
発行日： 　７月　５日
次回発行日： 　７月１５日予定

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

雇用期間の定めなし TEL． 06-6487-4811
請負　　　　　正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

交替制あり
(1)5時30分～14時30分 調理師

(2)9時30分～18時30分
(3)10時30分～19時30分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0120-247-717
請負　　　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15分～17時15分 準中型自動車免許

(2)8時30分～17時30分 高圧ガス販売主任者（第２種）

(3)8時45分～17時45分
雇用期間の定めなし TEL． 0894-23-1805

正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市
変形（1ヶ月単位）
(1)9時00分～18時00分 第三種電気主任技術者

雇用期間の定めなし TEL． 089-968-3832
正社員 就業場所 愛媛県（南予全域）

変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17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)9時00分～16時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-24-2003
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)7時00分～16時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-24-2003
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)7時00分～16時00分 大型自動車免許

準中型自動車免許

雇用期間の定めなし TEL． 0894-24-2003
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 介護職員初任者研修修了者

(3)10時30分～19時30分
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

(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． 0894-23-0623
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． 0894-36-1122
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． 0894-89-3838
正社員 就業場所 愛媛県西予市

(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． 0894-89-3838
正社員 就業場所 愛媛県西予市

必要な免許資格
休日

運転維持管理業務
（八幡浜事業所）

月給
株式会社　タクマテクノス　西日本支社 雇用・労災・

健康・厚生
18歳～59歳

160,000円～
200,000円1人

兵庫県尼崎市金楽寺町２丁目２－３３　タクマビル

28030- 8781821

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

他

調理員（野村町）
時給

日清医療食品　株式会社　四国支店 雇用・労災・
健康・厚生

不問

147,560円～
173,600円1人

香川県高松市番町１丁目６－６　甲南アセット番町ビル　６Ｆ

37010-15997821 他

ＬＰガス充填スタッ
フ（八幡浜充填所）

月給
太陽石油販売　株式会社 雇用・労災・

健康・厚生・
財形

40歳以下

153,000円～
187,000円1人

愛媛県松山市宮田町１８６－４　松山駅前ビル６階

38010-20887021 他

電気主任技術者
月給

株式会社　中央電気保安協会 雇用・労災・
健康・厚生

不問

150,000円～
400,000円3人

愛媛県松山市松ノ木１丁目５－４０

38010-21058921 他

経理及び一般事務員
日給

有限会社　イワチク 雇用・労災・
健康・厚生

不問

140,000円～
160,000円1人

愛媛県八幡浜市布喜川甲８４１番地

38030- 1894221 土日祝他

施設管理
月給

芙蓉メンテナンス株式会社 雇用・労災・
健康・厚生

不問

170,000円～
210,000円1人

愛媛県松山市和泉北４丁目２番７号

38010-21170121 日他

工場作業員
日給

有限会社　イワチク 雇用・労災・
健康・厚生

不問

200,000円～
270,000円3人

愛媛県八幡浜市布喜川甲８４１番地

38030- 1895521 土日祝他

運転手
日給

有限会社　イワチク 雇用・労災・
健康・厚生

不問

200,000円～
270,000円2人

愛媛県八幡浜市布喜川甲８４１番地

38030- 1896421 月日祝他

介護職員（日勤）
時給 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

180,472円～
200,600円1人

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

愛媛県八幡浜市江戸岡１丁目２番９号

38030- 1897321 他

生活支援員（Ａ）
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

192,400円～
227,500円

192,600円～
192,600円2人

愛媛県八幡浜市幸町９１番地１

38030- 1900421 日他

1人
愛媛県八幡浜市松柏乙６４８番地１

38030- 1898621 日祝他

食料品製造工
月給

株式会社　えひめフーズ 雇用・労災・
健康・厚生

35歳以下

150,000円～
180,000円1人

愛媛県八幡浜市保内町喜木２－７８－１

38030- 1901321 日祝他

自動車板金・塗装工
日給

株式会社　サヤオート 雇用・労災・
健康・厚生

59歳以下

185,800円～
196,600円1人

愛媛県西予市宇和町瀬戸９６０番地１

38030- 1902621 日祝他

愛媛県西予市宇和町瀬戸９６０番地１

38030- 1904121 日祝他

運転手
日給

株式会社　サヤオート 雇用・労災・
健康・厚生

59歳以下

185,800円～
196,600円1人

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スマホやＰＣから最新の求人を見ることが出来る。
　　　　　　②自分の求人条件や気になった求人を保存することができる。
　　　　　　③オンラインで職業紹介を受けられる場合がある。　　　などの便利な機能があります。
　※　詳細はハローワーク八幡浜又は西予市ふるさとＨＷ相談窓口までお問い合わせください!!

