
発行日： 　6  月   25  日
次回発行日： 　7  月    ５  日予定

(1)9時00分～17時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-36-2005
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． 0894-62-9879
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． 0894-82-1158
正社員 就業場所 愛媛県西予市 厚生

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

雇用期間の定めなし TEL． 089-917-6560
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． 087-811-4567
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市 拠出

変形（1ヶ月単位）
(1)5時30分～14時30分
(2)10時30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

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分
(2)6時10分～15時10分
(3)11時00分～20時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-72-0555
正社員以外 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． 0894-23-0141
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)8時30分～17時30分
(2)8時30分～16時30分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-22-0676
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)8時00分～17時30分

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)8時00分～17時00分 調理師

雇用期間の定めなし TEL． 090-2742-9953
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30分～16時30分
(2)8時30分～17時30分
(3)9時30分～18時30分

雇用期間の定めなし TEL． 090-9773-2555
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

交替制あり
(1)6時30分～15時15分 栄養士
(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

(1)8時30分～17時15分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-72-2306
正社員以外 就業場所 愛媛県西予市

(1)8時00分～17時30分 １級建築施工管理技士
２級建築施工管理技士

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

必要な免許資格
休日

一般事務員
日給 株式会社　高原観光 雇用・労災・

健康・厚生
不問

138,600円～
138,600円1人 愛媛県八幡浜市保内町喜木１－７０－１

38030- 1739311

職種
年齢

採用人数
賃金形態

賃金（月額換算）
求人者名・所在地・求人番号・就業場所等 就業時間 加入保険等

日他

家畜の飼育員
月給 河野畜産　有限会社 雇用・労災・

健康・厚生
不問

200,000円～
240,000円2人 愛媛県西予市宇和町伊賀上９６２番地

38030- 1734811 日他

土木測量設計・
土木施工管理技術者
【見習い】

月給 有限会社　ダイチ測研 雇用・労災・
健康・厚生

44歳以下
150,000円～
200,000円2人

インフラ資材の
ルート営業
【八幡浜支店】

月給 大豊産業　株式会社
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

64歳以下

愛媛県西予市城川町下相２１０２－１

38030- 1737411 日祝他

調理員
（双岩病院／正社員）

月給 四国医療サービス株式会社
シンセイフード事業部　宇和島営業所

雇用・労災・
健康・厚生

64歳以下
180,000円～
230,000円

242,920円～
356,630円1人

香川県高松市寿町１丁目１番１２号　パシフィックシティ高松ビル９階

37010-13641911 土日祝他

2人 愛媛県宇和島市高串３番耕地５９番地４

38040- 2445311 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
172,000円～
206,400円1人 愛媛県松山市一番町１－１４－７　フジコビルＦ　２Ｆ

