歳以下

192,000円～
312,000円3人

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

愛媛県西予市宇和町明石１７１９

38030- 2203391 日他

美容師
月給 ｓｕｒｅ～ｈａｉｒ　ｈｅａｌｉｎｇ～ 雇用・労災不問

147,000円～
220,000円

160,000円～
180,000円

一般廃棄物分別作業員
日給 有限会社　ヨシダ工業 雇用・労災・

健康・厚生
64歳以下

192,600円～
192,600円1人 愛媛県八幡浜市９１番地１

38030- 2202091

他

販売員
月給 有限会社　米利商会 雇用・労災・

健康・厚生
不問

210,000円～
280,000円2人 愛媛県西予市三瓶町朝立１－４３８－６

38030- 2217291 日他

一般事務員（本社）
月給 株式会社　マルミ 雇用・労災・

健康・厚生
不問

160,000円～
250,000円2人 八幡浜市向灘２３５１番地２

38030- 2216891

1人 八幡浜市北浜１丁目３番３７号

38030- 2215791 土日祝他

2人 八幡浜市松柏乙９５８

38030- 2214491 他

月日他

農作業員
月給 株式会社　かじ坊 雇用・労災・

健康・厚生
不問

205,000円～
205,000円1人

事務補助員
（総務県民室）

日給 南予地方局　八幡浜支局 公災不問

愛媛県八幡浜市高野地１８５６番地

38030- 2213991 日他

レジ・販売員
時給 株式会社　明屋書店　八幡浜店 雇用・労災・

健康・厚生
不問

125,550円～
125,550円

137,800円～
137,800円

製造作業員
（パート社員）

時給 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

不問
126,360円～
129,600円1人 愛媛県西予市明浜町高山甲４６１番地１

38030- 2228091
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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. 0894-62-3101  
正社員 就業場所 愛媛県西予市

　
(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. 0894-72-0030  
正社員 就業場所 愛媛県西予市

　
(1) 8時30分～18時15分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-24-4680  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(1) 8時30分～17時15分

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 0894-62-7522  
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. 0894-22-3288  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

交替制あり 　

雇用期間の定めなし TEL. 0894-24-3121  
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15分～16時00分 保育士
(2) 8時30分～17時15分
(3) 9時30分～18時15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

　
(1)10時00分～20時00分 普通自動車免許ＡＴ
(2)11時00分～21時00分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-36-3108  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

変形（１ヶ月単位） 　
(1) 6時45分～15時45分 介護福祉士
(2) 8時00分～17時00分
(3)10時30分～19時30分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-38-0700  
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 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. 0894-29-1596  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

交替制あり 　
(1) 6時00分～15時00分
(2) 7時30分～17時30分
(3) 9時00分～18時00分

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 0894-36-0358  
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) 8時00分～17時00分 大型特殊自動車一種

雇用期間の定めなし TEL. 0894-62-3092  
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 普通自動車免許ＡＴ

雇用期間の定めなし TEL. 0894-36-0651  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(1) 9時00分～18時00分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-24-3121  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

変形（１年単位） 　
(1) 8時30分～17時20分 普通自動車免許一種

雇用期間の定めなし TEL. 0894-38-1382  
正社員 就業場所 愛媛県西宇和郡伊方町

10時00分～ 1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。
＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊

日他

塗装、防水、機械工
月給 株式会社　大和興業 雇用・労災・

健康・厚生
30歳以下

170,000円～
230,000円1人 西宇和郡伊方町湊浦８７５

38030- 2144891

他

日他

経理事務員
（運営部）

月給 株式会社　アゴラ 雇用・労災・
健康・厚生

39歳以下
150,000円～
180,000円1人 愛媛県八幡浜市字中深１２２０－７

38030- 2162191

日祝他

2人 愛媛県西予市宇和町明間１６５３

38030- 2158991 日他

営業員
月給 西南開発　株式会社

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

40歳以下
170,000円～
300,000円2人 愛媛県八幡浜市保内町宮内１－３００－１

38030- 2160291

大型トラック運転手
月給 丸忠運輸　株式会社 雇用・労災・

健康・厚生
不問

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

40歳以下
184,800円～
231,000円

280,000円～
330,000円1人 西予市宇和町卯之町５丁目９６７番地８

38030- 2159491

38030- 2153591 他

調理員（あけぼの荘）
日給 社会福祉法人　八幡浜市社会福祉協議会 雇用・労災・

健康・厚生
不問

139,400円～
139,400円1人

八幡浜市松柏乙１１０１番地　八幡浜市保健福祉総合センター２階

234,500円～
283,000円1人 愛媛県八幡浜市江戸岡１丁目８－５　マルマビル１Ｆ

38030- 2148091 土日他

介護支援専門員
月給 セントケア四国　株式会社

セントケア八幡浜
雇用・労災・
健康・厚生

64歳以下

愛媛県西宇和郡伊方町三崎４４１４－１

38030- 2189091 他

介護職員
月給 社会福祉法人　伊方社会福祉協会

三崎つわぶき荘
雇用・労災・
健康・厚生

34歳以下
153,986円～
177,578円1人

他

店舗スタッフ
（保内店）

月給 株式会社　ヤマキ観光 雇用・労災・
健康・厚生

40歳以下
170,000円～
170,000円1人 愛媛県八幡浜市保内町宮内１－２４８

38030- 2186291

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

38030- 2180391 日祝他

保育士
（中川保育園）

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

38030- 2173691 他

受付・フロア係（ＣＬ
ＵＢＤＡＭ、インター
ネットカフェ）

時給 株式会社　ステップコミュニケーション 雇用・労災・
健康・厚生

不問
139,776円～
143,360円1人 八幡浜市中深１２２０－７

日祝他

大工（見習可）
日給 昭和建設　有限会社 雇用・労災・

健康・厚生
不問

180,000円～
371,250円1人 愛媛県八幡浜市向灘３５２（高城４）

38030- 2171091

1人 西予市宇和町卯之町３丁目４３４番地１

38030- 2201191 土日祝

事務補助員
時給 愛媛県土地改良事業団体連合会

南予事務所（水土里ネット愛媛）
雇用・労災・
健康・厚生

不問
131,200円～
131,200円

38030- 2198391 日祝他

受付・歯科助手
月給 瀬尾歯科医院 雇用・労災・

健康・厚生
不問

150,000円～
180,000円1人 八幡浜市新川通り１３５２

西予市野村町野村１１－１１０

38030- 2194291 日他

1人 愛媛県西予市宇和町下松葉１９６－１

38030- 2193891 日他

介護職員（バンブー：
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

64歳以下

コンクリート製品
製造工

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
150,000円～
150,000円

152,000円～
182,000円2人

3
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職種 就業時間 加入保険等
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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 理学療法士
(2) 9時00分～18時00分 作業療法士

普通自動車免許ＡＴ
雇用期間の定めなし TEL. 000-0000-0000  

正社員 就業場所 愛媛県西予市
変形（１ヶ月単位） 　
(1) 5時30分～14時00分
(2)11時00分～19時30分

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 089-986-3636  
正社員以外 就業場所 愛媛県西予市 厚生年金基金

　
(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

　
(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) 7時00分～16時00分
(2)10時00分～19時00分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-53-0622  
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)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

＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊
【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

171,330円～
197,960円1人 愛媛県八幡浜市１０７９－１（矢野町１丁目）

38030- 2074191

38030- 2118491

132,000円～
158,000円1人 愛媛県西予市野村町阿下７－１７－１

38030- 2112591

愛媛県西宇和郡伊方町九町１－８５９－２

日祝他

2人 西予市宇和町卯之町５丁目２４７－１

38030- 2120591 土日祝他

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

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

他

作業療法士（施設）
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
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

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

日祝他

1人 西予市野村町阿下６号３８０番地

38030- 2110891 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

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

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

171,160円～
189,424円3人 愛媛県西宇和郡伊方町川之浜５９４

38030- 2123391 又は 8時30分～17時30分の
間の8時間程度

38030- 2130091

他

介護職員
（フルパート）

時給 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

不問

38030- 2140691 日他

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

土日他

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10人 愛媛県西予市宇和町清沢１５２２

38030- 2137291

1人 愛媛県西予市城川町魚成７４７６番地１

38030- 2136891 日他

1人 愛媛県西予市宇和町野田４００－４

38030- 2135791 日祝他

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

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

八幡浜市北浜１丁目３番３７号

38030- 2133991 土日祝他

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

324,000円～
324,000円

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

1人 愛媛県松山市一番町１－１４－７　フジコビルＦ　２Ｆ

38010-24535291

13040-89621491

他

愛媛県伊予郡松前町大字北黒田　６７９番地１

38010-24527291 土日他

調理スタッフ
（西予市宇和町）

時給 富士産業株式会社　四国西事業部 雇用・労災・
健康・厚生

不問
151,200円～
168,000円

理学療法士・
作業療法士

月給 株式会社クオリア 雇用・労災・
健康・厚生

不問
272,400円～
272,400円1人

4


