
発行日： 　６月２４日
次回発行日： 　７月２５日予定

(1)8時30分～13時30分
(2)9時00分～14時00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

雇用期間の定めなし TEL． 0894-62-4155
パート労働者 就業場所 愛媛県西予市

交替制あり
(1)19時00分～2時00分 普通自動車第二種免許

(2)20時00分～3時00分

雇用期間の定めなし TEL． 090-1005-7392
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)8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-53-0245
正社員 就業場所 愛媛県西宇和郡伊方町

(1)8時00分～10時30分
(2)15時00分～17時15分
(3)8時00分～17時15分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-29-1000
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)17時30分～8時30分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-24-6111
正社員以外 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
交替制あり
(1)8時00分～10時00分
(2)15時00分～16時30分

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～12時00分 ホームヘルパー２級

(2)13時00分～17時00分
(3)16時30分～20時30分

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

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

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

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

(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

雇用期間の定めなし TEL． 0894-62-8018
パート労働者 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

必要な免許資格
休日

厨房作業員（パー
ト）

時給 医療法人　高仁会 労災不問
821円～1,000

円2人
愛媛県西予市宇和町上松葉１８４－２

職種
年齢

採用人数
賃金形態
賃金

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

38030- 1836821 他

葬儀補助及び清掃員
時給 有限会社　清水葬儀社 雇用・労災不問 8時30分～19時00分の間

の7時間程度850円～1,100
円1人

愛媛県西予市宇和町卯之町５丁目６７－１

38030- 1817021 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
愛媛県八幡浜市浜田町１

38030- 1816121 他

代行運転手
日給 代行かわりばんこ 労災18歳以上

1,000円～
1,000円4人

愛媛県西予市宇和町下松葉２２

38030- 1811521 他

検品及び縫製工
時給 株式会社　イーエスエス 雇用・労災・

健康・厚生59歳以下
142,525円～
142,525円2人

愛媛県西宇和郡伊方町大久１３３９

38030- 1737021 日祝他

送迎ドライバー
（通所リハビリ）

時給 社会福祉法人　白寿会　介護老人保健施設
西安 雇用・労災不問

950円～950円1人
愛媛県八幡浜市大平１番耕地８７０番地２

38030- 1807921 他

宿直員（セレモニー
ライフ八幡浜）

その他 有限会社　ビック（サンリードグループ） 雇用・労災18歳以上
90,000円～
90,000円1人

愛媛県八幡浜市松柏丙５１６番地

38030- 1748221 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
1,250円～
1,450円

日他

3人
愛媛県八幡浜市下道１４２０

38030- 1752921 他

送迎車運転手
時給 株式会社　ベルワイド　おるｄｅ新町 雇用・労災不問

8時00分～18時00分の間
の2時間以上

雇用・労災不問

837円～918円2人
愛媛県八幡浜市新町２７２番地１

38030- 1401621

878円～878円1人
愛媛県八幡浜市新町２７２番地１

38030- 1406821

他

介護職員（未経験
者）

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

他

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

愛媛県八幡浜市保内町須川１７－１

38030- 1412021

給食調理員（土・
日・祝日）

時給 株式会社　元禄　デイサービスねぶの花

他

2人
愛媛県八幡浜市保内町須川１７－１

38030- 1619321 他

介護職員
日給 あいの里　有限会社 労災不問

936円～952円1人
愛媛県西予市野村町松渓１号１３０９番地１

38030- 1355621

38030- 1356921

労災不問 6時00分～18時30分の間
の4時間程度

950円～950円2人
愛媛県西予市宇和町卯之町５丁目１番地４

38030- 1715521

介護職員（介護付有
料老人ホーム）

時給 株式会社　ベルワイド　おるｄｅ新町

他

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 他

他

調理員
日給 あいの里　有限会社 労災不問

825円～825円1人
愛媛県西予市野村町松渓１号１３０９番地１

℡ 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又は西予市ふるさと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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℡ 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又は西予市ふるさと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
(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30分 その他の福祉・介護関係資格
介護支援専門員（ケアマネージャー）

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)6時30分～8時30分
(2)6時00分～9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)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

交替制あり
看護師

准看護師

雇用期間の定めなし TEL． 0894-35-9090
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ヶ月以上） TEL． 0894-23-2121
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)8時15分～17時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-62-5301
正社員 就業場所 愛媛県西予市

