
発行日： 　８  月 ２５ 日予定
次回発行日： 　９  月   ６ 日予定

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） TEL． 090-2895-2722
正社員以外 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)7時00分～16時00分 大型自動車免許

雇用期間の定めなし TEL． 0894-66-0621
正社員 就業場所 愛媛県西予市

(1)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30分～17時30分 介護福祉士

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

(1)8時00分～17時00分

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

(1)9時00分～18時00分 介護福祉士

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

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時10分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-72-3625
正社員 就業場所 愛媛県西予市

交替制あり

雇用期間の定めなし TEL． 0894-35-6565
正社員以外 就業場所 愛媛県八幡浜市

変形（1ヶ月単位）
(1)6時30分～15時15分
(2)13時15分～22時00分
(3)21時45分～6時45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)8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-66-0355
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

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0895-22-0057
正社員以外 就業場所 愛媛県西予市

(1)9時00分～18時30分 美容師

雇用期間の定めなし TEL． 0894-62-7077
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 介護福祉士
(2)16時45分～9時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-28-1123
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市 厚生

(1)9時00分～18時30分
(2)8時30分～13時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-36-2338
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)8時30分～17時30分
(3)10時00分～19時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-62-5029
正社員 就業場所 愛媛県西予市

(1)8時15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

木他

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

他

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
44歳以下

170,000円～
170,000円1人 愛媛県八幡浜市郷４－３６３－１

38030- 2254111

介護職員
（就職氷河期世代限定求人）

日給 有限会社　和家　グループホーム蘭 雇用・労災・
健康・厚生

35歳～54歳
152,400円～
174,040円1人 愛媛県西予市宇和町河内１６７番地１

38030- 2279911

166,000円～
170,000円1人 愛媛県八幡浜市保内町宮内１－２８８－１

38030- 2274511 日祝他

1人 愛媛県八幡浜市五反田１－１０５０

38030- 2271711 他

歯科助手
月給 ショージ歯科医院 雇用・労災・

健康
44歳以下

愛媛県西予市宇和町上松葉７６－１

38030- 2270111 月他

介護福祉士
（ウェルフェア五反田）

月給 新愛商事　株式会社
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

59歳以下
165,700円～
218,300円

38030- 2280711 日他

美容師／スタイリスト
／アシスタント

月給 ＣＯＴＴＯＮ－ＣＬＵＢ 雇用・労災不問
255,200円～
515,200円1人

他

オペレーター 兼 土木作業員
日給 株式会社　浅建 雇用・労災・

健康・厚生
不問 車両系建設機械（整地・

運搬・積込用及び掘削用）
運転技能者

184,000円～
276,000円1人 愛媛県西予市宇和町皆田１３９４番地９

農作業員
月給 農事組合法人　瀬戸 雇用・労災・

健康・厚生
40歳以下

180,000円～
180,000円1人 愛媛県西予市宇和町瀬戸５９９

38030- 2282211

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

38030- 2294311 他

2人 愛媛県八幡浜市字中深１２２０－７

38030- 2293011 他

介護職員（正社員：松葉寮）
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- 2291511 日祝他

パン工房スタッフ
時給 株式会社　アゴラ 雇用・労災・

健康・厚生
不問

7時30分～18時30分の間の
7時間以上140,333円～

140,333円

土日祝他

機械工（正社員）
月給 メカニカルカーボン工業　株式会社

野村工場
雇用・労災・
健康・厚生

39歳以下
153,600円～
264,200円1人 愛媛県西予市野村町阿下８－８６－１

水日祝他

介護職員
（正社員：デイサービス）

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
147,000円～
169,000円1人 愛媛県八幡浜市向灘２２９番地１４

38030- 2290211

食品加工作業員
（フルパート）

時給 マルハフーズ　株式会社 雇用・労災・
健康・厚生

不問
141,040円～
154,800円1人 愛媛県八幡浜市１０７９－１（矢野町１丁目）

38030- 2288911

217,000円～
238,000円1人 愛媛県八幡浜市八代８９－２　谷野建設内

38030- 2303811 他

1人 愛媛県西予市宇和町卯之町３丁目３０７

38030- 2302711 他

施設管理者
（ホーム長：カトレア）

月給 きらら・ケア　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岡山５４８－１

38030- 2300911 日他

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
160,000円～
200,000円

38030- 2299811 金他

大型ダンプ運転手
月給 東和運送　株式会社 雇用・労災・

健康・厚生
不問

255,000円～
255,000円1人

必要な免許資格
休日

積込作業員
時給 ＴＲＵＳＴ　ＳＥＲＶＩＣＥ 雇用・労災不問

8時00分～19時00分の間の
8時間程度197,800円～

247,250円3人 愛媛県西予市三瓶町周木２－２００

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



発行日： 　８  月 ２５ 日予定
次回発行日： 　９  月   ６ 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/）

