
発行日： 　１１  月 　５ 日
次回発行日： 　１１  月 １５ 日予定

(1)7時00分～9時00分
(2)15時00分～17時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） TEL． 0894-62-5135
パート労働者 就業場所 愛媛県西予市

(1)9時00分～15時45分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 06-6445-9501
パート労働者 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)11時00分～20時00分
(3)17時00分～9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

雇用期間の定めなし TEL． 0894-24-5135
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

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)8時30分～12時00分
(2)13時00分～17時30分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-38-2360
パート労働者 就業場所 愛媛県西宇和郡伊方町

(1)8時30分～12時30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)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

交替制あり
(1)9時00分～18時00分
(2)13時00分～22時00分
(3)9時00分～13時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-69-1388
パート労働者 就業場所 愛媛県西予市

(1)9時00分～13時00分
(2)13時00分～17時00分

雇用期間の定めなし TEL． 090-9773-2555
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

交替制あり
(1)12時00分～18時00分
(2)18時00分～0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～17時00分 看護師
准看護師

雇用期間の定めなし TEL． 0894-62-4212
パート労働者 就業場所 愛媛県西予市

(1)9時00分～13時30分
(2)13時30分～18時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-22-0266
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)8時30分～13時00分
(2)9時00分～13時30分
(3)13時00分～18時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-24-6426
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)8時30分～12時30分
(2)8時30分～12時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-27-0880
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

看護師
ホームヘルパー２級

介護福祉士
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-22-0244

パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市38030- 3113411 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。
＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊

日祝他

在宅訪問介護員
時給 株式会社　ベルワイド

おるｄｅ新町　ヘルパーステーション 労災不問
8時00分～18時00分の間の
2時間以上1,250円～

1,450円3人 愛媛県八幡浜市下道１４２０

看護補助者
時給 宝道医院 雇用・労災59歳以下

900円～900円1人 愛媛県八幡浜市昭和通り１４５５

38030- 3110811

850円～880円1人 愛媛県八幡浜市大平１－７７４－６

38030- 3108311 土日祝他

2人 愛媛県八幡浜市駅前１

38030- 3099811 他

調剤薬局事務員
時給 有限会社　まつもと調剤薬局 雇用・労災不問

愛媛県西予市宇和町卯之町２丁目２１８

38030- 3093011 火水木祝他

販売員（本店）
時給 株式会社　谷本蒲鉾店 雇用・労災不問

821円～830円

38030- 3086311 他

看護師
時給 二宮医院 雇用・労災不問

1,200円～
1,500円1人

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 労災不問

830円～860円2人 愛媛県西予市三瓶町朝立７番耕地６０番地１

他

介護職員（カトレア）
時給 きらら・ケア　株式会社 労災不問

830円～950円4人 愛媛県八幡浜市八代８９－２　谷野建設内

38030- 3085011

販売・接客係
時給 有限会社　ウエスト（サテライト西予） 雇用・労災・

健康・厚生
不問

860円～860円2人 愛媛県西予市宇和町大江１８８番地１

38030- 3082211

850円～850円1人 愛媛県八幡浜市保内町喜木１－７０－１

38030- 3072811 他

1人 愛媛県西宇和郡伊方町大久１３９１番地１

38030- 3071711 他

用務係
時給 株式会社　高原観光 労災不問

土日他

介護支援専門員
（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 労災不問 介護支援専門員
（ケアマネージャー）1,000円～

1,000円

8時30分～17時30分の間の
4時間程度

他

介護職員
時給 社会福祉法人　伊方町社会福祉協議会 労災不問

940円～980円1人 愛媛県西宇和郡伊方町湊浦１９９５番地１

38030- 3067411

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

821円～821円3人 愛媛県八幡浜市保内町喜木１－６５－１

38030- 3156011

900円～1,000円2人 愛媛県八幡浜市新町２６９

38030- 3153211 日他

愛媛県西予市野村町松渓１号１３０９番地１

38030- 3150111 他

ホールスタッフ
時給 食造り　拓味 労災不問

17時00分～23時00分の間の
3時間以上

38030- 3144811 土日祝他

介護職員
日給 あいの里　有限会社 労災不問

825円～825円1人

土日祝他

製造作業員
時給 セイナン化成　株式会社　愛媛工場 雇用・労災不問

870円～870円1人 愛媛県八幡浜市保内町宮内６－７２－１

必要な免許資格
休日

スクールバス添乗員
（永長～）

月給 愛媛県立宇和特別支援学校 労災不問

902円～902円1人 愛媛県西予市宇和町永長１２８７－１

38030- 3143711

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/）
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（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。
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◎ 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)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)9時30分～16時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-24-6111
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 看護師

