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(1)8時30分～17時30分

雇用期間の定めなし TEL． 087-811-4567
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市 拠出

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． 0875-25-3732
正社員 就業場所 愛媛県西予市

変形（1ヶ月単位）
(1)7時30分～16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

交替制あり
(1)8時00分～13時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-35-7031
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． 0894-22-3388
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)8時30分～16時30分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-21-0408
正社員以外 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
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

(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 愛媛県西予市

(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ヶ月単位）
(1)8時30分～18時00分
(2)8時30分～13時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 06-6966-0681
正社員以外 就業場所 愛媛県八幡浜市 拠出

変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時45分
(2)14時30分～23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)5時00分～14時00分
(2)13時00分～22時00分
(3)21時00分～6時00分

雇用期間の定めなし TEL． 072-460-0037
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． 089-926-0345
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市 拠出

日祝他

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- 2193921

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!!

日他

製造工／四国第２工
場（愛媛県八幡浜
市）

月給
株式会杜　ＵＦＣプロダクツ 雇用・労災・

健康・厚生
18歳～59歳

160,000円～
190,000円2人

大阪府泉佐野市りんくう往来南５－１５

27140- 4689521 土日他

配送業務員／南予支
店

月給
株式会社　ニューパック住友　松山支店 雇用・労災・

健康・厚生
40歳以下

177,200円～
204,200円1人

愛媛県松山市山越６丁目１５－１７

38010-24302221

一般事務（調剤薬局
事務）／そうごう薬
局　八幡浜店

月給
総合メディカル　株式会社 雇用・労災・

健康・厚生
不問

150,000円～
150,000円1人

福岡県福岡市中央区天神２丁目１４－８　

福岡県朝倉市一木１１４８番地の１

40010-49217721 日祝他

販売員（正・宇和
店・地域専任職）

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

160,000円～
287,000円1人

40150- 7252221
又は8時30分～23時00分
の間の8時間程度

他

2人

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- 2314721 日他

養豚作業員（西予市
内各農場）

月給
有限会社　太陽ファーム 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

205,600円～
308,400円2人

愛媛県西予市三瓶町朝立７－１２２－１

38030- 2308821

日祝

38030- 2293721
又は8時00分～18時00分
の間の8時間程度

愛媛県八幡浜市北浜１丁目１－１

38030- 2305121 土日祝他

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- 2306021 日祝他

一般事務補助員
（パート）

月給
八幡浜市役所 雇用・公災・

健康・厚生
不問

131,961円～
131,961円

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- 2304921

清掃員（西安）
日給

芙蓉メンテナンス株式会社 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問
156,000円～
156,000円1人

愛媛県松山市和泉北４丁目２番７号

38010-25462621

37040- 4080121 日祝他

土日祝他

製造作業員
その他

株式会社　総合開発　インフラ本部 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

40歳以下
180,000円～
265,000円3人

香川県観音寺市瀬戸町二丁目１４－１６

日

受付医療事務員（よ
つば薬局駅前西通
店）

月給
よつばメディカルサービス　株式会社 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

142,500円～
152,000円1人

愛媛県八幡浜市江戸岡一丁目７－１５

日祝他

必要な免許資格
休日

法人営業（ルート営
業）

月給
大豊産業　株式会社 雇用・労災・

健康・厚生・
財形

64歳以下
242,220円～
356,030円1人

香川県高松市寿町１丁目１番１２号　パシフィックシティ高松ビル９階

37010-19008621

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/）

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) ＱＲコード読み込み
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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/）

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)8時30分～17時15分 メディカルクラーク（医療事務技能審査）

(2)8時00分～16時45分

雇用期間の定めなし TEL． 089-943-7737
請負　　　正社員 就業場所 愛媛県西予市

交替制あり
(1)5時00分～14時00分 調理師

(2)9時00分～18時00分

雇用期間の定めなし TEL． 089-917-6560
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
(2)9時00分～18時00分
(3)10時00分～19時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 089-907-5750
請負　正社員以外 就業場所 愛媛県西予市

(1)8時30分～17時15分 保育士

精神保健福祉士

社会福祉士
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-22-3111

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

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30分～17時15分 介護支援専門員（ケアマネージャー）

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

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

(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

交替制あり
(1)8時30分～17時30分
(2)10時00分～19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

