
発行日： 　５  月 １６ 日
次回発行日： 　５  月 ２５ 日予定

(1)8時20分～17時00分

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

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

(1)8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-75-0310
正社員 就業場所 愛媛県西予市

(1)7時00分～17時10分
(2)8時30分～17時10分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-39-0004
正社員 就業場所 愛媛県西宇和郡伊方町

(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30分～17時30分 日商簿記３級
簿記能力検定（全経３級）

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

(1)7時00分～15時30分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-24-6120
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

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

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分
(2)16時00分～1時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-22-0018
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． 0894-23-2879
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)8時30分～17時00分
(2)8時30分～12時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-62-1211
正社員以外 就業場所 愛媛県西予市

変形（1ヶ月単位）
(1)9時00分～18時00分 介護福祉士
(2)7時00分～16時00分
(3)10時00分～19時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-24-6655
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

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-72-3780
正社員以外 就業場所 愛媛県西予市

(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15分～17時15分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-39-1010
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～19時00分
(2)10時00分～20時00分
(3)11時00分～21時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-23-2600
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

1人 愛媛県八幡浜市出島１５８１番地２６

38030- 1477921 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。
＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊

愛媛県西宇和郡伊方町九町　６－８４０－１

38030- 1474421 土日祝他

調理スタッフ
月給 宇和島運輸商事　株式会社 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

165,000円～
250,000円

38030- 1473521 日祝他

一般経理事務員
月給 社会福祉法人　伊方福祉会 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

141,604円～
144,519円1人

日祝他

生活支援員（Ｂ）
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

他

一般作業員（契約社員）
時給 有限会社　ビー・ピー・ユニオン 雇用・労災・

健康・厚生
不問

195,080円～
229,640円3人 愛媛県西予市野村町野村８－１３５－４

38030- 1471821

介護職員
月給 社会福祉法人　ことぶき会

特別養護老人ホ－ム　ことぶき荘
雇用・労災・
健康・厚生

59歳以下
147,800円～
195,400円1人 愛媛県八幡浜市向灘２２９番地１８

38030- 1470721

156,160円～
159,240円1人 愛媛県西予市宇和町卯之町２丁目４６２

38030- 1468621 日祝他

5人 愛媛県八幡浜市郷４－３７４－３

38030- 1465521 日他

マネーアドバイザー（本店）
時給 東宇和農業協同組合

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問

愛媛県八幡浜市千代田町１４６０

38030- 1493921 他

土木作業員
日給 北浜工業　株式会社 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

180,800円～
226,000円

38030- 1491321 他

ホール係（ひかり５号）
月給 清水商事　株式会社 雇用・労災・

健康・厚生
18歳～44歳

193,400円～
238,400円1人

日他

大型トラック運転手
（九州方面）

その他 東和運送　株式会社 雇用・労災・
健康・厚生

59歳以下
320,000円～
320,000円1人 愛媛県西予市宇和町岡山５４８－１

土日祝他

魚類養殖作業員
月給 上田水産　有限会社 雇用・労災・

健康・厚生
不問

200,000円～
300,000円1人 愛媛県八幡浜市川上町上泊甲２２０－１

38030- 1490421

経理事務員
月給 門田優税理士事務所 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

150,000円～
150,000円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- 1489821

156,319円～
225,319円1人 愛媛県八幡浜市天神通２丁目１５８２－１

38030- 1487021 日他

2人 愛媛県西宇和郡伊方町九町１－８５９－２

38030- 1486121 日祝他

美容師
月給 ｓｕｒｅ 雇用・労災不問

愛媛県西予市野村町松溪１－１１８７

38030- 1485921 土日祝他

清掃作業員
日給 有限会社　町見緑化 雇用・労災・

健康・厚生
不問

149,500円～
177,100円

38030- 1484621 他

縫製工
日給 有限会社　伊予ソーイング 雇用・労災・

健康・厚生
不問

139,400円～
139,400円1人

日祝他

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
64歳以下

155,000円～
205,000円2人 愛媛県西予市三瓶町朝立２－１－７

必要な免許資格
休日

ルートセールス
（農薬・農業用資材）

月給 株式会社　池田喜伴商店 雇用・労災・
健康・厚生

35歳以下
170,000円～
255,000円2人 愛媛県八幡浜市北浜１－３－５

38030- 1481521

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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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)8時00分～17時00分 中型自動車免許
小型移動式クレーン運転技能者