℡ 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/）

ハローワークインターネットサービス
(https://www.hellowork.mhlw.go.jp/index.html)

・通信料は自己負担となります。

・Wi-Fi等インターネット接続環境が

整った場所での利用をお勧めします。
ＱＲコード読み込み

1 ページ



発行日： 　７月　５日
次回発行日： 　７月１５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/）

(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

(1)9時00分～18時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-36-3002
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)7時00分～16時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-27-0348
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)7時00分～16時30分 ８トン限定中型自動車免許
５トン限定準中型自動車免許

雇用期間の定めなし TEL． 0894-72-0439
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． 0894-62-2011
正社員 就業場所 愛媛県西予市

(1)8時00分～17時00分 原動機付自転車免許

雇用期間の定めなし TEL． 0894-22-1801
正社員以外 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． 0894-62-5339
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 准看護師

(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～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)7時00分～16時00分
(2)8時30分～17時30分
(3)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～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

(1)8時00分～17時00分 三級自動車整備士

２級建設機械整備技能士

雇用期間の定めなし TEL． 0895-44-2122
正社員 就業場所 愛媛県西予市 厚生

(1)7時00分～16時00分 大型自動車免許

仕上加工員
（保内倉庫）

日給
八幡浜紙業　株式会社 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

141,869円～
141,869円1人

愛媛県八幡浜市昭和通１２８０

38030- 1906721 日他

パンの製造販売員
（本店）

月給
有限会社　ハチキョーベーカリー 雇用・労災・

健康・厚生
44歳以下

145,000円～
160,000円2人

愛媛県八幡浜市北浜１－８－１５

38030- 1916821 火他

営業販売員
月給

有限会社　ナカタ電器 雇用・労災・
健康・厚生

59歳以下

168,000円～
303,000円1人

愛媛県西宇和郡伊方町湊浦１０７８－２

38030- 1912921 日祝他

ゴミ収集車及びバ
キュームカー運転手

月給
有限会社　滝野産業 雇用・労災・

健康・厚生
44歳以下

170,000円～
190,000円1人

愛媛県西予市野村町阿下５号３３４番地

38030- 1917221 日他

生活支援員
（障がい者）

月給
ＮＰＯ法人　ＳＨＯＷ－ＹＡ 雇用・労災・

健康・厚生
40歳以下

160,000円～
160,000円2人

愛媛県西予市宇和町小原６７９番地

38030- 1918521 他

交通誘導警備員
日給

八幡浜警備 雇用・労災・
健康・厚生

18歳以上

140,000円～
160,000円3人

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

愛媛県八幡浜市広瀬１丁目１番１０号

38030- 1925221 他

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

184,000円～
230,000円3人

愛媛県西予市宇和町大江７７

38030- 1929621 日他

1人
愛媛県八幡浜市沖新田１５２６－１７　村中ビル１階

38030- 1927421 土他

准看護師
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

210,000円～
290,000円1人

愛媛県八幡浜市１２８０－９

38030- 1934521 日他

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

280,000円～
360,000円3人

愛媛県八幡浜市１２８０－９

38030- 1937621 他

介護職員（ヘル
パー）

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

168,000円～
193,000円3人

愛媛県八幡浜市１２８０－９

38030- 1943421 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

40歳以下

198,050円～
198,050円1人

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

愛媛県西予市宇和町清沢１９２０－１

38030- 1942521 日他

146,372円～
154,800円1人

愛媛県八幡浜市１０７９－１（矢野町１丁目）

38030- 1944321 水日祝他

整備工
日給

日吉綜合建設　株式会社 雇用・労災・
健康・厚生

64歳以下

207,000円～
322,000円2人

愛媛県北宇和郡鬼北町大字下鍵山５０９

38040- 2859321 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スマホやＰＣから最新の求人を見ることが出来る。
　　　　　　②自分の求人条件や気になった求人を保存することができる。
　　　　　　③オンラインで職業紹介を受けられる場合がある。　　　などの便利な機能があります。
　※　詳細はハローワーク八幡浜又は西予市ふるさとＨＷ相談窓口までお問い合わせください!!

