
発行日： 　９  月 １５ 日
次回発行日： 　９  月 ２７ 日予定

(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． 0894-66-0886
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

(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

(1)11時00分～20時00分
(2)9時30分～18時30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)9時00分～17時00分

雇用期間の定めなし TEL． 090-7622-5758
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

変形（1ヶ月単位）
(1)10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

(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
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． 0894-24-7163
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

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

交替制あり
(1)8時00分～17時00分 介護福祉士
(2)9時00分～18時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-69-1731
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30分 看護師
(2)8時30分～17時45分 准看護師
(3)8時30分～12時30分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-62-6698
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
正社員 就業場所 愛媛県西予市

1人 愛媛県西予市野村町河西１１６２

38030- 2569011 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。
＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊

愛媛県西予市宇和町卯之町３ー３５９

38030- 2568411 日祝他

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

38030- 2567511 他

正・准看護師
月給 医療法人　矢野整形外科 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

185,000円～
220,000円1人

土日祝他

介護サービス提供責任者
月給 セントケア四国　株式会社

セントケア宇和町
雇用・労災・
健康・厚生

64歳以下
193,000円～
273,500円1人 愛媛県西予市宇和町下松葉４５７

土日他

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1人 愛媛県八幡浜市五反田２－３２５

38030- 2566211

鮮魚加工スタッフ
（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2人 愛媛県西予市明浜町渡江２６－６

38030- 2565811

190,000円～
244,500円2人 愛媛県八幡浜市五反田１－２１

38030- 2562911 日他

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- 2561611 土日祝他

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

愛媛県八幡浜市産業通１０－１１

38030- 2581211 他

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

150,000円～
170,000円

38030- 2577011 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

147,780円～
147,780円1人

他

店舗スタッフ（保内店）
日給 株式会社　ヤマキ観光 雇用・労災・

健康・厚生
69歳以下

186,743円～
186,743円1人 愛媛県八幡浜市保内町宮内１－２４８

月他

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- 2571111

調理師
月給 株式会社　やまっと東 雇用・労災・

健康・厚生
不問

180,000円～
250,000円1人 愛媛県八幡浜市日土町６－９６１

38030- 2585311

160,000円～
160,000円1人 愛媛県西予市野村町野村１２－５９２

38030- 2162011 土日祝他

1人 愛媛県八幡浜市保内町喜木１－７０－１

38030- 2583411 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

愛媛県八幡浜市八代乙４６３－６９

38030- 2582511 土日他

受付スタッフ
（ボーリング場）

月給 株式会社　高原観光 雇用・労災・
健康・厚生

不問
150,000円～
180,000円

38030- 2343711 土日他

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1人

日祝他

一般事務員
時給 株式会社　大棟商事 雇用・労災・

健康・厚生
64歳以下

141,440円～
158,080円1人 愛媛県八幡浜市大平１－７８７－１

必要な免許資格
休日

製材加工員
日給 有限会社　丸幸製材

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

64歳以下
180,000円～
202,500円1人 愛媛県西予市宇和町信里２８５番地１

38030- 2339411

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

変形（1ヶ月単位）

雇用期間の定めなし TEL． 0894-62-7617
正社員 就業場所

(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00分～17時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-24-3990
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)8時00分～17時00分 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． 0894-22-3388
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

変形（1ヶ月単位）

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

交替制あり
(1)8時30分～17時30分 看護師
(2)8時00分～17時00分 准看護師

雇用期間の定めなし TEL． 0894-21-1674
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

変形（1ヶ月単位）
(1)8時15分～17時15分 看護師
(2)8時15分～12時15分 准看護師

雇用期間の定めなし TEL． 0894-20-8080
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 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 ホームヘルパー２級
(2)16時45分～9時00分 介護職員初任者研修修了者

介護福祉士
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-28-1123

正社員以外 就業場所 愛媛県八幡浜市 厚生
変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時15分
(2)16時45分～9時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-28-1123
正社員以外 就業場所 愛媛県八幡浜市 厚生

変形（1ヶ月単位）
(1)7時00分～15時45分
(2)8時30分～17時15分
(3)11時15分～20時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-28-1123
正社員以外 就業場所 愛媛県八幡浜市 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

(1)8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-62-4013
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
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市 給付

変形（1ヶ月単位）
(1)6時30分～15時30分 看護師
(2)8時30分～17時30分 准看護師
(3)10時30分～19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