(1)8時30分～17時30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ヶ月単位）
(1)8時00分～17時00分 看護師

(2)9時30分～18時30分 准看護師

雇用期間の定めなし TEL． 0894-22-0222
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 ホームヘルパー２級

(2)8時30分～17時30分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-22-0222
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． 0894-22-2114
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市 厚生

交替制あり
(1)8時30分～17時15分 看護師

(2)16時30分～1時15分
(3)0時30分～9時15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

(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

土日祝

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2人

愛媛県松山市和泉北４丁目２番７号

38010-24684821 日他

医療事務／西予市立
西予市民病院

月給
株式会社　ニチイ学館　松山支店 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

131,970円～
139,920円2人

愛媛県松山市三番町４丁目４番地６　松山センタービル２号館　６階

38010-24896621

愛媛県西予市宇和町上松葉１８４－２

38030- 2211221

一般事務員（老人保
健施設うわ）

月給
医療法人　高仁会 雇用・労災・

健康・厚生
40歳以下

144,500円～
144,500円1人

日他

愛媛県西予市野村町松溪１－１１８７

38030- 2256621

他

自動車販売営業員
月給 株式会社　八西ホンダ　（ホンダカーズ八

幡浜）
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問
250,000円～
450,000円

土日祝他

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

他

1人
愛媛県八幡浜市松柏乙１０９１番地

38030- 2253521 火他

正看護師（会計年度
任用職員）

月給
西予市立　西予市民病院 雇用・労災・

健康・厚生
18歳以上

介護職員（デイサー
ビス）

月給
株式会社　ベルワイド　おるｄｅ新町 雇用・労災・

健康・厚生
67歳以下

148,000円～
180,000円1人

197,583円～
300,193円3人

愛媛県西予市宇和町永長１４７番地１

38030- 2254421

愛媛県八幡浜市新町２７２番地１

38030- 2239321

他

正看護師または准看
護師（介護付有料老
人ホーム）

月給
株式会社　ベルワイド　おるｄｅ新町 雇用・労災・

健康・厚生
67歳以下

200,000円～
210,000円2人

愛媛県八幡浜市新町２７２番地１

38030- 2234721

他

介護職員（正社員：
通所リハビリテー
ション）

月給
医療法人　高仁会 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

147,500円～
148,000円1人

愛媛県西予市宇和町上松葉１８４－２

38030- 2227721

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

他

愛媛県西予市宇和町卯之町１－３９６

38030- 2224921 日他

介護支援専門員
月給

伊方町役場 雇用・労災・
健康・厚生

不問
163,915円～
163,915円1人

愛媛県西宇和郡伊方町湊浦１９９３－１

38030- 2221421 土日祝他

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

38030- 2222321

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

愛媛県松山市一番町１丁目１４番地７　フジコビル３階

38010-25194221 他

児童指導員（発達支
援センター）

月給
八幡浜市役所 雇用・労災・

健康・厚生
不問

146,100円～
163,100円

165,000円～
273,000円2人

愛媛県八幡浜市日土町２－２４

38030- 2220521 日祝他

1人
愛媛県八幡浜市北浜１丁目１－１

38030- 2219721
又は8時00分～18時00分
の間の7時間程度

土日祝他

調理員・調理補助
（法正園）

時給
株式会社　ＬＯＨＡＳ 雇用・労災・

健康・厚生
不問

172,800円～
207,360円1人

他

病院給食の調理師／
双岩病院

月給 四国医療サービス株式会社　シンセイフー
ド事業部

雇用・労災・
健康・厚生

64歳以下
200,000円～
260,000円2人

愛媛県松山市久万ノ台１１９４番地

38010-25125021

ＱＲコード読み込み
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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)8時30分～17時15分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-62-6437
正社員以外 就業場所 愛媛県西予市

変形（1年単位）
(1)7時00分～15時00分
(2)15時00分～22時00分
(3)22時00分～7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

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

(1)8時45分～17時30分 看護師

雇用期間の定めなし TEL． 0894-22-5750
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市 厚生

(1)8時30分～17時15分 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． 0894-22-5750
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． 0894-22-5750
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30分～16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． 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～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． 0894-22-5750
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市 厚生

