
発行日： 　6  月   4  日
次回発行日： 　6  月  15 日予定

変形（1年単位）
(1)9時30分～19時15分
(2)9時00分～18時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0859-30-4670 日祝他
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 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 他
正社員以外 就業場所 愛媛県西予市

(1)8時45分～17時30分

雇用期間の定めなし TEL． 087-885-5251 日祝他
正社員 就業場所 愛媛県西予市

交替制あり
(1)5時30分～14時30分 調理師
(2)9時45分～18時45分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 089-907-5750 他
正社員以外 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 日他
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～18時00分 看護師
(2)8時30分～13時00分 准看護師

雇用期間の定めなし TEL． 0894-72-3456 日祝他
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

雇用期間の定めなし TEL． 0894-62-4652 日他
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． 0894-72-3961 日他
正社員 就業場所 愛媛県西予市

変形（1ヶ月単位）
(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 他
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． 0894-24-5785 日他
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～22時30分 大型自動車第二種免許

雇用期間の定めなし TEL． 0894-23-1000 他
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． 0894-22-3211 他
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 準中型自動車免許

雇用期間の定めなし TEL． 0894-22-0070 日祝他
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)8時00分～17時00分 その他の電気工事関係資格

雇用期間の定めなし TEL． 0894-22-0070 日祝他
正社員 就業場所 愛媛県西予市

変形（1ヶ月単位）
(1)7時15分～16時15分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-36-1707 他
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市 給付

変形（1ヶ月単位）
(1)8時15分～17時15分
(2)17時00分～9時00分

雇用期間の定めなし TEL． 089-992-3856 他
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。
＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊

運転技術員（施設管理）
月給 株式会社　日本管財環境サービス

八幡浜事業所
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

44歳以下
160,000円～
240,000円1人 愛媛県八幡浜市栗野浦５７４番地７７　八幡浜浄化センター内

38030- 1514711

製造職
月給 株式会社　あわしま堂 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

144,500円～
170,000円5人 愛媛県八幡浜市保内町川之石１－２３７－５３

38030- 1513111

冷凍冷蔵倉庫
保守管理業務員

日給 愛媛冷凍冷蔵　株式会社 雇用・労災・
健康・厚生

59歳以下
172,000円～
222,800円1人 愛媛県八幡浜市１０７９（矢野町１－１）

38030- 1511611

営業員
日給 マルハフーズ　株式会社 雇用・労災・

健康・厚生
64歳以下

182,640円～
291,200円3人 愛媛県八幡浜市１０７９－１（矢野町１丁目）

38030- 1510311

リハビリ室助手
月給 市立八幡浜総合病院 雇用・労災・

健康・厚生
不問

141,387円～
141,387円1人 愛媛県八幡浜市大平１－６３８

38030- 1509511

送迎バス運転手
月給 株式会社　富士タクシー

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

59歳以下
180,000円～
200,000円2人 愛媛県八幡浜市昭和通１４６０－７３

38030- 1507811

造園工事作業員（見習い）
日給 株式会社　四洲園 雇用・労災・

健康・厚生
不問

184,000円～
230,000円1人 愛媛県八幡浜市江戸岡２丁目５番２７号

38030- 1504911

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

69歳以下
158,000円～
220,000円1人 愛媛県西予市野村町野村１１－１１０

38030- 1493211

地質調査及びさく井作業員
日給 有限会社　コアテックノムラ 雇用・労災・

健康・厚生
44歳以下

207,000円～
299,000円2人 愛媛県西予市野村町高瀬１６４５

38030- 1489311

魚介類の調理・販売・
配達係

日給 橋本鮮魚 雇用・労災44歳以下
150,988円～
190,400円1人 愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目１９１

38030- 1485211

看護師又は准看護師
月給 医療法人　おか医院 雇用・労災・

健康・厚生
不問

185,000円～
220,000円1人 愛媛県西予市野村町阿下７－１７－１

38030- 1482111

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- 1481911

調理師
（西予市／奥伊予荘）

時給 株式会社　ＬＯＨＡＳ
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問
155,520円～
172,800円1人 愛媛県松山市一番町１丁目１４番地７　フジコビル３階

