
発行日： 　４  月  ６  日
次回発行日： 　４  月 １５ 日予定

(1)8時00分～17時00分

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）
(1)8時15分～18時15分 看護師
(2)8時15分～17時15分 准看護師
(3)8時15分～12時45分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-20-0600
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

交替制あり
(1)8時30分～16時30分
(2)11時30分～19時30分

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） TEL． 0894-29-1016
正社員以外 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)8時30分～17時15分 ２級ボイラー技士

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-72-0180
正社員以外 就業場所 愛媛県西予市

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

交替制あり
(1)8時30分～18時00分 看護師
(2)14時30分～18時00分 准看護師
(3)8時30分～13時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-89-3223
正社員 就業場所

(1)7時30分～16時30分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-66-0419
正社員 就業場所 愛媛県西予市

雇用期間の定めなし TEL． 0894-89-2269
正社員 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

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． 0894-22-1117
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-39-0801
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 看護師
(2)17時00分～9時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-22-0163
正社員 就業場所 厚生

(1)8時30分～17時30分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-62-9879
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)17時00分～9時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-29-7150
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． 0894-24-3990
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00分 中型自動車免許

雇用期間の定めなし TEL． 0894-69-1666
正社員 就業場所 愛媛県西予市

日他

求職者マイページを
登録してみませんか

＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊
【メリット】①どこでも好きな時間に最新の求人が検索可能
　　　　　　②検索条件や気になった求人の保存機能
　　　　　　③オンラインで職業紹介を受けられる場合がある　等 便利な機能があります!
 詳細はハローワーク八幡浜または西予市ふるさとハローワークまでお問合せください。
＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊

運転及び構内作業員
（古紙分別・回収作業）

月給 株式会社カネシロ　西予リサイクルセンター
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

64歳以下
180,000円～
200,000円1人 愛媛県西予市宇和町永長１５４１－１

38030- 1014521

171,500円～
196,000円1人 愛媛県八幡浜市八代２３８－１

38030- 1009621 日他

1人 愛媛県八幡浜市穴井３番耕地７０３番地

38030- 1145321 他

塗装工（見習可）
日給 有限会社　菊池塗装 雇用・労災・

健康・厚生
44歳以下

愛媛県西予市宇和町伊賀上９６２番地

38030- 1123021 日他

介護職員
月給 有限会社　めぐみ 雇用・労災・

健康・厚生
62歳以下

144,000円～
160,000円

38030- 1120621 他

家畜の飼育員
月給 河野畜産　有限会社 雇用・労災・

健康・厚生
不問

200,000円～
240,000円2人

日他

看護師
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
229,000円～
308,000円3人 愛媛県八幡浜市１５３６－１１８

日祝他

設備管理員
月給 株式会社　シンテック

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

18歳～44歳
200,000円～
200,000円3人 愛媛県八幡浜市古町２丁目２－６

38030- 1118821

看護師
月給 中野医院 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

200,000円～
220,000円1人 愛媛県八幡浜市五反田１番耕地３６番地２

38030- 1116021

250,000円～
300,000円1人 愛媛県八幡浜市古町２－１－１５

38030- 1013221 日祝他

3人 愛媛県西予市宇和町清沢１５２２

38030- 1012821 土日他

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

38030- 1021221 他

水産加工作業員
【正社員】

月給 株式会社　Ｓａｋｕ　Ｓａｋｕ 雇用・労災・
健康・厚生

44歳以下
8時00分～17時30分の間の
8時間程度165,000円～

210,000円

日祝他

養豚作業員
月給 有限会社　協和畜産 雇用・労災・

健康・厚生
64歳以下

250,000円～
250,000円2人 愛媛県西予市宇和町信里２０１７ー１

他

看護師又は准看護師
月給 いわもと婦人科クリニック 雇用・労災・

健康・厚生
69歳以下

185,000円～
235,000円1人 愛媛県西予市宇和町卯之町二丁目２７５－２

38030- 1115121

7時00分～20時00分の間の
7時間程度207,000円～

230,000円1人 愛媛県八幡浜市保内町宮内１－１５３－１

38030- 1139921

1人 愛媛県西予市野村町野村９号５３番地

38030- 1125821 土日祝他

フロア販売員（正社員）
月給 株式会社　木村チェーン　保内店 雇用・労災・

健康・厚生
35歳以下

愛媛県八幡浜市昭和通１３８８－３ 8時30分～19時30分の間の
7時間程度

38030- 1017621 他

施設管理人
月給 西予市立野村病院 雇用・労災・

健康・厚生
不問

144,519円～
144,519円

38030- 1113621 日祝他

菓子販売員
時給 株式会社　一六　八幡浜店 雇用・労災・

健康・厚生
不問

124,135円～
124,135円1人

日祝

正・准看護師
月給 医療法人　にしわき眼科クリニック 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

210,000円～
300,000円1人 愛媛県八幡浜市江戸岡１丁目４番５号

必要な免許資格
休日

一般事務員
月給 ハチモク　株式会社 雇用・労災・

健康・厚生
62歳以下

150,000円～
160,000円1人 愛媛県八幡浜市産業通１１－３１

38030-  939821

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)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． 0894-33-3331
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 保育士