変形（1ヶ月単位）
危険物取扱者（乙種）

雇用期間の定めなし TEL． 089-947-1170
正社員 就業場所 愛媛県西予市 拠出

変形（1ヶ月単位）
(1)8時15分～16時45分
(2)10時00分～18時30分
(3)16時00分～0時30分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 088-871-3303
正社員以外 就業場所 愛媛県西予市

(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． 089-911-6333
正社員 就業場所 愛媛県西予市 厚生

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分 ８トン限定中型自動車免許

準中型自動車免許

雇用期間の定めなし TEL． 0894-62-6530
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30分
(2)9時00分～18時00分
(3)8時30分～12時30分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-29-4128
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． 0894-62-8061
正社員 就業場所 愛媛県西予市

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- 2289421

他

調剤薬局事務員
月給

株式会社　アポリード 雇用・労災・
健康・厚生

44歳以下
143,000円～
143,000円1人

愛媛県八幡浜市大平１ー７７４ー５

210,000円～
280,000円1人

愛媛県西予市宇和町山田１５５８番地

38030- 2213421

38030- 2217121

看護師
月給

株式会社　さくら 雇用・労災・
健康・厚生

59歳以下

38010-24120121

183,350円～
206,538円1人

愛媛県宇和島市寿町２丁目９番１２号

38040- 3332721
又は7時00分～20時00分
の間の8時間程度

愛媛県八幡浜市保内町須川１７－１

38030- 2287221

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

日祝他

日他

道路舗装切断コア採
取（宇和支店）

月給
株式会社　愛媛カッター工業 雇用・労災・

健康・厚生
35歳以下

300,000円～
400,000円1人

愛媛県松山市南土居町１６番地１

38010-24082921

他

233,000円～
277,000円1人

愛媛県松山市別府町４４４番地１

土日祝

看護師
月給

医療法人　ゆうの森 雇用・労災・
健康・厚生

59歳以下

ホール・カウンター
（ＤＩＶＯ宇和店）

月給 株式会社　セントラル（セントラルグルー
プ遊技部門）

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

18歳以上
149,094円～
220,000円5人

高知県高知市和泉町８－８

39010-17218621
又は10時00分～23時00分
の間の7時間以上

1人
愛媛県八幡浜市五反田１番耕地７６－３

38030- 2288521 他

他

ガソリンスタンドス
タッフ（正）／ＤＤ
宇和れんげ店

月給
三原産業　株式会社 雇用・労災・

健康・厚生・
財形

40歳以下

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

18歳～59歳

165,700円～
218,300円1人

愛媛県八幡浜市五反田１－１０５０

38030- 2286821 他

介護福祉士（介護：
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

151,000円～
168,000円6人

他

愛媛県八幡浜市五反田１－１０４６－１

38030- 2280321 日祝他

38030- 2268721 土日他

介護支援専門員
（ウェル五反田）

月給
医療法人　青峰会 雇用・労災・

健康・厚生・
財形

59歳以下
185,700円～
214,400円1人

1人
愛媛県八幡浜市昭和通１２８０

38030- 2261521 日他

正看護師（チヨダク
リニック）

月給
医療法人　青峰会 雇用・労災・

健康・厚生・
財形

59歳以下
197,100円～
266,200円1人

愛媛県八幡浜市五反田１－１０４６－１

38030- 2259021 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
142,000円～
160,000円

紙すき工
日給

八幡浜紙業　株式会社 雇用・労災・
健康・厚生

18歳～44歳

192,000円～
289,200円4人

土日祝他

一般事務員
日給

一般社団法人西予市観光物産協会 雇用・労災・
健康・厚生

不問
129,280円～
129,280円1人

愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目２９７番地

愛媛県八幡浜市昭和通１２８０

38030- 2260221 日他

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- 2257921
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発行日： 　8月　5日
次回発行日： 　8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)8時30分～17時15分
(2)10時15分～19時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-22-4355
正社員 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
(2)9時00分～18時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-62-5778
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 就業場所 愛媛県西予市

変形（1ヶ月単位）
(1)9時00分～21時00分 危険物取扱者（乙種）

雇用期間の定めなし TEL． 0894-69-1305
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． 089-941-6155
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 大型自動車免許

牽引免許

雇用期間の定めなし TEL． 0894-75-0303
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． 0894-53-0245
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)7時30分～16時30分 看護師