38010-15998111

営業（西予営業所）
月給 ロジスネクスト四国　株式会社

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

59歳以下
172,200円～
226,000円1人 香川県高松市御厩町１６４５－１

37010-12417211

調理師（西予市）
正社員候補

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
173,000円～
242,200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

37010-12181311

必要な免許資格
休日

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
195,084円～
220,372円1人 鳥取県米子市両三柳３２３番地１　大共ビル１Ｆ

31020- 7121811

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/）
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(1)8時30分～17時30分 看護師
理学療法士
作業療法士

雇用期間の定めなし TEL． 0894-62-8061 他
正社員 就業場所 愛媛県西予市

(1)8時30分～17時30分 介護福祉士

雇用期間の定めなし TEL． 0894-38-2360 土日他
正社員 就業場所 愛媛県西宇和郡伊方町 厚生

(1)7時30分～17時30分 移動式クレーン運転士
大型特殊自動車免許

雇用期間の定めなし TEL． 0894-62-4278 日祝他
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
(2)8時00分～17時00分
(3)5時00分～14時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-72-0555 日祝他
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 大型自動車免許

雇用期間の定めなし TEL． 0894-75-0303 日祝他
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． 0894-37-2202 日祝他
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市 厚生

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分 中型自動車免許

８トン限定中型自動車免許

準中型自動車免許
雇用期間の定めなし TEL． 0894-62-4704 他

正社員 就業場所 愛媛県西予市
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)11時00分～20時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-72-3737 他
正社員 就業場所 愛媛県西予市

(1)8時30分～17時15分
(2)8時30分～12時15分

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

変形（1年単位）

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

交替制あり
(1)7時00分～15時00分
(2)14時00分～22時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-23-0050 他
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)7時30分～16時15分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-54-0660 日他
正社員 就業場所 愛媛県西宇和郡伊方町

(1)8時00分～16時30分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-33-3636 他
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

雇用期間の定めなし TEL． 0893-57-9777 日他
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 他
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． 0894-62-3109
正社員 就業場所 愛媛県西予市 厚生

日他

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

土木作業員
月給 有限会社　市川造園建設 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

190,000円～
280,000円2人 愛媛県西予市宇和町新城７２０番地

38030- 1390011

寿司・弁当・天ぷら・
惣菜等の製造および販売
（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
170,000円～
170,000円1人 福岡県北九州市門司区黄金町６－２８

40062- 2734711

作業員（正社員）
月給 竹林興業　株式会社 雇用・労災・

健康・厚生
40歳以下

150,000円～
200,000円1人 愛媛県大洲市東大洲５８６番地６

38080- 1208611

精肉係
時給 株式会社　Ａコープ西日本

Ａコープみかめ
雇用・労災・
健康・厚生

不問
134,400円～
134,400円1人 愛媛県西予市三瓶町朝立１－５４９－１

38030- 1560611

生コン工務係
日給 九四生コン　株式会社 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

180,000円～
191,250円1人 愛媛県西宇和郡伊方町名取３０６５番地

38030- 1556811

フロント及び宿泊係
（正社員）

月給 佐田岬リゾート　株式会社 雇用・労災・
健康・厚生

64歳以下
160,000円～
160,000円1人 愛媛県八幡浜市２１６－４（海老崎）

38030- 1554111

カフェスタッフ
（ｃａｆｅ
ｃｈｏｕｃｈｏｕ）

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
8時00分～18時00分の間の
8時間程度155,376円～