雇用期間の定めなし TEL． 0894-22-2454
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． 0894-24-7447
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． 0894-62-5339
正社員 就業場所 愛媛県西予市

変形（1年単位）
(1)8時00分～16時30分 二級自動車整備士

雇用期間の定めなし TEL． 0894-24-1613
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

(1)8時00分～16時45分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-24-6111
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
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30分 看護師
(2)16時00分～9時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-22-2600
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～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
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． 0894-62-0282
正社員 就業場所 愛媛県西予市

(1)8時30分～17時15分 介護福祉士
(2)8時30分～12時30分
(3)13時00分～17時15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

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

(1)8時00分～16時30分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-26-0408
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)9時00分～18時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-24-5652
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10分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-72-3625
正社員以外 就業場所 愛媛県西予市

日祝他

求職者マイページを
登録してみませんか

＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊
【メリット】①どこでも好きな時間に最新の求人が検索可能
　　　　　　②検索条件や気になった求人の保存機能
　　　　　　③オンラインで職業紹介を受けられる場合がある　等 便利な機能があります!
 詳細はハローワーク八幡浜または西予市ふるさとハローワークまでお問合せください。
＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊

機械工（契約社員）
時給 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
不問

195,080円～
229,640円1人 愛媛県西予市野村町阿下８－８６－１

38030- 1065321

158,360円～
199,300円1人 愛媛県八幡浜市１４７８番地（新町３丁目）

38030- 1064421 土日祝他

1人 愛媛県八幡浜市日土町６－２６３５－２

38030- 1057321 他

一般事務員
月給 三泰商事　株式会社

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

44歳以下

愛媛県西予市宇和町清沢１９２０－１

38030- 1055521 日他

養豚作業員
月給 株式会社　日土養豚組合 雇用・労災・

健康・厚生
35歳以下

240,000円～
240,000円

38030- 1054221 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

198,050円～
198,050円2人

日他

デイケア介護職員
（介護福祉士）

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
206,000円～
227,400円1人 愛媛県八幡浜市大平１番耕地８７０番地２

他

建築施工管理者
（現場監督）

月給 株式会社　下元工務店
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

59歳以下
183,000円～
300,000円1人 愛媛県西予市宇和町久枝甲１３８９番地

38030- 1051021

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 愛媛県八幡浜市五反田１－２５

38030- 1049321

280,000円～
360,000円3人 愛媛県八幡浜市１２８０－９

38030- 1080421 他

1人 愛媛県八幡浜市大平１－６３８

38030- 1046221 土日祝他

正看護師
月給 医療法人　広仁会　広瀬病院

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問

愛媛県八幡浜市松柏丙５１６番地

38030- 1037721 他

一般事務員
（医師事務補助）

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- 1028021 日祝他

葬祭ディレクター
（正社員：八幡浜）

月給 有限会社　ビック（サンリードグループ）
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

35歳以下
190,000円～
250,000円1人

日祝他

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1人 愛媛県八幡浜市松柏乙６４８番地１

日他

自動車整備士
月給 株式会社　丸商サービス 雇用・労災・

健康・厚生
64歳以下

255,000円～
300,000円1人 愛媛県八幡浜市沖新田１５８１番地２２

38030- 1011721

製材工
日給 株式会社　シモコウ 雇用・労災・

健康・厚生
64歳以下

184,000円～
230,000円3人 愛媛県西予市宇和町大江７７

38030- 1020821

介護支援専門員
（ケアマネージャー）240,000円～

280,000円1人 愛媛県八幡浜市産業通１４番５号

38030- 1023421 水日他

1人 愛媛県八幡浜市１５５０－２０

38030- 1027121 日祝他

介護支援専門員
（居宅支援あったかいご）

月給 株式会社　時の計画 雇用・労災・
健康・厚生

67歳以下

愛媛県西予市宇和町明間４６１５

38030- 1016321 他

保育士
月給 社会福祉法人　和泉蓮華会

八幡浜市運営委託園　白浜保育所
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

59歳以下
179,800円～
187,400円

養豚作業員
時給 有限会社　宇和ピッグファーム社 雇用・労災・

健康・厚生
64歳以下

208,320円～
312,480円2人
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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30分～17時30分 看護師
准看護師

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-62-5009
正社員以外 就業場所 愛媛県西予市

(1)13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
正社員以外 就業場所 愛媛県八幡浜市

交替制あり
(1)9時00分～23時00分
(2)13時00分～23時00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