雇用期間の定めなし TEL． 0894-72-1596
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． 0894-23-0050
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． 0894-24-7220
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)5時00分～10時00分
(2)13時00分～17時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-38-1310
（請負）　パート労働者 就業場所 愛媛県西宇和郡伊方町

交替制あり
(1)9時30分～14時00分
(2)14時00分～18時30分

雇用期間の定めなし TEL． 0893-23-4165
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30分～16時15分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 089-932-6200
　（請負）　正社員以外 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)7時30分～11時30分
(2)8時00分～12時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 089-932-6200
（請負）　正社員以外 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)1時00分～5時30分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-23-2600
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)6時00分～9時00分
(2)9時00分～16時00分
(3)16時00分～0時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-22-1162
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

介護職員（フルパー
ト：デイサービス）

土日祝他

2人

2人

38080- 1599321 水他
1人

1人

1人

2人
他

他

他

日他

日他

月他
1人

1人

2人

1人

4人

日他
1人

他

他

他

日他

時給 株式会社　はなみずき 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

64歳以下
152,000円～
168,000円

愛媛県西予市宇和町坂戸４３７番地

38030- 1415221 日他
2人

生活相談員
（フルパート）

時給 株式会社　はなみずき 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

64歳以下
157,000円～
173,000円

愛媛県西予市宇和町坂戸４３７番地

38030- 1418321

早朝仕分け作業員
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
1,100円～
1,100円

愛媛県八幡浜市保内町宮内　１－５４７－１

38030- 1541021

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

830円～900円 愛媛県八幡浜市字中深１２１５－１

38030- 1685421

訪問看護師
時給 合同会社　訪問看護ステーションいまいスマ

イル 雇用・労災不問
1,000円～
1,200円

8時30分～17時30分の間
の4時間以上愛媛県八幡浜市八代６８番地１

38030- 1638121

仕上加工員（午前）
時給 八幡浜紙業　株式会社 雇用・労災不問

821円～821円 愛媛県八幡浜市昭和通１２８０

38030- 1653921

販売・製造員（正社
員）

月給 有限会社　南予てんぷら販売 雇用・労災・
健康・厚生59歳以下

135,000円～
155,000円

愛媛県西予市宇和町新城７１２－３

38030- 1509121

タオルの仕上げ加工
員

時給 愛媛電機　有限会社 労災不問 8時30分～18時30分の間
の3時間以上

850円～850円 愛媛県西予市野村町野村９－１４

38030- 1506321
2人

清掃スタッフ
時給 佐田岬リゾート　株式会社 労災不問 9時00分～15時00分の間

の3時間程度
910円～910円 愛媛県八幡浜市２１６－４（海老崎）

38030- 1499521

ゴルフ練習場の集
球・清掃作業員

日給 布喜川ゴルフセンター　有限会社 労災不問 6時30分～8時30分の間の
2時間程度

900円～900円 愛媛県八幡浜市布喜川丁２５３

38030- 1632221

調理補助・清掃作業
員（仁田之浜寮）

時給 東京ケータリング　株式会社 雇用・労災不問

880円～880円 愛媛県西宇和郡伊方町湊浦８３４－１

38030- 1635321
又は5時30分～19時30分
の間の5時間以上

クリーニング受付
（木村チェーン保内店）

時給 有限会社　西村クリーニング店 労災不問

821円～821円 愛媛県大洲市平野町野田３４０４

清掃員（市立八幡浜
総合病院）

時給 芙蓉メンテナンス株式会社 雇用・労災・
健康・厚生不問

144,202円～
149,292円

愛媛県松山市和泉北４丁目２番７号

38010-14283621

清掃員（市立八幡浜
総合病院）／午前

時給 芙蓉メンテナンス株式会社 雇用・労災不問

850円～880円 愛媛県松山市和泉北４丁目２番７号

38010-14284921

弁当製造員（補助）
時給 宇和島運輸商事　株式会社 労災18歳以上

825円～900円1人
愛媛県八幡浜市出島１５８１番地２６

38030- 1480221

38030- 1388621 他

他

コンビニエンススト
ア店員

時給 セブンイレブン　八幡浜産業通店 労災不問
830円～1,040

円3人
愛媛県八幡浜市産業通１２－２４