38010-18033611 他

青汁製造作業員
月給 株式会社　グリーンヒル 雇用・労災・

健康・厚生
不問

137,000円～
137,000円1人 愛媛県西予市野村町阿下６号３８０番地

38030- 1726811 日祝他

水道資材配達・営業員
日給 株式会社　増田商店 雇用・労災・

健康・厚生
35歳以下

208,150円～
208,150円1人 愛媛県八幡浜市八代１丁目３－５５

38030- 1727211 日他

検査補助スタッフ
（眼科）

月給 本田眼科医院 雇用・労災・
健康・厚生

25歳以下
131,000円～
131,500円1人

調理師（食堂）／愛媛県
月給 東京ケータリング　株式会社

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

59歳以下

愛媛県八幡浜市新町４丁目２９２番地

38030- 1728511 水日祝他

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

300,000円～
300,000円1人 東京都新宿区左門町３番地１　左門イレブンビル３階

13080-36024111 土日祝

1人 愛媛県西予市野村町阿下５－６７７

38030- 1731911 土日祝他

介護職員（未経験者）
月給 きらら・ケア　株式会社 雇用・労災・

健康・厚生
64歳以下

142,000円～
163,000円2人 愛媛県八幡浜市八代８９－２　谷野建設内

38030- 1723911 他

栄養士
月給 市立八幡浜総合病院 雇用・公災・

健康・厚生
不問

166,400円～
166,400円1人 愛媛県八幡浜市大平１－６３８

38030- 1725711 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
49歳以下

214,567円～
214,567円2人 愛媛県西予市宇和町永長１４７番地１

38030- 1695811 土日祝他

介護職員（デイサービス）
日給 社会福祉法人　西予市社会福祉協議会 雇用・労災・

健康・厚生
不問

128,520円～
144,840円1人

1人 愛媛県八幡浜市産業通３－３

38030- 1701211 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。
＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊

愛媛県西予市野村町野村１２号１５番地

38030- 1700811 土日祝他

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

℡ 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://hellowork.mhlw.go.jp/）
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(1)8時30分～17時15分 介護職員実務者研修修了者
介護福祉士

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

(1)8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-36-0622
正社員以外 就業場所 愛媛県八幡浜市

雇用期間の定めなし TEL． 0894-89-2269
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． 0894-62-3856
正社員以外 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． 0894-38-1419
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． 0894-89-1474
正社員 就業場所 愛媛県西予市

変形（1年単位）
(1)9時20分～17時40分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-36-0777
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)8時30分～17時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-24-1111
正社員以外 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)8時30分～18時30分
(2)8時30分～12時30分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-33-3192
正社員 就業場所 愛媛県西予市

変形（1ヶ月単位）
(1)6時30分～15時30分 介護福祉士
(2)9時00分～18時00分
(3)9時30分～18時30分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-22-5855
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． 0894-72-3737
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30分
(2)7時00分～16時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-53-0776
正社員 就業場所 愛媛県西宇和郡伊方町

交替制あり
(1)9時30分～19時00分
(2)12時00分～21時30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

変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時00分 アーク溶接技能者（基本級）

ガス溶接技能者

雇用期間の定めなし TEL． 000-0000-0000
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． 0893-25-6132
正社員 就業場所 愛媛県西予市