159,120円1人 愛媛県八幡浜市中深１２２０－７

38030- 1545911

生活支援員
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

59歳以下
187,300円～
222,400円1人 愛媛県八幡浜市松柏乙６４８番地１

38030- 1542011

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

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- 1541411

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1人 愛媛県西予市宇和町清沢１６３１

38030- 1537911

現場代理人（経験者）
日給 有限会社　井上電気

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

59歳以下
219,450円～
277,200円1人 愛媛県八幡浜市保内町宮内５－２６６－１

38030- 1533411

大型トラック運転手
月給 株式会社　野村貨物 雇用・労災・

健康・厚生
不問

300,000円～
400,000円1人 愛媛県西予市野村町河西１１６２

38030- 1529611

製造機械オペレーター
月給 株式会社　グリーンヒル 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

150,000円～
200,000円1人 愛媛県西予市野村町阿下６号３８０番地

38030- 1528311

クレーン運転手
日給 南予重機　株式会社 雇用・労災・

健康・厚生
64歳以下

194,400円～
324,000円2人 愛媛県西予市宇和町郷内３５５６番地

38030- 1524211

雇用・労災・
健康・厚生

59歳以下
141,604円～
141,604円1人 愛媛県西宇和郡伊方町湊浦１９９５番地１

38030- 1520911

愛媛県西予市宇和町山田１５５８番地

38030- 1519011

介護職員
月給 社会福祉法人　伊方町社会福祉協議会

機能訓練指導員
月給 株式会社　さくら 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

170,000円～
220,000円1人
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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/）

(1)8時30分～17時30分
(2)8時30分～12時30分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0000-00-0000 日祝他
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 大型自動車免許

雇用期間の定めなし TEL． 0894-77-0321 日他
正社員 就業場所 愛媛県西予市

(1)8時30分～17時15分 保育士
(2)9時30分～18時15分 その他の専修・各種学校教員関係資格

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-22-3111 土日祝他
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～16時45分

雇用期間の定めなし TEL． 03-3226-9085 他
正社員 就業場所 愛媛県西予市 拠出・給付

(1)9時00分～18時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-29-0037 土日他
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)8時10分～17時20分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-24-2121 土日祝他
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市 厚生

変形（1ヶ月単位）

雇用期間の定めなし TEL． 0894-22-0038 他
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)9時00分～18時00分 美容師

雇用期間の定めなし TEL． 0894-62-6331 月他
正社員 就業場所 愛媛県西予市

(1)8時00分～17時00分 その他の建築技術関係資格

雇用期間の定めなし TEL． 0894-24-4208 土日他
正社員 就業場所 愛媛県西宇和郡伊方町

(1)8時15分～19時15分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-35-6699 木他
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

雇用期間の定めなし TEL． 0894-33-3751 日祝他
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15分
(2)9時30分～18時15分
(3)22時00分～16時45分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-62-3773 他
正社員 就業場所 愛媛県西予市

(1)9時00分～18時00分 大型自動車免許

雇用期間の定めなし TEL． 0000-00-0000 他
正社員 就業場所 愛媛県西予市

(1)8時15分～18時00分
(2)8時15分～12時00分
(3)8時15分～13時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-35-7111 日祝他
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)8時00分～17時00分 日商簿記３級
(2)8時30分～17時30分 簿記能力検定（全経３級）

(3)9時00分～18時00分 簿記実務検定３級
雇用期間の定めなし TEL． 0894-23-0703 土日祝他

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． 0894-22-0228 日他
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市 厚生

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

剪定作業員
日給 ヤシ口農園　有限会社 雇用・労災・

健康・厚生
44歳以下

188,000円～
188,000円2人 愛媛県八幡浜市大字八代１５３

38030- 1430311

経理事務員
月給 門田優税理士事務所 雇用・労災・

健康・厚生
44歳以下

160,000円～
160,000円1人 愛媛県八幡浜市江戸岡１丁目８番５号マルマビル２階

38030- 1437511

受付事務及び
リハビリ補助スタッフ

月給 にしむら　整形外科 雇用・労災・
健康・厚生

44歳以下
140,000円～
170,000円1人 愛媛県八幡浜市昭和通１５１０番１３９

38030- 1436211

ゴミ回収及び
リサイクルショップの店番

日給 有限会社　丸市環境開発 雇用・労災・
健康・厚生

不問
151,200円～
194,400円1人 愛媛県西予市宇和町伊賀上１６４６－５

38030- 1434711

介護職員【令和３年採用：
募集要項あり】

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
158,450円～
162,650円2人 愛媛県西予市宇和町久枝甲１４３４－１