変形（1年単位）
(1)7時30分～17時00分 １級土木施工管理技士

２級土木施工管理技士

雇用期間の定めなし TEL． 0894-24-3551
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)8時30分～17時15分 薬剤師

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

変形（1ヶ月単位）
(1)7時45分～16時30分
(2)8時30分～17時15分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-62-3773
正社員以外 就業場所 愛媛県西予市

変形（1年単位）
(1)9時15分～18時15分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-62-5877
正社員 就業場所 愛媛県西予市

(1)7時00分～16時00分 小型船舶操縦士

雇用期間の定めなし TEL． 0894-38-0737
正社員 就業場所 愛媛県西宇和郡伊方町

交替制あり
(1)9時00分～16時00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)7時30分～15時30分 大型自動車免許

雇用期間の定めなし TEL． 0894-24-2200
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． 0894-62-1197
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～19時30分 看護師
(2)8時00分～16時00分 准看護師
(3)9時30分～19時30分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-24-0999
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～19時00分
(2)8時00分～12時30分
(3)8時00分～13時30分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-22-3511
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30分 危険物取扱者（丙種）

毒物劇物取扱責任者
高圧ガス販売主任者（第２種）

雇用期間の定めなし TEL． 0894-69-4330
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． 090-7622-5758
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～19時30分 医療事務資格
(2)8時00分～16時00分
(3)9時30分～19時30分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-24-0999
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

日祝他

求職者マイページを
登録してみませんか

＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊
【メリット】①どこでも好きな時間に最新の求人が検索可能
　　　　　　②検索条件や気になった求人の保存機能
　　　　　　③オンラインで職業紹介を受けられる場合がある　等 便利な機能があります!
 詳細はハローワーク八幡浜または西予市ふるさとハローワークまでお問合せください。
＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊

医療事務員
月給 医療法人　こくぶ内科クリニック 雇用・労災・

健康・厚生
不問

140,000円～
140,000円1人 愛媛県八幡浜市松柏乙９９９

38030-  996021

150,000円～
180,000円1人 愛媛県八幡浜市保内町須川３３１－６

38030-  995121 土日他

1人 愛媛県西予市城川町魚成２４１９番地３

38030-  994921 日祝他

一般事務員
月給 有限会社　エーデル企画 雇用・労災・

健康・厚生
不問

愛媛県八幡浜市１１８２－１

38030-  993621 日祝他

食品製造工
月給 株式会社　味彩 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

174,000円～
174,000円

38030-  992321 日祝他

医療事務員
月給 三瀬医院 雇用・労災・

健康・厚生
不問

142,000円～
150,000円1人

土日祝他

看護師・准看護師
月給 医療法人　こくぶ内科クリニック 雇用・労災・

健康・厚生
不問

180,000円～
185,000円1人 愛媛県八幡浜市松柏乙９９９

土他

営業職員（ルート）
月給 土居商店　有限会社 雇用・労災・

健康・厚生
39歳以下

250,000円～
350,000円2人 愛媛県西予市宇和町卯之町５丁目２４７－１

38030-  991421

トラック運転手
月給 有限会社　村中商店 雇用・労災・

健康・厚生
40歳以下

267,000円～
267,000円1人 愛媛県八幡浜市沖新田１５２６－１７　村中ビル１階

38030- 1001121

170,000円～
170,000円1人 愛媛県八幡浜市松柏乙９５４－２

38030-  999221 月日他

2人 愛媛県西宇和郡伊方町川永田乙５３６－１

38030- 1007421 日他

調理補助係
月給 八幡浜日整自動車工業　株式会社 雇用・労災・

健康・厚生
不問

愛媛県西予市宇和町坂戸５５３－１

38030- 1006521 月

水産業務員（漁船）
月給 株式会社　中田水産 雇用・労災・

健康・厚生
不問

250,000円～
350,000円

38030- 1005221 他

食肉加工販売スタッフ
月給 株式会社　ゆうぼく 雇用・労災・

健康・厚生
40歳以下

182,000円～
310,000円1人

日祝他

介護職員（常勤パート）
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

164,736円～
164,736円1人 愛媛県西予市宇和町久枝甲１４３４－１

日他

薬剤師（真網代くじら）
年俸制 医療法人　青峰会

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

59歳以下
416,666円～
446,666円1人 愛媛県八幡浜市五反田１－１０４６－１

38030- 1104321

舗装工事現場施工管理者
月給 建商　株式会社 雇用・労災・

健康・厚生
64歳以下

200,000円～
230,000円1人 愛媛県八幡浜市五反田１－５６－１

38030- 1089521

225,000円～
225,000円3人 愛媛県八幡浜市保内町喜木１－７０－１

38030- 1086721 他

2人 愛媛県八幡浜市保内町宮内１－２８９－１

38030- 1084121 土日他

ホール係（ルート保内）
月給 株式会社　高原観光 雇用・労災・

健康・厚生
18歳以上

愛媛県西予市宇和町上松葉１８４－２

38030- 1069021 他

製造作業員
（契約社員：箱詰め工程）

月給 オレンジベイフーズ　株式会社 雇用・労災・
健康・厚生

18歳以上
157,450円～
157,450円

看護職員
（嘱託職員：日勤）

月給 医療法人　高仁会 雇用・労災・
健康・厚生

60歳以上
190,000円～
220,000円2人
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次回発行日： 　４  月 １５ 日予定
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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
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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。
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(1)8時00分～17時00分 準中型自動車免許
(2)8時00分～12時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-22-0438
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

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-89-2259
正社員以外 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． 090-1009-6002
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

変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～19時00分 看護師
(2)8時00分～12時30分
(3)8時00分～13時30分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-22-3511
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

(1)7時50分～17時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-62-0091
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． 0894-22-4869
正社員以外 就業場所 愛媛県八幡浜市

フレックス
(1)8時00分～17時00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

(1)8時30分～17時30分 看護師

雇用期間の定めなし TEL． 0894-35-6877
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)7時30分～17時30分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-34-0714
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． 0894-24-7532
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 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
正社員 就業場所 愛媛県西宇和郡伊方町

交替制あり

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-62-0013
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． 0894-37-2655
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

雇用期間の定めなし TEL． 0894-89-1530
正社員 就業場所 愛媛県西予市

日他

求職者マイページを
登録してみませんか
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　　　　　　③オンラインで職業紹介を受けられる場合がある　等 便利な機能があります!
 詳細はハローワーク八幡浜または西予市ふるさとハローワークまでお問合せください。
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日祝他

建設作業員（法面工事）
日給 関西ネット工業　有限会社 雇用・労災・

健康・厚生
不問

195,200円～
366,000円5人 愛媛県西予市宇和町久枝９７４番地

38030-  935921

一般事務員
月給 有限会社　アサノ設備 雇用・労災・

健康・厚生
44歳以下

150,000円～
180,000円1人 愛媛県八幡浜市保内町須川２４番地１

38030-  944121

173,600円～
208,320円1人 愛媛県西予市宇和町卯之町３ー２１８

38030-  942621 他

愛媛県八幡浜市布喜川丁２４８番地１

38030-  937021 土日他

フロントスタッフ
時給 有限会社　松屋旅館 雇用・労災・

健康・厚生
不問

5時00分～22時00分の間の
8時間程度

38030-  954021 日祝他

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～64歳

157,680円～
231,120円3人

他

営業員
日給 株式会社　ジェイエイにしうわ 雇用・労災・

健康・厚生
不問

165,000円～
181,500円1人 愛媛県八幡浜市八代１－１－３５

土日祝他

養豚作業員
月給 有限会社　村田畜産 雇用・労災・

健康・厚生
64歳以下

200,000円～
240,000円1人 愛媛県西予市三瓶町皆江１８５６番地６

38030-  951621

訪問看護師
月給 合同会社　ＳｅｔｓｕｋＯ 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

235,000円～
340,000円1人 愛媛県八幡浜市桧谷１丁目１００９番地１

38030-  974521

147,300円～
172,700円1人 愛媛県八幡浜市保内町川之石１－２３７－５３

38030-  931521 土日他

1人 愛媛県八幡浜市八代乙４６３－６９

38030-  967421 土日他

事務職
（資材仕入・発注担当）

月給 株式会社　あわしま堂 雇用・労災・
健康・厚生

59歳以下

愛媛県西予市宇和町卯之町４－５１４

38030-  966521 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

38030-  961121 日他

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～
277,200円2人

日祝他

運転手及び鉄筋工
日給 株式会社　山口工業 雇用・労災・

健康・厚生
64歳以下

198,050円～
198,050円1人 愛媛県西予市宇和町清沢１９２０－１

他

正看護師
月給 三瀬医院 雇用・労災・

健康・厚生
不問

200,000円～
200,000円1人 愛媛県八幡浜市１１８２－１

38030-  985621

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 愛媛県八幡浜市産業通１０－１１

38030-  978921

170,000円～
250,000円2人 愛媛県八幡浜市向灘２３５１番地２

38030-  945021 他

1人 愛媛県西予市宇和町皆田１３９４番地９

38030-  990521 土日他

一般事務員（本社）
月給 株式会社　マルミ 雇用・労災・

健康・厚生
不問

愛媛県八幡浜市松柏甲９５－１９

38030-  987121 日祝他

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
170,560円～
312,000円

配達員
月給 有限会社　笠井商店 雇用・労災・

健康・厚生
44歳以下

175,000円～
180,000円1人
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