雇用期間の定めなし TEL． 0894-62-5029
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)10時00分～15時00分 普通自動車第二種免許
(2)12時00分～17時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-22-1922
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)3時30分～5時30分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-62-0571
パート労働者 就業場所 愛媛県西予市

(1)7時00分～11時30分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-72-0439
パート労働者 就業場所 愛媛県西予市

(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

交替制あり
(1)8時00分～13時00分
(2)13時00分～18時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-62-3855
パート労働者 就業場所 愛媛県西予市

(1)9時00分～15時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-24-3355
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)18時00分～22時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-62-0152
パート労働者 就業場所 愛媛県西予市

(1)8時30分～12時00分
(2)14時00分～17時30分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-62-9879
パート労働者 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． 0894-72-1919
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． 0894-36-3266
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)8時00分～12時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） TEL． 0894-29-1818
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

美容師

雇用期間の定めなし TEL． 0894-22-1144
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市38030- 3046111 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。
＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊

日祝他

美容師
時給 ｓｕｒｅ 労災不問

9時00分～19時00分の間の
4時間程度1,000円～

1,000円1人 愛媛県八幡浜市天神通２丁目１５８２－１

選果・箱詰め作業員
時給 株式会社　スミダ 雇用・労災不問

850円～1,000円2人 愛媛県八幡浜市４８１－３

38030- 3040511

900円～1,000円2人 愛媛県八幡浜市保内町川之石１－２３７－７４

38030- 3039711 金

愛媛県西予市野村町野村１４号１９番地

38030- 3035311 日他

ハウスクリーニング作業員
時給 株式会社　クリーンハウスきくち 労災不問

7時50分～17時30分の間の
4時間以上

日他

一般土木作業及び
清掃作業員

時給 株式会社　クイックサポート 雇用・労災不問 車両系建設機械
（解体用）運転技能者1,000円～

1,200円1人

他

家畜の飼育員
時給 河野畜産　有限会社 労災不問

900円～1,000円1人 愛媛県西予市宇和町伊賀上９６２番地

38030- 3033411

850円～1,000円
18時00分～0時00分の間の
4時間程度

2人 愛媛県西予市宇和町卯之町３丁目３２４

38030- 3050011

1人 愛媛県八幡浜市浜之町１８０

38030- 3047711 土日祝他

調理及び接客係
時給 炭火居酒屋　ごえもん 雇用・労災不問

38030- 3060611 日祝他

一般事務員
（６時間勤務）

時給 西村社会保険労務士事務所 その他不問

850円～1,000円
8時30分～16時30分の間の
6時間程度

他

保育補助者
時給 有限会社　コナント英語学院 雇用・労災不問

900円～900円1人 愛媛県西予市宇和町坂戸６６０－５

土日他

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2人 愛媛県八幡浜市新町２７２番地１

38030- 3117911

ゴミ収集補助員
時給 有限会社　滝野産業 雇用・労災不問

1,000円～
1,000円1人 愛媛県西予市野村町阿下５号３３４番地

38030- 3058511

1,000円～
1,000円1人 愛媛県西予市宇和町卯之町２丁目７０番地１

38030- 3065211 他

1人 愛媛県八幡浜市五反田２－７２２－１

38030- 3063711 他

新聞配達員（卯之町）
時給 合同会社　上野新聞店 労災18歳以上

愛媛県西予市宇和町小原６７９番地

38030- 3139411 他

運営スタッフ
時給 さくら３９　株式会社 雇用・労災不問

821円～821円

他

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

土日他

看護師
時給 有限会社　和家　グループホーム蘭 労災不問

1,200円～
1,200円1人 愛媛県西予市宇和町河内１６７番地１

38030- 3136811

一般事務員
時給 有限会社　ビック（サンリードグループ） 雇用・労災59歳以下

825円～825円1人 愛媛県八幡浜市松柏丙５１６番地

38030- 3133911

821円～1,000円2人 愛媛県西予市宇和町上松葉１８４－２

38030- 3130011 他

食器洗浄員（パート）
時給 医療法人　高仁会 労災不問
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