(2)8時30分～17時30分 准看護師

(3)9時30分～18時30分
雇用期間の定めなし TEL． 0894-38-0700

正社員 就業場所 愛媛県西宇和郡伊方町

(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

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分 フォークリフト運転技能者

雇用期間の定めなし TEL． 090-8971-3344
正社員 就業場所 愛媛県西予市

(1)8時30分～18時30分 歯科衛生士

(2)8時30分～12時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-39-1300
正社員 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． 0894-62-4013
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． 0894-36-0066
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)7時50分～17時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-36-0066
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
(2)8時30分～17時30分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-22-0163
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市 厚生

(1)9時00分～18時00分 三級自動車整備士

雇用期間の定めなし TEL． 0894-62-3430
正社員 就業場所 愛媛県西予市

愛媛県西予市宇和町稲生３８番地

38030- 2191321 他

3人
愛媛県八幡浜市白浜通１５３６番地１１８

38030- 2190421

38030- 2187021

他

自動車整備士
月給

株式会社　オートウェーブ西予 雇用・労災・
健康・厚生

64歳以下

愛媛県八幡浜市保内町川之石１－１３６－１

38030- 2188721 日祝他

介護職員（日勤）
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
165,000円～
185,000円

185,000円～
250,000円1人

日祝他

食品容器製造工
日給

新井産業　株式会社 雇用・労災・
健康・厚生

59歳以下
140,768円～
140,768円1人

日祝他

製造作業員
日給

新井産業　株式会社 雇用・労災・
健康・厚生

59歳以下
148,400円～
148,400円1人

愛媛県八幡浜市保内町川之石１－１３６－１

プロパンガス配送員
月給

藤工業　株式会社 雇用・労災・
健康・厚生

44歳以下
150,000円～
210,000円1人

愛媛県西予市宇和町上松葉３１９

38030- 2200021

日祝他

2人
愛媛県西予市宇和町河内９４

38030- 2198221 日他

歯科衛生士
月給

町見歯科診療所 雇用・労災・
健康・厚生

不問

製材工
日給

菊地木材　株式会社 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

59歳以下
172,800円～
216,000円

看護師
月給

社会福祉法人　伊方社会福祉協会 雇用・労災・
健康・厚生

59歳以下
174,950円～
196,136円1人

愛媛県西宇和郡伊方町湊浦８６１番地１

185,000円～
195,000円1人

愛媛県西宇和郡伊方町九町１－１８００－７

38030- 2199521

愛媛県西宇和郡伊方町九町１－８５９－２

38030- 2196721

38030- 2206321 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1人

日祝他

トレーラー運転手
月給

株式会社　野村貨物 雇用・労災・
健康・厚生

不問
400,000円～
500,000円1人

愛媛県西予市野村町河西１１６２

38030- 2202821 日祝他

縫製及び検品作業員
時給

株式会社　アクティブ 雇用・労災・
健康・厚生

不問
142,525円～
142,525円2人

愛媛県西宇和郡伊方町大久１３３９

38030- 2204521 日祝他

220,000円～
220,000円1人

愛媛県松山市大手町１丁目８番地８

38010-23859821

38030- 2210821

日祝他

工場内作業スタッフ
（八幡浜作業所／セ
メント管理）

月給
共立運輸株式会社 雇用・労災・

健康・厚生
44歳以下

東京都千代田区富士見１－８－１９　住友不動産千代田富士見ビル１１階

13010-74255721 他

土日祝他

総合職
月給 株式会社　どんぶり館（道の駅　どんぶり

館）
雇用・労災・
健康・厚生

59歳以下

養鶏場作業員（三瓶
町）

月給
愛媛マルハ　株式会社 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

180,000円～
200,000円1人

愛媛県八幡浜市１０７９－１（矢野町１丁目）

他

日祝他

ガソリンスタンド給
油スタッフ及び店長
候補／西予市

月給
マルネン　株式会社 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

180,000円～
250,000円2人

看護助手（病棟）
月給

一般社団法人　八幡浜医師会立　双岩病院 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

59歳以下
132,700円～
136,300円2人

愛媛県八幡浜市若山４番耕地１６０番地１

38030- 2208921

147,534円～
163,714円1人

愛媛県西予市宇和町稲生１１８

38030- 2209121
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