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

看護職員（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

160,000円～
240,000円2人 愛媛県西予市三瓶町朝立２－１－７

38030- 2536311

143,900円～
169,300円5人 愛媛県八幡浜市保内町川之石１－２３７－５３

38030- 2530711 他

1人 愛媛県西予市宇和町上松葉３１９

38030- 2529911 日祝他

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

愛媛県八幡浜市大平１番耕地８７０番地２

38030- 2525411 日他

プロパンガス配送員
月給 藤工業　株式会社 雇用・労災・

健康・厚生
44歳以下

150,000円～
200,000円

38030- 2517411 他

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
206,200円～
230,000円1人

他

ケアスタッフ
（コンフォート神山）
【契約社員】

月給 社会福祉法人　弘正会 雇用・労災・
健康・厚生

不問
158,100円～
158,100円1人 愛媛県八幡浜市五反田１番耕地７６－３

他

ケアスタッフ
（ウェルフェア五反田）
【契約社員】

月給 新愛商事　株式会社 雇用・労災・
健康・厚生

不問
158,100円～
158,100円1人 愛媛県八幡浜市五反田１－１０５０

38030- 2516511

ケアスタッフ：ナイト
（グッドライフ五反田）

月給 医療法人　青峰会 雇用・労災・
健康・厚生

不問
158,100円～
165,240円1人 愛媛県八幡浜市五反田１－１０４６－１

38030- 2515211

160,000円～
207,700円2人 愛媛県八幡浜市中深１２２０－７

38030- 2507211 他

愛媛県八幡浜市１０２４番地１

38030- 2559511 日祝他

ドコモショップ
接客応対スタッフ
（八幡浜店）【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

38030- 2555111 他

看護師・准看護師
月給 医療法人　ひらやま内科・呼吸器内科クリニッ

ク
雇用・労災・
健康・厚生

59歳以下
175,000円～
220,000円1人

他

看護師または准看護師
月給 株式会社　明幸商事 雇用・労災・

健康・厚生
64歳以下

195,000円～
230,000円1人 愛媛県八幡浜市五反田１番耕地５０６番地１

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- 2551011

190,000円～
200,000円1人 愛媛県八幡浜市産業通１１－３１

38030- 2550411 日祝他

1人 愛媛県八幡浜市八代２３８－１

38030- 2549811 日他

建築資材配送員
月給 ハチモク　株式会社 雇用・労災・

健康・厚生
44歳以下

愛媛県西予市宇和町下松葉６２２番地

38030- 2546911 日他

塗装工（見習）
日給 有限会社　菊池塗装 雇用・労災・

健康・厚生
44歳以下

171,500円～
196,000円

38030- 2543011 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1人

日他

精肉加工販売員（正社員）
月給 株式会社　木村チェーン　宇和店 雇用・労災・

健康・厚生
35歳以下

7時00分～20時00分の間の
7時間程度207,000円～

230,000円1人 愛媛県西予市宇和町下松葉３４０－２

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

137,030円～
138,240円1人 愛媛県八幡浜市昭和通１２８０

38030- 2542411
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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 看護師
准看護師

雇用期間の定めなし TEL． 0894-22-0163
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

雇用期間の定めなし TEL． 0894-72-0028
正社員 就業場所 愛媛県西予市 日他

(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30分～17時30分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-22-0733
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

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

(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

交替制あり
(1)5時00分～18時00分
(2)5時00分～15時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-62-3440
正社員 就業場所 愛媛県西予市

(1)7時30分～16時30分
(2)8時30分～17時30分

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

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

(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

(1)10時00分～19時00分
(2)9時00分～17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

(1)8時00分～17時00分

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

(1)8時30分～17時00分

雇用期間の定めなし TEL． 090-1570-2095
正社員 就業場所 愛媛県西宇和郡伊方町

(1)6時00分～14時45分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-38-2255
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． 0894-38-2360
正社員 就業場所 愛媛県西宇和郡伊方町 厚生