(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00分～17時30分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-82-0192
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． 0894-62-6517
正社員以外 就業場所 愛媛県西予市

(1)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)8時00分～17時00分
(2)9時00分～18時00分
(3)13時00分～22時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 050-8802-2010
正社員以外 就業場所 愛媛県西宇和郡伊方町

(1)7時30分～15時30分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-24-2288
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)9時00分～18時00分 薬剤師
(2)9時00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

(1)7時30分～17時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-22-1455
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． 0894-22-3890
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)8時00分～17時00分 三級自動車整備士

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30分～17時00分 二級自動車整備士

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） TEL． 0894-62-3211
正社員以外 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ヶ月以上） TEL． 06-6445-9501
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． 0894-62-5928
正社員 就業場所 愛媛県西予市

(1)8時30分～17時30分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-29-6005
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

保育士

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-21-0402
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． 0894-62-1561
正社員 就業場所 愛媛県西予市38030- 2190111 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。
＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊

土日祝他

食品製造加工員
月給 株式会社　アール・シー・フードパック

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

44歳以下
150,000円～
210,000円3人 愛媛県西予市宇和町卯之町２－５７５

保育士
月給 八幡浜市役所 雇用・公災・

健康・厚生
不問

7時30分～18時00分の間の
7時間以上163,100円～

163,100円1人 愛媛県八幡浜市北浜１丁目１－１

38030- 2219011

144,000円～
160,000円1人 愛媛県八幡浜市日土町２番耕地２番４１

38030- 2214711 木他

1人 愛媛県西予市宇和町下松葉６２２番地

38030- 2233411 日他

介護職員
月給 有限会社　めぐみ

デイサービスセンター日土のめぐみ
雇用・労災・
健康・厚生

64歳以下

愛媛県八幡浜市保内町宮内６－７２－１

38030- 2232511 土日祝他

測量士（見習）
月給 有限会社　井上測量事務所 雇用・労災・

健康・厚生
44歳以下

210,000円～
240,000円

38030- 2230811 他

製造作業員（フルパート）
時給 セイナン化成　株式会社　愛媛工場 雇用・労災・

健康・厚生
不問

126,000円～
126,000円1人

日他

自動車整備士
月給 株式会社　ＪＡ東宇和サービス

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問
170,000円～
230,000円1人 愛媛県西予市宇和町下松葉５３６番地

日祝他

建設機械・自動車整備士
（見習可）

月給 南海建機　株式会社 雇用・労災・
健康・厚生

64歳以下
180,000円～
250,000円1人 愛媛県八幡浜市保内町須川２０－１

38030- 2229611

配管工（見習い可）
日給 有限会社　村上水道工業所 雇用・労災・

健康・厚生
40歳以下

174,336円～
227,000円2人 愛媛県八幡浜市郷４番耕地３７２－６

38030- 2227011

190,400円～
190,400円2人 愛媛県八幡浜市１０００－１７（檜谷）

38030- 2225511 日他

1人 愛媛県八幡浜市江戸岡一丁目７－１５

38030- 2251311 日祝他

青果卸・柑橘の出荷作業員
日給 井上青果 雇用・労災不問

愛媛県八幡浜市沖新田１５８５－９

38030- 2243311 土他

薬剤師（しらはま薬局）
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
59歳以下

265,000円～
385,000円

38030- 2242011 月他

一般事務員
月給 玉岡水産　株式会社 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

150,000円～
200,000円1人

土他

スポーツセンター係員
（プール）

日給 伊方サービス　株式会社 雇用・労災・
健康・厚生

不問
134,400円～
134,400円1人 愛媛県西宇和郡伊方町九町浦安１番耕地１３４９番１

月他

総合職（総務、共済部）
月給 八幡浜漁業協同組合 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

142,000円～
174,000円1人 愛媛県八幡浜市大黒町５丁目１５２２－１８

38030- 2236611

施設運営マネージャー
（宇和米博物館）

月給 一般社団法人　ＺＥＮＫＯＮ―ｎｅｘ 雇用・労災・
健康・厚生

不問
136,000円～
150,000円2人 愛媛県西予市宇和町卯之町２丁目２４

38030- 2265211

157,900円～
255,000円1人 愛媛県西予市城川町下相５６６－１

38030- 2260611 土日祝他

1人 愛媛県八幡浜市天神通２丁目１５８２－１

38030- 2259411 日他

木材の伐採・搬出作業員
月給 株式会社　エフシー 雇用・労災・

健康・厚生
39歳以下

美容師
月給 ｓｕｒｅ 雇用・労災不問

151,000円～
220,000円
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発行日： 　８  月 ２５ 日予定
次回発行日： 　９  月   ６ 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）