農場作業員及び大型
運転手

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

ハローワークインターネットサービス
(https://www.hellowork.mhlw.go.jp/index.html)

・通信料は自己負担となります。

・Wi-Fi等インターネット接続環境が

整った場所での利用をお勧めします。
ＱＲコード読み込み
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発行日： 　７月　５日
次回発行日： 　７月１５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/）

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

(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年単位）
(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

雇用期間の定めなし TEL． 0887-25-2338
正社員 就業場所 香川県三豊市

(1)8時30分～17時15分 看護師

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-69-1140
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． 093-391-7717
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． 093-391-7717
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

変形（1年単位）
(1)13時30分～22時00分
(2)12時00分～20時30分
(3)13時00分～22時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0859-21-7480
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． 0894-62-3109
正社員 就業場所 愛媛県西予市 厚生

(1)8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-62-3109
正社員 就業場所 愛媛県西予市 厚生

(1)8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-62-3109
正社員 就業場所 愛媛県西予市 厚生

(1)8時00分～17時00分 準中型自動車免許

フォークリフト運転技能者

雇用期間の定めなし TEL． 0894-22-0070
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． 0894-24-1111
正社員以外 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)8時00分～17時15分 大型自動車免許

雇用期間の定めなし TEL． 0894-62-2009
正社員 就業場所 愛媛県西予市

(1)8時25分～17時10分

雇用期間の定めなし TEL． 087-851-1057
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)8時30分～18時00分

(2)8時30分～12時30分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-22-2466
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

38030- 1946921 他

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

愛媛県西予市宇和町明間４６１５

38030- 1945621 他

農場作業員及び大型
運転手

雇用・労災・
健康・厚生

208,320円～
312,480円3人

愛媛県西予市宇和町明間４６１５

運転手（大型トラッ
ク）

日給
株式会社　弘龍産業 雇用・労災・

健康・厚生
不問

229,000円～
229,000円1人

高知県室戸市吉良川町乙５４２９－１２１

39040- 1717421 日祝他

本社スタッフ（惣菜
コーナーの店舗管
理）／愛媛県

月給
九州惣菜　株式会社 雇用・労災・

健康・厚生・
財形

59歳以下

210,000円～
275,000円

訪問看護師
時給

公益社団法人　愛媛県看護協会 雇用・労災・
健康・厚生

不問

203,515円～
203,515円2人

愛媛県松山市道後町２丁目１１－１４

38010-20570321 土日祝他

他

1人
福岡県北九州市門司区黄金町６－２８

40062- 3049721
又は7時00分～17時00分
の間の8時間程度 他

本社スタッフ（惣菜
コーナーの店舗管
理）／愛媛県

月給
九州惣菜　株式会社 雇用・労災・

健康・厚生・
財形

59歳以下

210,000円～
275,000円1人

福岡県北九州市門司区黄金町６－２８

40062- 3051421
又は7時00分～17時00分
の間の8時間程度

学習塾の教室運営管
理者＜明光義塾／八
幡浜教室＞

月給
株式会社クリエイティブサポートＭ 雇用・労災・

健康・厚生・
財形

44歳以下

228,580円～
252,030円1人

造園工
月給

有限会社　市川造園建設 雇用・労災・
健康・厚生

59歳以下

鳥取県米子市両三柳３２３番地１

31020- 8740721 日他

土木施工管理技士
月給

有限会社　市川造園建設 雇用・労災・
健康・厚生

59歳以下

190,000円～
350,000円

190,000円～
280,000円2人

愛媛県西予市宇和町新城７２０番地

38030- 1881921 日他

3人
愛媛県西予市宇和町新城７２０番地

38030- 1880621 日他

土木作業員
月給

有限会社　市川造園建設 雇用・労災・
健康・厚生

59歳以下

190,000円～
280,000円5人

愛媛県西予市宇和町新城７２０番地

38030- 1882121 日他

倉庫作業員
日給

愛媛マルハ　株式会社 雇用・労災・
健康・厚生

44歳以下

163,750円～
174,000円1人

愛媛県八幡浜市１０７９－１（矢野町１丁目）

38030- 1886221 土日祝

青果物販売業務
日給

西宇和農業協同組合 雇用・労災・
健康・厚生

不問

131,440円～
148,400円1人

愛媛県八幡浜市江戸岡１丁目１２－１０

38030- 1887521 日祝他

選果場作業員（管理
者候補）

月給
株式会社　宇都宮物産 雇用・労災・

健康・厚生
44歳以下

250,000円～
300,000円2人

受付・歯科助手
月給

つかさ歯科医院 雇用・労災・
健康

不問

愛媛県西予市宇和町坂戸６８３

38030- 1888421 日祝他

営業職（産業用機
械、部品）ルート営
業：八幡浜市

月給
ティーメックス　株式会社 雇用・労災・

健康・厚生・
財形

59歳以下

210,000円～
247,000円

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スマホやＰＣから最新の求人を見ることが出来る。
　　　　　　②自分の求人条件や気になった求人を保存することができる。
　　　　　　③オンラインで職業紹介を受けられる場合がある。　　　などの便利な機能があります。
　※　詳細はハローワーク八幡浜又は西予市ふるさとＨＷ相談窓口までお問い合わせください!!