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

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1人 愛媛県八幡浜市大平１－８７０－５

38030- 1673011 他

農作業員
時給 城徳　悦義 労災不問

184,000円～
239,200円1人 愛媛県八幡浜市保内町宮内２－２３７

38030- 1704011 他

水産加工作業員
月給 株式会社　Ｓａｋｕ　Ｓａｋｕ 雇用・労災・

健康・厚生
44歳以下

8時00分～17時30分の間の
8時間程度165,000円～

210,000円2人

魚類養殖作業員
月給 有限会社　辻水産 雇用・労災・

健康・厚生
不問

愛媛県西予市宇和町清沢１５２２

38030- 1707911 土日他

製造スタッフ
時給 株式会社　四国ちぬや宇和工場 雇用・労災・

健康・厚生
不問

139,072円～
144,160円

250,000円～
300,000円1人 愛媛県西宇和郡伊方町川永田乙５７０－３

38030- 1710511 日他

5人 愛媛県西予市宇和町皆田１３６０

38030- 1708111 日祝他

交通誘導警備員
（中予地域）

日給 株式会社　オースター 雇用・労災・
健康・厚生

18歳以上
137,160円～
172,800円3人 愛媛県西予市宇和町坂戸３８８－４

38030- 1715911 日祝他

初心運転者教習指導員
日給 株式会社　八幡浜自動車教習所 雇用・労災・

健康・厚生
21歳～40歳

184,000円～
184,000円1人 愛媛県八幡浜市保内町宮内１－１８２－１

38030- 1683611 他

青果物販売業務
日給 西宇和農業協同組合 雇用・労災・

健康・厚生
不問

137,800円～
159,000円1人 愛媛県八幡浜市江戸岡１丁目１２－１０

38030- 1686711 日祝他

歯科助手
月給 医療法人　上松歯科医院 雇用・労災・

健康・厚生
44歳以下

160,000円～
180,000円1人

調理員（正社員）
月給 あいの里　有限会社 雇用・労災・

健康・厚生
不問

愛媛県西予市三瓶町朝立１－５４４－１５

38030- 1687811 日祝他

介護職員（正社員）
月給 社会福祉法人　ことぶき会

介護老人保健施設　青葉荘
雇用・労災・
健康・厚生

59歳以下
155,000円～
185,000円

172,552円～
172,552円1人 愛媛県西予市野村町松渓１号１３０９番地１

38030- 1676911 他

2人 愛媛県八幡浜市向灘２２９番地１４

38030- 1691611 他

水産食品加工員
月給 朝日共販　株式会社

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

59歳以下
150,100円～
180,000円2人 愛媛県西宇和郡伊方町川之浜６５２－１

38030- 1679811 日他

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2人 愛媛県八幡浜市千代田町１４６０

38030- 1680411 日他

配管工
日給 株式会社　真永工業 雇用・労災・

健康・厚生
64歳以下

198,000円～
352,000円2人 愛媛県新居浜市多喜浜４丁目１１番５５号

接客・調理／
３７８号八幡浜店

月給 株式会社　すき家 雇用・労災・
健康・厚生

18歳以上
22時00分～9時00分の間の
8時間程度

38050- 3422011 日他

正看護師・准看護師
【ＤＳ昴星】正社員

月給 株式会社　新風会 雇用・労災・
健康・厚生

64歳以下
182,000円～
212,000円1人

182,235円～
202,235円2人 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

13040-51650611 他

愛媛県大洲市徳森野田１４７７番地１

38080- 1380111 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。
＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊
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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://hellowork.mhlw.go.jp/）

変形（1ヶ月単位）
(1)6時30分～15時15分
(2)10時15分～19時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） TEL． 0894-22-0400
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30分～17時15分 社会福祉士

介護福祉士
介護支援専門員（ケアマネージャー）

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-62-3773
正社員以外 就業場所 愛媛県西予市

(1)8時00分～17時00分 フォークリフト運転技能者

雇用期間の定めなし TEL． 0894-33-3751
正社員 就業場所 愛媛県西予市 厚生

(1)8時30分～17時15分 管理栄養士
(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

変形（1ヶ月単位）
(1)6時30分～21時00分
(2)8時30分～0時00分
(3)7時30分～20時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-24-1515
正社員以外 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
(2)8時00分～17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． 0120-247-717
正社員以外 就業場所 愛媛県西予市

雇用期間の定めなし TEL． 089-953-6722
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

交替制あり
食品衛生責任者

防火管理者（甲種・乙種）

雇用期間の定めなし TEL． 0898-23-2243
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． 0894-33-3181
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
(2)9時00分～18時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-29-1108
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

変形（1年単位）
(1)13時00分～22時00分
(2)10時30分～19時30分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0120-124-227
正社員以外 就業場所 愛媛県八幡浜市

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

(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 大型自動車免許
２級土木施工管理技士

車両系建設機械（基礎工事用）運転技能者

雇用期間の定めなし TEL． 0894-22-2833
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． 0894-62-3778
正社員 就業場所 愛媛県西予市

(1)11時00分～19時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0946-21-8700
正社員以外 就業場所 愛媛県西予市

郵便外務業務員
（八幡浜：集荷・運送担当）

時給 日本郵便　株式会社　八幡浜郵便局 雇用・労災・
健康・厚生

不問
155,520円～
155,520円1人 愛媛県八幡浜市下浜田１３５５－１６

38030- 1660711 他

生活相談員（常勤パート）
時給 社会福祉法人　西予総合福祉会 雇用・労災・

健康・厚生
不問

156,416円～
156,416円1人

管理栄養士
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

愛媛県西予市宇和町久枝甲１４３４－１

38030- 1662211 他

フォークリフト作業員
月給 株式会社　愛媛ちぬや 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

181,000円～
220,000円

206,200円～
230,000円1人 愛媛県八幡浜市大平１番耕地８７０番地２

38030- 1665011 日他

1人 愛媛県西予市三瓶町和泉甲７００番地１

38030- 1663511 日祝他

タクシー運転手
月給 アトムタクシー　株式会社 雇用・労災・

健康・厚生
不問

142,740円～
142,740円1人 愛媛県八幡浜市産業通１０－１１

38030- 1671511 他

調理員（西予市三瓶町）
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

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

37010-13165411

温泉・宿泊施設の支配人
年俸制 株式会社　ありがとうサービス 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