雇用期間の定めなし TEL． 0894-36-2558
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 ホームヘルパー２級
(2)8時30分～17時30分

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

交替制あり
(1)5時15分～14時20分
(2)8時30分～17時35分
(3)10時15分～19時20分

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

(1)8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-72-0054
正社員 就業場所 愛媛県西予市

(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
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 介護福祉士
(2)16時45分～9時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-28-1123
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市 厚生

(1)8時30分～17時15分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-72-2306
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～15時45分 介護福祉士
(2)8時30分～17時15分
(3)11時15分～20時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-28-1123
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市 厚生

交替制あり

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ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分 フォークリフト運転技能者
(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． 0894-22-0056
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

雇用期間の定めなし TEL． 0894-20-5828
正社員 就業場所 愛媛県西宇和郡伊方町 厚生

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． 0894-22-1184
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． 0894-62-0327
正社員 就業場所 愛媛県西予市

(1)8時30分～17時30分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-24-4411
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． 0894-22-4869
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～16時00分 介護福祉士
(2)7時45分～16時45分
(3)9時30分～18時30分

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

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

145,000円～
195,000円1人 愛媛県西予市三瓶町朝立２－１－７

38030- 2115611 他

1人 愛媛県八幡浜市八代乙４６３－６９

38030- 2113011 土日他

看護補助者（三瓶病院）
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１１０７－１

38030- 2112411 土日祝他

船舶エンジン修理工
時給 有限会社　八代機工 雇用・労災・

健康・厚生
不問

172,800円～
345,600円

38030- 2109111 日他

経理事務員
月給 高鍋勝彦税理士事務所 雇用・労災・

健康・厚生
不問

150,000円～
200,000円1人

日祝他

土木作業員・技術者
〈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
163,100円～
279,600円1人 愛媛県西予市宇和町卯之町１－３９６

他

建築現場労務作業員
月給 小西建設　株式会社 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

250,000円～
300,000円1人 愛媛県八幡浜市古町２－１－１５

38030- 2106311

介護職員（グループホーム
よろこび大久）

月給 株式会社　悠遊社　伊方事業所 雇用・労災・
健康・厚生

不問
160,000円～
170,000円3人 愛媛県西宇和郡伊方町大久１３９１番地１

38030- 2103511

167,580円～
181,760円2人 愛媛県八幡浜市八代１丁目３－３０

38030- 2093911 日祝他

2人 愛媛県八幡浜市中深１２２０－７

38030- 2188011 他

総合職（物流作業員）
月給 宇和島自動車運送　株式会社

八幡浜営業所
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

59歳以下

38030- 2185211 他

ドコモショップ
法人営業スタッフ
（八幡浜・大洲）【正社員】

月給 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

59歳以下
9時30分～19時15分の間の
8時間程度160,000円～

207,700円

土日祝他

介護福祉士
（コンフォート松柏）

月給 社会福祉法人　弘正会
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

59歳以下
165,700円～
218,300円2人 愛媛県八幡浜市五反田１番耕地７６－３

介護支援専門員
月給 社会福祉法人　西予市社会福祉協議会 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下 介護支援専門員

（ケアマネージャー）150,936円～
206,512円3人 愛媛県西予市野村町野村１２号１５番地

38030- 2173911

158,100円～
205,200円1人 愛媛県八幡浜市五反田１－１０４６－１

38030- 2169211 他

1人 愛媛県八幡浜市大平１－６３８

38030- 2164611 他

介護福祉士（真網代くじら）
月給 医療法人　青峰会

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

59歳以下

愛媛県西予市野村町野村１２－５９２

38030- 2162011 土日祝他

一般事務員（栄養療法科）
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

38030- 2208211 他

一般事務員
日給 株式会社　井石建設 雇用・労災・

健康・厚生
不問

130,000円～
130,000円1人

他

給食調理員
月給 西予市立　西予市民病院 雇用・労災・

健康・厚生
不問

144,519円～
216,979円1人 愛媛県西予市宇和町永長１４７番地１

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

148,000円～
180,000円1人 愛媛県八幡浜市新町２７２番地１

38030- 2207811

7時00分～20時00分の間の
7時間程度240,000円～

300,000円1人 愛媛県八幡浜市保内町宮内１－１５３－１

38030- 2196011

精肉加工販売員
（主任・トレーナー候補）

月給 株式会社　木村チェーン　保内店 雇用・労災・
健康・厚生

64歳以下

3



発行日： 　８  月 ２５ 日予定
次回発行日： 　９  月   ６ 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
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(1)8時00分～17時00分 フォークリフト運転技能者