土日他

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

他

看護職員
月給 社会福祉法人　伊方町社会福祉協議会 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

166,126円～
182,407円1人 愛媛県西宇和郡伊方町湊浦１９９５番地１

38030- 2385111

じゃこ天の製造員
月給 株式会社　ヒサシ水産 雇用・労災・

健康・厚生
44歳以下

180,000円～
220,000円2人 愛媛県八幡浜市松柏丙５１６番地

38030- 2383611

166,400円～
208,000円2人 愛媛県西宇和郡伊方町二見甲８４２－２

38030- 2382311 土日祝他

2人 愛媛県西予市野村町高瀬１６４５

38030- 2378711 日他

機械工【見習】
日給 高野興業　有限会社 雇用・労災・

健康・厚生
不問

愛媛県八幡浜市裏田１３８６－１

38030- 2474911 他

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

38030- 2466911 土日祝他

ａｕショップ店頭販売
スタッフ（八幡浜）

月給 株式会社　三瀬商店 雇用・労災・
健康・厚生

不問
193,818円～
210,040円2人

日他

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1人 愛媛県八幡浜市産業通３－３

日他

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

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- 2465611

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- 2460211

160,000円～
200,000円2人 愛媛県西予市宇和町大江４１２－１

38030- 2455011 水日

1人 愛媛県西予市宇和町小野田１３０７ 8時30分～18時00分の間の
8時間程度

38030- 2502611 他

製造作業員（正社員）
月給 株式会社　おがた蒲鉾 雇用・労災・

健康・厚生
44歳以下

愛媛県西予市宇和町皆田１３６０

38030- 2501311 日祝他

酪農スタッフ
月給 有限会社　小野田牧場 雇用・労災・

健康・厚生
64歳以下

180,000円～
200,000円

38030- 2500011 日祝他

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5人

日他

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

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

他

自動車整備士【見習い可】
日給 八幡浜日整自動車工業　株式会社 雇用・労災・

健康・厚生
不問

191,730円～
191,730円1人 愛媛県八幡浜市松柏乙９５４－２

38030- 2484711

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- 2573811

200,000円～
250,000円3人

愛媛県西予市野村町野村１１－２３－３ その他の定置・建設機械
の運転関係資格

38030- 2479511

愛媛県八幡浜市１５３６－１１８

38030- 2541511 他

土木・建築作業、工事管理
月給

株式会社　大塚組 雇用・労災・
健康・厚生

車両系建設機械（整地・
運搬・積込用及び

掘削用）運転技能者44歳以下

正・准看護師（日勤）
月給 医療法人　福寿会　宇都宮病院

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

64歳以下
208,000円～
308,000円3人
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発行日： 　９  月 １５ 日
次回発行日： 　９  月 ２７ 日予定

必要な免許資格
休日
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賃金形態
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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00分～16時30分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-33-3636
正社員以外 就業場所 愛媛県西予市

大型自動車免許
(1)8時00分～17時00分 ２級土木施工管理技士

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 日他

(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

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． 0894-69-1266
正社員 就業場所 愛媛県西予市

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
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

(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
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
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 大型自動車免許
フォークリフト運転技能者

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 090-6282-3512
正社員以外 就業場所 愛媛県八幡浜市

(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

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

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

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)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00分～17時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-62-3411
正社員 就業場所 愛媛県西予市 厚生

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

他

工作機械オペレーター
月給 三栄工機　株式会社 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

170,000円～
200,000円1人 愛媛県西予市宇和町伊賀上１３２８

38030- 2444511

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- 2442811

139,100円～
139,100円1人 愛媛県西予市宇和町永長１６０４番地１

38030- 2440111 日他

1人 愛媛県西予市宇和町大江３６５

38030- 2439311 日祝他

建設作業員
日給 有限会社　ＭＳＫ　ｓｔｕｄｉｏ 雇用・労災・

健康・厚生
不問

愛媛県西宇和郡伊方町川之浜６５２－１

38030- 2433711 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

38030- 2430611 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

日他

施設管理者（ホーム長）
月給 きらら・ケア　株式会社 雇用・労災・

健康・厚生
64歳以下

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

日他

大型貨物車運転手
日給 久保運送　有限会社 雇用・労災・

健康・厚生
不問

188,000円～
223,250円2人 愛媛県八幡浜市布喜川甲１－１

38030- 2428511

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- 2427211

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

38030- 2426811 日祝他

1人 愛媛県八幡浜市松柏乙６４８番地１

38030- 2420011 日祝他

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
59歳以下

愛媛県八幡浜市２１６－４（海老崎）

38030- 2405311 他

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

38030- 2400811 他

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

水日祝他

トラック運転手（長距離）
月給 有限会社　西川商運 雇用・労災・

健康・厚生
不問

300,000円～
650,000円1人 愛媛県西予市宇和町伊賀上４３

土日祝他

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
44歳以下

131,000円～
131,500円1人 愛媛県八幡浜市新町４丁目２９２番地

38030- 2399011

工場作業員（割り箸加工）
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

136,320円～
139,728円1人 愛媛県西予市野村町阿下５－６７７

38030- 2397511

300,000円～
350,000円

車両系建設機械
（基礎工事用）運転技能

者
1人 愛媛県八幡浜市八代１８２番地

38030- 2394711

1人 愛媛県西予市三瓶町朝立１－５４９－１

38030- 2393111 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

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

4 


