
発行日： 　８  月 １６ 日
次回発行日： 　８  月 ２５ 日予定

(1)14時30分～17時30分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-23-0011
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市 厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-72-3820
パート労働者 就業場所 愛媛県西予市

(1)18時00分～22時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-36-1338
パート労働者 就業場所

交替制あり
(1)8時30分～12時30分
(2)13時00分～17時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-89-2722
パート労働者 就業場所 愛媛県西予市

薬剤師

雇用期間の定めなし TEL． 0894-35-7031
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)7時30分～15時30分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-22-3111
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)12時00分～16時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-22-1455
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

雇用期間の定めなし TEL． 0894-65-1417
パート労働者 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． 0894-62-5009
パート労働者 就業場所 愛媛県西予市

交替制あり

介護福祉士
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-29-1596

パート労働者 就業場所

雇用期間の定めなし TEL． 0894-29-6005
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)8時35分～17時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-62-1171
パート労働者 就業場所 愛媛県西予市

(1)17時00分～18時30分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-62-5009
パート労働者 就業場所 愛媛県西予市

(1)22時00分～6時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-29-5037
パート労働者 就業場所 愛媛県西予市

(1)9時00分～18時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-72-3737
パート労働者 就業場所 愛媛県西予市

(1)13時00分～17時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-36-2005
パート労働者 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。
＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊

850円～850円1人 愛媛県八幡浜市保内町喜木１－７０－１

38030- 2191711 他

1人 愛媛県西予市野村町松渓１号１３０９番地１

38030- 2074011 他

用務係
時給 株式会社　高原観光 労災不問

愛媛県西予市三瓶町朝立７番耕地６０番地１

38030- 2218411 他

調理員
日給 あいの里　有限会社 労災不問

896円～896円

38030- 2217511 他

コンビニエンスストア
販売員

時給 株式会社　スキュリエ 雇用・労災不問
1,000円～
1,100円1人

土日祝他

食器洗浄員
（パート）

時給 医療法人　高仁会 労災不問
800円～1,000

円2人 愛媛県西予市宇和町上松葉１８４－２

他

入力事務員
（校正書類）

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

895円～895円1人 愛媛県西予市宇和町坂戸４８０

38030- 2216211

8時30分～17時30分の間の
6時間程度

820円～950円1人 愛媛県八幡浜市日土町２番耕地２番４１

38030- 2215811

1人 愛媛県八幡浜市江戸岡１丁目８－５　マルマビル１Ｆ

38030- 2212911 日他

介護職員
時給 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・労災不問

他

訪問入浴
ケアスタッフ

時給 セントケア四国　株式会社
セントケア八幡浜 労災不問

9時00分～18時00分の間の
7時間程度

介護職員初任者研修
修了者1,264円～

1,314円

他

調理職員（パート）
時給 株式会社　たかちほ 雇用・労災不問

800円～850円2人 愛媛県西予市宇和町上松葉１６５－１

38030- 2211611

8時50分～17時50分の間の
5時間程度

880円～880円1人 愛媛県西予市明浜町狩浜３－１３４

38030- 2231211

2人 愛媛県八幡浜市１０００－１７（檜谷）

38030- 2224211 日他

受注事務員
時給 株式会社　地域法人　無茶々園 雇用・労災不問

愛媛県八幡浜市北浜１丁目１－１

38030- 2223811 土日祝他

選別・箱詰め作業員
時給 井上青果 労災不問

1,000円～
1,000円

38030- 2252611 日祝他

学校生活支援員
時給 八幡浜市役所 雇用・公災・

健康・厚生
不問

968円～968円1人

土日他

薬剤師（よつば薬局
駅前西通店）

時給 よつばメディカルサービス　株式会社 労災59歳以下
8時30分～17時30分の間の
3時間以上2,000円～

3,000円1人 愛媛県八幡浜市江戸岡一丁目７－１５

介護補助員
時給 一般社団法人　のんびり家 労災不問

850円～850円1人 愛媛県西予市宇和町野田４５番地

38030- 2241411

18時00分～22時00分の間の
2時間以上

4人 愛媛県八幡浜市保内町宮内１－２８９－１

38030- 2238111 土日他

愛媛県西予市野村町野村９号４７番地３

38030- 2257211 他

製造作業員
（開梱工程・前処理工程）

時給 オレンジベイフーズ　株式会社 労災不問
1,000円～
1,000円

日祝他

介護補助者
時給 西予市野村　介護老人保健施設　つくし苑 労災不問

8時30分～17時15分の間の
3時間以上888円～1,333

円1人

必要な免許資格
休日

送迎運転手
（チヨダクリニック）

時給 医療法人　青峰会 労災不問
1,000円～
1,000円1人 愛媛県八幡浜市五反田１－１０４６－１

38030- 2255711

職種
年齢

採用人数
賃金形態

賃金（時間換算）
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 １６ 日
次回発行日： 　８  月 ２５ 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（時間換算）
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)9時45分～19時15分
(2)9時45分～13時15分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-69-1521
パート労働者 就業場所 愛媛県西予市 厚生

(1)6時30分～9時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-62-7617
パート労働者 就業場所