9時00分～23時00分の間の
8時間程度

他

脳トレ読書（国語）講師
（八幡浜）

月給 株式会社　コモダ 雇用・労災・
健康・厚生

64歳以下
8時30分～21時30分の間の
8時間程度138,000円～

160,000円2人

250,937円～
406,283円2人 愛媛県今治市八町西３丁目６－３０

38020- 3805311 他

愛媛県松山市大可賀２丁目１－２８　アイテムえひめ（愛媛国際貿易センタ－）２Ｆ

38010-17406211 日祝他

ウエットスーツの
製作スタッフ

月給 株式会社　ヴィアンドピー 雇用・労災・
健康・厚生

44歳以下
180,000円～
230,000円1人 愛媛県西予市三瓶町朝立７－６１－１

38030- 1657311 日祝他

調剤薬局事務員
月給 株式会社　アポリード 雇用・労災・

健康・厚生
44歳以下

130,000円～
130,000円1人 愛媛県八幡浜市大平１ー７７４ー５

38030- 1659911 土日祝他

子ども英会話講師
（契約社員）
八幡教室【八幡浜市】

月給 イッティージャパンウエスト　株式会社 雇用・労災・
健康・厚生

不問
180,000円～
180,000円1人 愛知県名古屋市名東区社台３－２３０

インターネット販売事務員
月給 ＫＩＲＡＫＵ 雇用・労災不問

10時00分～22時00分の間の
3時間以上

23010-17728511 日他

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

6時00分～19時00分の間の
6時間以上200,000円～

230,000円

130,000円～
160,000円1人 愛媛県八幡浜市五反田１－１７２－８

38030- 1648011 土日祝他

1人 愛媛県西宇和郡伊方町川之浜１１４７－１

38030- 1646511 日他

土木作業員
「建設」

月給 八代開発　株式会社 雇用・労災・
健康・厚生

不問
230,000円～
250,000円1人 愛媛県八幡浜市八代１８２番地

38030- 1649311 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
184,800円～
207,900円1人 愛媛県西予市宇和町野田４００－４

38030- 1651711 日祝他

販売員（宇和店）
（ロングパート）

時給 株式会社　ドラッグストアモリ 雇用・労災・
健康・厚生

不問
123,200円～
126,000円3人 福岡県朝倉市一ツ木１１４８－１

40150- 4259511 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。
＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊
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発行日： 　6  月   25  日
次回発行日： 　7  月    ５  日予定

必要な免許資格
休日

職種
年齢

採用人数
賃金形態

賃金（月額換算）
求人者名・所在地・求人番号・就業場所等 就業時間 加入保険等

℡ 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://hellowork.mhlw.go.jp/）

変形（1年単位）
(1)8時30分～17時00分 準中型自動車免許

雇用期間の定めなし TEL． 089-983-5677
正社員 就業場所 愛媛県西予市 給付

(1)8時00分～16時40分

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

変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時00分 大型自動車免許

中型自動車免許

雇用期間の定めなし TEL． 0894-69-1666
正社員 就業場所 愛媛県西予市

(1)13時00分～22時00分

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

(1)8時00分～17時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-89-2340
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． 0894-24-7163
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)8時00分～16時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0000-000-0000
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

変形（1ヶ月単位）
(1)8時45分～18時00分
(2)10時45分～20時00分
(3)12時00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 拠出