38030- 1441111

設備管理スタッフ
（排水担当）

月給 株式会社　愛媛ちぬや 雇用・労災・
健康・厚生

44歳以下
146,000円～
165,000円1人 愛媛県西予市三瓶町和泉甲７００番地１

38030- 1457911

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

170,000円～
170,000円2人 愛媛県八幡浜市郷４－３６３－１

38030- 1453411

仕上工、鍛冶工、機械工
日給 有限会社　横尾工業 雇用・労災・

健康・厚生
18歳以上

157,680円～
231,120円3人 愛媛県八幡浜市布喜川丁２４８番地１

38030- 1450811

美容師又はアシスタント
月給 美容室　フェアリーテイル 雇用・労災30歳以下

142,000円～
200,000円1人 愛媛県西予市宇和町坂戸５１０－８

38030- 1466111

ソフトバンク接客スタッフ
月給 株式会社Ａｉ（ソフトバンク八幡浜） 雇用・労災・

健康・厚生
不問

10時00分～19時00分の間の
8時間程度180,000円～

257,000円2人 愛媛県八幡浜市松柏丙８２５番１　エースワン八幡浜店　駐車場内

38030- 1463311

一般事務員
月給 株式会社　デンカ

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

44歳以下
145,000円～
160,000円1人 愛媛県八幡浜市産業通１２－２０

38030- 1462011

品質管理員（責任者候補）
月給 株式会社　ＵＦＣプロダクツ　四国工場 雇用・労災・

健康・厚生
44歳以下

160,000円～
230,000円1人 愛媛県八幡浜市保内町磯崎１５０１番

38030- 1460511

施工スタッフ（南予）
月給 株式会社　アサンテ

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

59歳以下
200,500円～
205,500円1人 東京都新宿区新宿１－３３ー１５アサンテビル

13080-29484611

児童指導員
（発達支援センター）

月給 八幡浜市役所 雇用・労災・
健康・厚生

不問
146,100円～
163,100円1人 愛媛県八幡浜市北浜１丁目１－１

38030- 1467711

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

64歳以下
207,900円～
242,550円2人 愛媛県西予市野村町西２２４番地

38030- 1476811

1人 愛媛県西予市宇和町卯之町３丁目３０９

38030- 1479411

ダンプカー運転手
日給 株式会社　西建設

医療事務員
月給 宇都宮内科クリニック 雇用・労災・

健康・厚生
不問

160,000円～
180,000円
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発行日： 　6  月   4  日
次回発行日： 　6  月  15 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ヶ月単位）
(1)8時30分～16時45分 保育士
(2)12時30分～20時45分
(3)7時00分～15時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-22-0026 他
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)8時30分～18時00分 薬剤師
(2)8時30分～12時30分

雇用期間の定めなし TEL． 090-6887-5511 日祝他
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

交替制あり
(1)8時00分～17時00分 保育士
(2)9時00分～18時00分 幼稚園教諭免許（専修・１種・２種）

(3)8時00分～12時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-62-3855 日祝他

正社員以外 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

雇用期間の定めなし TEL． 0894-62-1164 日他
正社員 就業場所 愛媛県西予市

(1)9時00分～18時00分 看護師

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

(1)7時50分～17時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-62-0091 日他
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 危険物取扱者（乙種）
(2)8時00分～17時00分
(3)13時00分～21時00分

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

(1)16時30分～9時30分

雇用期間の定めなし TEL． 090-9773-2555 他
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