玉掛技能者
雇用期間の定めなし TEL． 0894-62-6600

正社員 就業場所 愛媛県西予市

(1)8時30分～17時30分 溶接技能者
玉掛技能者

雇用期間の定めなし TEL． 0894-62-8818
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～16時45分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-36-3500
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． 0894-29-1596
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)13時00分～22時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-22-4002
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 看護師
(2)8時30分～18時00分 准看護師
(3)8時30分～12時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-72-3333
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～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

交替制あり
(1)7時30分～16時30分 介護福祉士
(2)9時00分～18時00分 ホームヘルパー２級
(3)10時30分～19時30分 介護職員初任者研修修了者

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-24-1611
正社員以外 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 原動機付自転車免許
(2)20時00分～6時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0895-32-1058
正社員 就業場所 愛媛県宇和島市

(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

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

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 准看護師

雇用期間の定めなし TEL． 0893-59-2211
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市 厚生

(1)6時30分～16時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-27-0451
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)8時30分～17時15分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-38-2652
正社員以外 就業場所 愛媛県西宇和郡伊方町

(1)8時30分～17時15分 社会福祉士
簿記能力検定（全経２級）

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

求職者マイページを
登録してみませんか
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　　　　　　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。
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147,936円～
203,512円1人 愛媛県西予市野村町野村１２号１５番地

38030- 1335221 土日祝他

1人 愛媛県西宇和郡伊方町湊浦１９９３－１

38030- 1438021 土日祝他

一般事務職
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

38030- 1439721 土他

介護支援専門員
月給 伊方町役場 雇用・労災・

健康・厚生
不問 介護支援専門員

（ケアマネージャー）163,915円～
163,915円

他

養殖作業員
月給 二宮水産　株式会社 雇用・労災・

健康・厚生
不問

180,000円～
250,000円1人 愛媛県八幡浜市川上町上泊１６－２３

他

正・准看護師
月給 医療法人　大志会　矢野脳神経外科医院

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

59歳以下
161,000円～
230,000円1人 愛媛県八幡浜市古町１丁目６－１２

38030- 1434321

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

38030- 1431221

150,000円～
160,000円1人 愛媛県八幡浜市産業通１１－３１

38030- 1429121 日祝

15人 愛媛県宇和島市津島町岩松甲１１６４番地

38040- 2156821 他

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

愛媛県八幡浜市江戸岡１丁目２番９号

38030- 1462721 他

警備員（正社員）
日給 有限会社　泉警備保障 雇用・労災・

健康・厚生
18歳～64歳

173,600円～
184,450円

38030- 1461021 日他

介護職員（月給制）
月給 テルウェル西日本　株式会社　四国支店

グループホーム　サルビア
雇用・労災・
健康・厚生

不問
191,800円～
201,800円1人

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

日祝

介護職員
日給 有限会社　和家　グループホーム蘭 雇用・労災・

健康・厚生
不問

153,869円～
174,040円2人 愛媛県西予市宇和町河内１６７番地１

38030- 1457521

正・准看護師
月給 宇都宮内科 雇用・労災・

健康・厚生
64歳以下

190,000円～
240,000円1人 愛媛県西予市野村町野村１１－４２８

38030- 1455821

172,900円～
247,000円1人 愛媛県八幡浜市新町１丁目１４６５－１

38030- 1451921 月他

1人 愛媛県八幡浜市江戸岡１丁目８－５　マルマビル１Ｆ

38030- 1435621 日他

仕込み・調理員
（正社員：くいもんや３０５）

日給 有限会社　洋屋 雇用・労災・
健康・厚生

20歳～44歳

38030- 1448821 土他

ケアマネジャー／居宅介護支援
月給 セントケア四国　株式会社

セントケア八幡浜
雇用・労災・
健康・厚生

64歳以下 介護支援専門員
（ケアマネージャー）239,500円～

288,000円

土日祝他

製品の荷造・出荷・検品作業員
月給 八水蒲鉾　株式会社 雇用・労災・

健康・厚生
40歳以下

170,000円～
180,000円1人 愛媛県八幡浜市保内町川之石１－２４２－４

土日祝他

機械器具設置工
日給 有限会社　岡田エンジニアリング 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

170,400円～
255,600円1人 愛媛県西予市宇和町岩木６２１－１８

38030- 1446021

配送員
月給 豫洲産業　株式会社 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

200,000円～
200,000円1人 愛媛県西予市宇和町永長４８１番地１

38030- 1444921
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発行日： 　５  月 １６ 日
次回発行日： 　５  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（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）
(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