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-56-0111
正社員以外 就業場所 愛媛県西宇和郡伊方町

(1)8時00分～16時30分 フォークリフト運転技能者

雇用期間の定めなし TEL． 0894-22-4133
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． 0894-23-2121
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)8時20分～17時00分 ２級管工事施工管理技士

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

変形（1年単位）
(1)7時00分～16時00分
(2)7時00分～16時30分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-89-3120
正社員 就業場所 愛媛県西予市

(1)8時30分～17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． 0894-62-7030
正社員 就業場所 愛媛県西予市

(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． 0894-62-5009
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)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年単位） 大型自動車免許
(1)8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-72-2200
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． 0894-22-5787
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 大型自動車免許

玉掛技能者

雇用期間の定めなし TEL． 0894-62-6677
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15分 看護師
(2)17時00分～1時00分 准看護師
(3)0時45分～8時45分

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

変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時00分 大型自動車免許

牽引免許

雇用期間の定めなし TEL． 0894-75-0303
正社員 就業場所 愛媛県西予市

(1)7時00分～16時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-23-0300
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

変形（1ヶ月単位）
(1)0時20分～21時10分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-22-1283
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 日商簿記２級

雇用期間の定めなし TEL． 0894-62-5880
正社員 就業場所 愛媛県西予市

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

経理事務員
月給 株式会社　おがた蒲鉾 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

170,000円～
170,000円1人 愛媛県西予市宇和町大江４１２－１

38030- 2078111

172,000円～
172,000円1人 愛媛県八幡浜市１５８６番地　観光センタービル１Ｆ

38030- 2075311 他

2人 愛媛県八幡浜市向灘２３５１番地２

38030- 2073411 他

フェリー運航補助員
日給 石鎚　株式会社 雇用・労災・

健康・厚生
18歳以上

愛媛県西予市野村町河西１１６２

38030- 2085911 日祝他

出荷作業員
月給 株式会社　マルミ 雇用・労災・

健康・厚生
不問

250,000円～
330,000円

38030- 2084611 他

トレーラー運転手
月給 株式会社　野村貨物 雇用・労災・

健康・厚生
不問

400,000円～
500,000円1人

日他

正看護師又は准看護師
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
149,200円～
221,900円2人 愛媛県八幡浜市若山４番耕地１６０番地１

日祝他

鉄筋工（見習可）
日給 株式会社　山口工業 雇用・労災・

健康・厚生
64歳以下

174,750円～
174,750円2人 愛媛県西予市宇和町清沢１９２０－１

38030- 2082011

プロパンガス販売、配達員
月給 株式会社　三瀬洋商店 雇用・労災・

健康・厚生
64歳以下

200,000円～
200,000円2人 愛媛県八幡浜市裏田１３８６－１

38030- 2090011

207,900円～
231,000円3人 愛媛県西予市野村町高瀬３５６９

38030- 2154011 日他

愛媛県西予市宇和町上松葉１６５－１

38030- 2151211 他

土木作業員
日給 株式会社　藤田建設 雇用・労災・

健康・厚生
不問 車両系建設機械（整地・

運搬・積込用及び掘削用）
運転技能者

38030- 2137511 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

146,000円～
148,000円1人

日祝他

看護職員（正社員：日勤）
月給 医療法人　高仁会 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

190,000円～
220,000円2人 愛媛県西予市宇和町上松葉１８４－２

土日他

看護師
月給 医療法人　開明眼科 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

180,000円～
320,000円1人 愛媛県西予市宇和町卯之町５丁目２５２

38030- 2132911

鮮魚加工スタッフ、設備
（正社員）

月給 株式会社　宇和島海道 雇用・労災・
健康・厚生

40歳以下
170,000円～
250,000円1人 愛媛県西予市明浜町渡江２６－６

38030- 2126711

165,000円～
254,500円2人 愛媛県八幡浜市北浜１－３－５

38030- 2124911 日祝他

1人 愛媛県八幡浜市昭和通１２８０

38030- 2123611 日他

管工事施工作業員
月給 株式会社　池田喜伴商店 雇用・労災・

健康・厚生
64歳以下

愛媛県八幡浜市沖新田１５８１－２２　港湾ビル２Ｆ

38030- 2120411 日他

出荷事務員
月給 八幡浜紙業　株式会社 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

140,000円～
160,000円

38030- 2117111 他

長距離運転手【見習い】
日給 丸回企業　株式会社 雇用・労災・

健康・厚生
40歳以下

137,400円～
137,400円1人

水産物選別作業員
時給 三崎漁業協同組合 雇用・労災・

健康・厚生
不問

164,160円～
164,160円2人 愛媛県西宇和郡伊方町串１９番地
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