150,000円～
180,000円1人

愛媛県八幡浜市千代田町１４５８

38030- 1875121 日祝他

1人
香川県高松市塩屋町１２－９

37010-15487921 土日祝他

ハローワークインターネットサービス
(https://www.hellowork.mhlw.go.jp/index.html)

・通信料は自己負担となります。

・Wi-Fi等インターネット接続環境が

整った場所での利用をお勧めします。
ＱＲコード読み込み
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発行日： 　７月　５日
次回発行日： 　７月１５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/）

交替制あり

(1)9時00分～19時00分

(2)12時00分～22時00分

(3)11時00分～20時00分
雇用期間の定めなし TEL． 0894-37-3730

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00分

(2)16時00分～0時00分

(3)10時30分～16時00分
雇用期間の定めなし TEL． 0894-62-7555

正社員以外 就業場所 愛媛県西予市

(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

交替制あり

(1)8時30分～17時30分 理学療法士

(2)8時30分～13時00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

変形（1ヶ月単位）

(1)6時30分～15時30分 介護福祉士

(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． 0894-33-1200

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45分

(2)15時30分～0時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0946-21-8700
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15分 作業療法士

(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30分～17時15分 理学療法士

(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． 0894-22-0998
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

(2)9時00分～18時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-22-2100
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

(2)16時30分～6時30分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-22-2100
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)8時30分～17時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-38-2165
正社員以外 就業場所 愛媛県西宇和郡伊方町

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スマホやＰＣから最新の求人を見ることが出来る。
　　　　　　②自分の求人条件や気になった求人を保存することができる。
　　　　　　③オンラインで職業紹介を受けられる場合がある。　　　などの便利な機能があります。
　※　詳細はハローワーク八幡浜又は西予市ふるさとＨＷ相談窓口までお問い合わせください!!

スポーツインストラ
クター（リー・ス
テーション）

月給
清水商事　株式会社 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

175,000円～
220,000円1人

愛媛県八幡浜市千代田町１４６０

38030- 1876021 日他

カウンター・ホール
スタッフ

時給 株式会社　田村商事（パーラーじゃんじゃん
宇和店）

雇用・労災・
健康・厚生

18歳～59歳

162,500円～
178,750円1人

愛媛県西予市宇和町上松葉２０６番地

38030- 1877721 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

愛媛県八幡浜市裏田１３８６－１

介護福祉士（みのり
園）

月給
医療法人　社団　みのり会 雇用・労災・

健康・厚生
64歳以下

165,000円～
215,000円

38030- 1878821 他

理学療法士
月給

医療法人　社団　みのり会 雇用・労災・
健康・厚生

64歳以下

230,000円～
260,000円1人

2人
愛媛県西予市三瓶町朝立２－１－７

38030- 1872321
又は10時30分～19時30分

他

愛媛県西予市三瓶町朝立２－１－７

38030- 1871421 日祝他

店長・マネジメント
職（正・宇和店）

月給
株式会社　ドラッグストアモリ 雇用・労災・

健康・厚生
35歳以下

214,000円～
366,000円1人

福岡県朝倉市一木１１４８番地の１

40150- 5191521
又は8時30分～0時00分の
間の8時間程度 他

作業療法士（施設）
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

253,100円～
303,000円1人

愛媛県八幡浜市大平１番耕地８７０番地２

38030- 1853221 他

理学療法士（施設）
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

253,100円～
303,000円1人

愛媛県八幡浜市大平１番耕地８７０番地２

38030- 1854521 他

建築施工管理・営業
員

月給
株式会社　河野工務店 雇用・労災・

健康・厚生
64歳以下

300,000円～
400,000円1人

愛媛県八幡浜市八代人加志１６９番地

38030- 1857621 日祝他

乗船券販売窓口業務
員

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

151,000円～
151,000円1人

愛媛県八幡浜市出島１５８１番地２６

38030- 1863421 他

港湾サービス作業員
月給

宇和島運輸商事　株式会社 雇用・労災・
健康・厚生

18歳～59歳

143,000円～
143,000円1人

愛媛県八幡浜市出島１５８１番地２６

愛媛県西宇和郡伊方町河内１４４８－１

38030- 1867121 日他

38030- 1864321 他

選果、出荷作業ス
タッフ（フルパー
ト）

時給
株式会社　ニュウズ 雇用・労災・

健康・厚生
64歳以下

160,480円～
169,920円2人

ハローワークインターネットサービス
(https://www.hellowork.mhlw.go.jp/index.html)

・通信料は自己負担となります。

・Wi-Fi等インターネット接続環境が

整った場所での利用をお勧めします。
ＱＲコード読み込み
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