交替制あり
(1)8時00分～15時30分
(2)8時00分～16時30分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-22-0266
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． 000-0000-0000
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)10時00分～19時00分
(2)10時00分～17時00分
(3)12時00分～19時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-22-5787
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00分～17時30分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-62-5158
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

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-36-1122
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30分～17時30分 大型自動車免許

フォークリフト運転技能者

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)18時00分～2時00分

雇用期間の定めなし TEL． 090-7141-3030
正社員 就業場所 愛媛県西予市

(1)9時00分～17時00分

雇用期間の定めなし TEL． 089-948-8851
正社員 就業場所 愛媛県西予市

165,000円～
231,000円1人 広島県東広島市西条町御薗宇７２７番地２

34020- 3545111 日祝他

営業（西予営業所）
【訪問営業による農業機械の
販売】

月給 株式会社ヰセキ中四国
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

40歳以下

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
142,072円～
146,792円2人 愛媛県西予市宇和町瀬戸３９０－１

38030- 1627711 土他

構内作業員
（古紙分別・回収作業）

月給 株式会社カネシロ　西予リサイクルセンター
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

64歳以下
180,000円～
200,000円1人 愛媛県西予市宇和町永長１５４１－１

38030- 1631311 日他

仕込み・調理員
（正社員：くいもんや３０
５）

日給 有限会社　洋屋 雇用・労災・
健康・厚生

20歳～44歳
172,900円～
247,000円1人 愛媛県八幡浜市新町１丁目１４６５－１

38030- 1634111 月他

調理員
月給 合同会社あおなみ　小規模保育園あおなみ 雇用・労災・

健康・厚生
不問

136,000円～
192,000円1人

事務員
月給 大野水産　株式会社 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

愛媛県西予市宇和町永長１２５－１

38030- 1642111 日祝他

電気工事士
月給 有限会社　モリタ電工

雇用・労災・
健康・厚生・
その他

35歳以下
190,000円～
244,500円

140,000円～
150,000円1人 愛媛県喜多郡内子町平岡甲１６４

38080- 1321611 土他

2人 愛媛県八幡浜市五反田１－２１

38030- 1643711 日他

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
181,000円～
233,000円1人 新潟県新潟市南区清水４５０１番地１

15070- 6532011 他

ねり製品製造工（正社員）
月給 株式会社　谷本蒲鉾店 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

140,000円～
170,000円5人 愛媛県八幡浜市駅前１

38030- 1608311 木他

果樹栽培作業員
時給 二宮農園 労災44歳以下

160,000円～
160,000円2人 愛媛県八幡浜市五反田２－３２５

38030- 1611211 土日祝他

＃店頭販売スタッフ＃ａｕ
＃八幡浜＃完全未経験ＯＫ

月給 株式会社　三瀬商店 雇用・労災・
健康・厚生

不問
170,857円～
195,732円2人

食料品製造工（フルパート）
日給 株式会社　えひめフーズ 雇用・労災・

健康・厚生
不問

愛媛県八幡浜市裏田１３８６－１

38030- 1615311 他

建設作業員
日給 有限会社　ＭＳＫ　ｓｔｕｄｉｏ 雇用・労災・

健康・厚生
不問

139,100円～
139,100円

148,400円～
159,000円1人 愛媛県八幡浜市保内町喜木２－７８－１

38030- 1619711 日祝他

1人 愛媛県西予市宇和町永長１６０４番地１

38030- 1618111 日他

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- 1620511 日祝他

清掃員
時給 株式会社　オオタ 雇用・労災・

健康・厚生
44歳以下

194,600円～
194,600円1人 愛媛県八幡浜市郷２番耕地２０９番地８

38030- 1622011

06060- 1324311 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。
＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊

日他

家庭薬配置員【愛媛営業所】
（西予市・大洲市管内担当）

その他 協同薬品工業　株式会社 雇用・労災・
健康・厚生

64歳以下
123,000円～
270,000円1人 山形県長井市本町２丁目１０番６号
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