(1)8時30分～17時30分
(2)8時30分～12時30分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-35-6667
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 ホームヘルパー２級
(2)7時00分～16時00分 介護福祉士
(3)10時00分～19時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-72-0312
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． 0894-33-3331
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 介護福祉士
(2)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）
(1)8時00分～17時00分 ２級建築施工管理技士

二級建築士
１級建築施工管理技士

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 三級自動車整備士
二級自動車整備士

雇用期間の定めなし TEL． 0894-24-1334
正社員 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 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． 0894-62-6484
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～16時00分
(2)9時00分～18時00分
(3)11時00分～20時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-72-3737
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． 0894-66-0088
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． 0894-62-0327
正社員 就業場所 愛媛県西予市

変形（1ヶ月単位）
(1)8時15分～18時30分 歯科衛生士
(2)8時15分～13時30分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-62-6618
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
(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

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

142,000円～
160,000円1人 愛媛県八幡浜市昭和通１２８０

38030- 1386421 日他

1人 愛媛県八幡浜市五反田１－１０４６－１

38030- 1370621 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

愛媛県八幡浜市大平１－６３８

38030- 1350821 土日祝他

ケアスタッフ（看護補助）
【契約社員】

月給 医療法人　青峰会 雇用・労災・
健康・厚生

不問
158,100円～
205,200円

38030- 1347621 日祝他

一般事務員（地域医療連携室）
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1人

日他

歯科衛生士
月給 おか　うのまち歯科 雇用・労災・

健康・厚生
不問

170,000円～
250,000円1人 愛媛県西予市宇和町卯之町２丁目１９９番地１

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

38030- 1344521

鉄工（見習い可）
日給 有限会社　曽根鉄工

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

44歳以下
165,000円～
273,000円2人 愛媛県八幡浜市日土町２－２４４

38030- 1343221

182,552円～
182,552円2人 愛媛県西予市野村町松渓１号１３０９番地１

38030- 1354321 他

2人 愛媛県西予市宇和町下川３１５１

38030- 1342821 日他

介護職員（正社員）
月給 あいの里　有限会社 雇用・労災・

健康・厚生
不問

愛媛県八幡浜市五反田１－１０５０

38030- 1381021 他

トレーラー運転手
日給 河辺運送　有限会社 雇用・労災・

健康・厚生
不問

177,900円～
227,300円

38030- 1341721 日祝他

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1人

日祝他

自動車整備士
月給 有限会社　八幡浜ダイハツモータース 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

210,000円～
240,000円1人 愛媛県八幡浜市八代１丁目１－３７

他

建築施工管理技士
月給 小西建設　株式会社 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

300,000円～
400,000円1人 愛媛県八幡浜市古町２－１－１５

38030- 1340021

介護福祉士
（正社員：夜勤あり）

月給 医療法人　高仁会 雇用・労災・
健康・厚生

59歳以下
169,000円～
171,000円1人 愛媛県西予市宇和町上松葉１８４－２

38030- 1360521

205,600円～
308,400円2人 愛媛県西予市三瓶町朝立７－１２２－１

38030- 1337421 他

1人 愛媛県西予市野村町野村２号１０９番地１

38030- 1384221 他

養豚作業員（伊方農場）
月給 有限会社　太陽ファーム 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

愛媛県八幡浜市３８４番地　（仲之町）

38030- 1336521 日祝他

介護職員
（グループホームつるかめ）

月給 株式会社　だんだん
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

64歳以下
176,000円～
180,000円

38030- 1382721 他

調剤薬局事務員
（ソフィー薬局）

年俸制 有限会社　せいどう
（ソフィー薬局・いろは薬局）

雇用・労災・
健康・厚生

不問
208,333円～
208,333円1人

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1人 愛媛県八幡浜市五反田１番耕地７６－３
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発行日： 　５  月 １６ 日
次回発行日： 　５  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（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）
(1)7時30分～16時30分
(2)8時30分～17時30分
(3)9時30分～18時30分