(1)8時00分～12時00分 看護師
(2)13時00分～17時00分 准看護師

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-22-0222
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)8時30分～15時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-22-3211
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)9時00分～15時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-20-5828
パート労働者 就業場所 愛媛県西宇和郡伊方町

(1)8時00分～14時00分
(2)14時00分～20時00分
(3)12時00分～18時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） TEL． 080-5068-1181
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)8時00分～16時00分 大型自動車免許

雇用期間の定めなし TEL． 0894-62-1161
パート労働者 就業場所 愛媛県西予市

(1)8時30分～13時00分
(2)11時00分～17時00分
(3)17時00分～21時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-23-2737
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)18時00分～23時00分
(2)22時00分～1時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-20-8310
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

交替制あり
(1)8時30分～12時30分 看護師
(2)12時30分～16時30分 准看護師
(3)12時00分～16時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-62-7030
パート労働者 就業場所 愛媛県西予市

雇用期間の定めなし TEL． 0894-62-2011
パート労働者 就業場所 愛媛県西予市

交替制あり
(1)0時00分～9時00分
(2)9時00分～15時00分
(3)15時00分～0時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-36-0187
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)9時30分～15時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-24-3121
パート労働者 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． 0894-62-3773
パート労働者 就業場所 愛媛県西予市

(1)8時00分～13時00分 看護師

(2)13時00分～18時00分
准看護師

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-21-2853
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)9時30分～15時30分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-20-8311
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

他

就職支援セミナーのご案内
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【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。
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土日祝他

商品管理・レジ業務及び
事務員

時給 エディオン　フジグラン北浜店 雇用・労災・
健康・厚生

不問

850円～850円1人 愛媛県八幡浜市北浜１丁目４－３３

38030- 2088811

看護師

時給 社会福祉法人和泉蓮華会
八幡浜市病児・病後児保育施設
キッズケア・しらはま

雇用・労災不問
1,030円～
1,030円1人 愛媛県八幡浜市向灘３０６３番地 8時00分～18時00分の間の

3時間以上
38030- 2160511

970円～970円2人 愛媛県西予市宇和町久枝甲１４３４－１

38030- 2158111 日祝他

愛媛県八幡浜市中深１２２０－７

38030- 2156611 他

保育士
（うわまち未来こども園）

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
8時00分～17時15分の間の
7時間程度

38030- 2140911 他

清掃スタッフ
（スーパーホテル八幡浜）

時給 株式会社　ステップコミュニケーション 雇用・労災不問

800円～870円2人

他

販売員
（ローソン保内喜木店）

時給 有限会社　ユルト（ローソン） 雇用・労災不問

800円～800円3人 愛媛県八幡浜市保内町喜木１－６５－１

生活支援員（障がい者）
時給 ＮＰＯ法人　ＳＨＯＷ－ＹＡ 労災不問

7時00分～15時00分の間の
3時間以上

850円～850円1人 愛媛県西予市宇和町小原６７９番地

38030- 2134711

1,100円～
1,500円1人 愛媛県西予市宇和町卯之町５丁目２５２

38030- 2130311 日祝他

2人 愛媛県八幡浜市１４４０－６

38030- 2128211 日他

看護師
時給 医療法人　開明眼科 労災59歳以下

愛媛県八幡浜市浜田町１

38030- 2127811 他

接客及び
調理補助スタッフ

時給 酉屋りょう吉　八幡浜店 雇用・労災20歳以上
1,000円～
1,200円

38030- 2111511 他

弁当製造販売員
時給 株式会社　セイナン

ほっかほっか亭八幡浜店 労災65歳以下

900円～900円4人

他

生コンミキサー車運転手
時給 建協生コンクリート工業　株式会社 雇用・労災64歳以下

1,100円～
1,100円1人 愛媛県西予市宇和町坂戸１０

他

受付事務員（八幡浜）
時給 ヤマト運輸　株式会社　八幡浜宅急便センター 労災不問

850円～850円1人 愛媛県八幡浜市保内町宮内　１－５４７－１

38030- 2108911

介護職員
（グループホーム
よろこび大久）

時給 株式会社　悠遊社　伊方事業所 雇用・労災不問
850円～1,200

円1人 愛媛県西宇和郡伊方町大久１３９１番地１

38030- 2104411

937円～937円1人 愛媛県八幡浜市大平１－６３８

38030- 2163311 土日祝他

2人 愛媛県八幡浜市新町２７２番地１

38030- 2200411 他

看護助手（透析室）
月給 市立八幡浜総合病院 雇用・労災・

健康・厚生
不問

愛媛県西予市宇和町下松葉３４０－２

38030- 2194511 他

看護師（デイサービス）
時給 株式会社　ベルワイド　おるｄｅ新町 雇用・労災不問

1,100円～
1,200円

38030- 2192811 他

清掃係
時給 株式会社　木村チェーン　宇和店 労災不問

800円～800円1人

ファッション衣料
販売スタッフ

時給 株式会社　しまむら　宇和店
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

59歳以下
960円～1,150

円1人 愛媛県西予市宇和町上松葉４１１－１
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