雇用期間の定めなし TEL． 0894-62-0592 日祝他
正社員 就業場所 愛媛県西予市

(1)7時00分～16時00分
(2)7時00分～12時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-33-3344 日他
正社員 就業場所 愛媛県西予市

(1)8時30分～17時15分 介護支援専門員（ケアマネージャー）

(2)8時30分～12時30分

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

変形（1年単位）
保育士

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-89-2340 日祝他
正社員以外 就業場所 愛媛県西予市

変形（1年単位）
(1)8時45分～18時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-62-6222 他
正社員以外 就業場所 愛媛県西予市

変形（1ヶ月単位）
(1)7時30分～16時30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． 0894-72-1371 他
正社員 就業場所 愛媛県西予市

変形（1ヶ月単位）
(1)8時15分～16時45分
(2)10時00分～18時30分
(3)16時00分～0時30分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 088-871-3303 他
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． 0894-62-0327 日他
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。
＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊

10時00分～23時00分の間の
7時間以上

建築大工〈未経験大歓迎〉
日給 中央綜合建設　株式会社 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

186,400円～
302,900円1人 愛媛県西予市宇和町卯之町１－３９６

38030- 1398511

ホール・カウンター
（ＤＩＶＯ宇和店）

月給 （株）セントラル
（セントラルグループ遊技部門）

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

18歳以上
149,094円～
220,000円5人 高知県高知市和泉町８－８

39010-10422711

介護員（西予市）
月給 有限会社　ラッセル社 雇用・労災・

健康・厚生
69歳以下

160,000円～
195,000円2人 愛媛県松山市津吉町１１４２－１

38010-15119811

総合案内スタッフ
（指定管理業務）

月給 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
145,300円～
181,300円1人 愛媛県松山市三番町４丁目９－５

38010-15156611

保育士
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
7時30分～18時30分の間の
8時間程度161,000円～

193,000円1人 愛媛県西予市宇和町永長１２５－１

38030- 1413011

居宅ケアマネージャー
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
196,200円～
230,000円1人 愛媛県八幡浜市大平１番耕地８７０番地２

38030- 1410211

養殖作業及び
活魚加工作業員

日給 赤坂水産　有限会社 雇用・労災・
健康・厚生

28歳以下
201,400円～
248,000円1人 愛媛県西予市三瓶町周木６－１１２－２

38030- 1408911

営業員
月給 株式会社　乙媛印刷社 雇用・労災・

健康・厚生
44歳以下

160,000円～
200,000円1人 愛媛県西予市宇和町卯之町２－５３７

38030- 1407611

介護職員（夜勤常勤）
日給 きらら・ケア　株式会社 雇用・労災・

健康・厚生
18歳以上

176,000円～
234,000円2人 愛媛県八幡浜市八代８９－２　谷野建設内

38030- 1404411

ガソリンスタンド店員
（ＪＡＳＳ－ＰＯＲＴ
にしうわ）

日給 西宇和農業協同組合 雇用・労災・
健康・厚生

不問
142,800円～
174,600円1人 愛媛県八幡浜市江戸岡１丁目１２－１０

38030- 1403511

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

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

38030- 1423611

訪問看護師
（訪問看護ステーション
八幡浜）

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
320,000円～
368,500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- 1421011

ダンプ運転手
月給 三興運輸　有限会社 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

160,000円～
170,000円1人 愛媛県西予市宇和町坂戸６４０番地

38030- 1418711

保育士（フルタイム）
月給 有限会社　コナント英語学院 雇用・労災・

健康・厚生
不問

190,000円～
240,000円1人 愛媛県西予市宇和町坂戸６６０－５

38030- 1417111

雇用・労災・
健康・厚生

59歳以下
340,000円～
360,000円1人 愛媛県八幡浜市江戸岡１丁目８７０－３

38030- 1427811

愛媛県八幡浜市五反田１－２５

38030- 1424911

薬剤師
月給 八幡浜中央薬局

保育士
月給 社会福祉法人　八幡浜少年ホーム 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

157,980円～
157,980円2人
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