雇用期間の定めなし TEL． 090-4307-1509
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)8時30分～17時30分
(2)9時40分～15時40分

雇用期間の定めなし TEL． 090-1004-8731
正社員以外 就業場所 愛媛県西予市

(1)8時30分～17時15分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-24-6111
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
(2)7時45分～16時45分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-36-0533
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
准看護師

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

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

(1)8時30分～17時30分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-36-2137
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． 0894-72-1500
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

交替制あり
(1)7時00分～16時00分 保育士
(2)8時00分～17時00分
(3)8時30分～17時30分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-33-3066
正社員以外 就業場所 愛媛県西予市

(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00分～17時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-82-1035
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． 0894-89-1474
正社員 就業場所 愛媛県西予市

(1)8時30分～17時00分 三級自動車整備士

雇用期間の定めなし TEL． 0894-24-3811
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

交替制あり
(1)6時00分～15時00分
(2)10時00分～19時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-53-0622
正社員以外 就業場所 愛媛県西宇和郡伊方町

(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

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

146,372円～
154,800円1人 愛媛県八幡浜市１０７９－１（矢野町１丁目）

38030- 1270821 水日祝他

2人 愛媛県西宇和郡伊方町川之浜５９４

38030- 1269121 他

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

愛媛県八幡浜市１１９９－１（昭和通り）

38030- 1293021 日他

給食調理員（フルパート）
時給 社会福祉法人　愛寿会

高齢者総合福祉施設　瀬戸あいじゅ
雇用・労災・
健康・厚生

59歳以下
158,067円～
158,067円

38030- 1289221 日祝他

自動車整備士（見習可）
月給 安全自動車　有限会社

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問
150,000円～
220,000円1人

日他

交通誘導警備員（南予地域）
日給 株式会社　オースター 雇用・労災・

健康・厚生
18歳以上

142,560円～
183,600円5人 愛媛県西予市宇和町坂戸３８８－４

土日祝他

大工（見習い可）
日給 株式会社　浦田建築 雇用・労災・

健康・厚生
40歳以下

190,400円～
309,400円2人 愛媛県西予市城川町男河内１６２９－１

38030- 1306121

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

157,900円～
255,000円1人 愛媛県西予市城川町下相５６６－１

38030- 1305921

182,782円～
254,502円2人 愛媛県西予市三瓶町朝立１－３３７－１

38030- 1314121 日祝他

1人 愛媛県八幡浜市保内町宮内６－７２－１

38030- 1309821 土日祝他

保育士（０歳児）
月給 社会福祉法人　三瓶福祉会 雇用・労災・

健康・厚生
不問

愛媛県西予市野村町野村５－１１１

38030- 1308721 土日祝他

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

127,400円～
127,400円

38030- 1307021 日祝他

肥料製造設備オペレーター
月給 株式会社　研農 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

132,000円～
182,000円1人

日他

鈑金・塗装工（見習可）
月給 株式会社　ササキボデー 雇用・労災・

健康・厚生
64歳以下

140,000円～
250,000円1人 愛媛県八幡浜市保内町宮内１－２７９－１

木他

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
190,000円～
244,500円2人 愛媛県八幡浜市五反田１－２１

38030- 1324021

看護師　または　准看護師
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
170,000円～
230,000円1人 愛媛県八幡浜市日土町２番耕地２番４１

38030- 1321621

170,000円～
192,500円1人 愛媛県八幡浜市保内町川之石１－２３６－１

38030- 1328521 日他

1人 愛媛県八幡浜市松柏丙５１６番地

38030- 1427621 他

コンクリート製品製造工
月給 平和建材産業　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坂戸４３７番地

38030- 1415221 日他

車両運転及び在庫管理スタッフ
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

59歳以下
160,000円～
170,000円

38030- 1412021 他

介護職員
（フルパート：デイサービス）

時給 株式会社　はなみずき
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問
152,000円～
168,000円2人

介護職員
（未経験者：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
146,000円～
163,000円4人 愛媛県八幡浜市八代８９－２　谷野建設内
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