
発行日： 　１１　月　　７  日
次回発行日： 　１１　月　１５  日予定

(1)8時30分～17時15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

(1)8時30分～17時30分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-62-6697
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 大型自動車免許

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

保育士
幼稚園教諭免許

（専修・１種・２種）
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-21-0402

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． 0894-62-0327
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～18時00分 第二種電気工事士

雇用期間の定めなし TEL． 0894-62-0220
正社員 就業場所 愛媛県西予市

(1)8時00分～16時30分 フォークリフト運転技能者

雇用期間の定めなし TEL． 0894-22-4133
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)8時15分～17時15分 その他の福祉・介護関係資格

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

(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

変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時00分 中型自動車免許

準中型自動車免許
８トン限定中型自動車免許

雇用期間の定めなし TEL． 0894-22-2585
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． 0894-66-0088
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． 090-2788-3323
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

変形（1ヶ月単位）
(1)6時30分～15時15分
(2)9時30分～18時15分
(3)22時00分～6時45分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-62-3773
正社員 就業場所 愛媛県西予市 拠出

(1)6時00分～14時00分

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

変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～18時30分 准看護師
(2)8時30分～12時30分 看護師

雇用期間の定めなし TEL． 0894-20-8800
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!!

160,000円～
280,000円1人 愛媛県八幡浜市字白浜１５３６番地５

38030- 3185421 日祝他

1人 愛媛県八幡浜市沖新田１５２６－１７　村中ビル１階

38030- 3184521 土他

准看護師又は看護師
月給 医療法人　みかんこどもクリニック

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

59歳以下

愛媛県西予市宇和町久枝甲１４３４－１

38030- 3179621 他

市場作業員
月給 有限会社　村中商店 雇用・労災・

健康・厚生
44歳以下

170,000円～
180,000円

38030- 3050721 日祝他

介護職員
月給 社会福祉法人　西予総合福祉会 雇用・労災・

健康・厚生
18歳～59歳

164,450円～
168,650円1人

日祝他

一般事務員
時給 株式会社　サヤオート 雇用・労災・

健康・厚生
40歳以下

155,520円～
155,520円1人 愛媛県西予市宇和町瀬戸９６０番地１

日祝他

電気通信設備周りの
伐採作業員

日給 有限会社　兵頭電工 雇用・労災・
健康・厚生

64歳以下
184,800円～
277,200円1人 愛媛県西予市宇和町明間１６５３

38030- 3146121

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２－２４

38030- 3145921

181,500円～
181,500円1人 愛媛県八幡浜市北浜１－１５３３－２０

38030- 3144621 日他

5人 愛媛県西予市宇和町坂戸３８８－４

38030- 3147021 日祝他

一般貨物運転手
月給 有限会社　井上運送 雇用・労災・

健康・厚生
69歳以下

愛媛県西宇和郡伊方町九町　６－８４０－１

38030- 3131821 土日祝他

土木作業員
日給 株式会社　オースター　建設部門 雇用・労災・

健康・厚生
不問

179,200円～
268,800円

38030- 3143321 日他

サービス管理責任者
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

206,477円～
211,904円1人

他

長距離運転手【見習い】
日給 丸回企業　株式会社 雇用・労災・

健康・厚生
40歳以下

146,560円～
146,560円1人 愛媛県八幡浜市沖新田１５８１－２２　港湾ビル２Ｆ

日他

電気工事作業員
月給 株式会社　井上電化サービス 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

165,000円～
175,000円2人 愛媛県西予市宇和町上松葉５９０－１

38030- 3160321

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- 3139021

163,100円～
163,100円1人 愛媛県八幡浜市北浜１丁目１－１

38030- 3135321 日祝他

愛媛県西予市野村町河西１１６６番地６

38030- 3132221 日祝他

保育士
月給 八幡浜市役所 雇用・公災・

健康・厚生
不問

7時30分～18時00分の間の
7時間以上

38030- 3047321 土日祝他

ダンプ運転手
月給 株式会社　野村貨物 雇用・労災・

健康・厚生
不問

225,000円～
300,000円1人

土日祝他

一般事務員
月給 大塚社労士事務所 雇用・労災・

健康・厚生
64歳以下

150,000円～
200,000円1人 愛媛県西予市宇和町卯之町１丁目３０９番地２

必要な免許資格
休日

一般事務員（総務）
月給 医療法人　青峰会

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

59歳以下
200,000円～
200,000円2人 愛媛県八幡浜市五反田１－１０４６－１

38030- 2990621

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)
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発行日： 　１１　月　　７  日
次回発行日： 　１１　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/）

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

(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

(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

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00分～17時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-22-0144
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 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

(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

変形（1年単位）
(1)16時00分～1時00分 大型自動車免許

雇用期間の定めなし TEL． 0894-62-4704
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

(1)8時30分～17時00分 二級自動車整備士
三級自動車整備士

雇用期間の定めなし TEL． 0894-62-4425
正社員 就業場所 愛媛県西予市 厚生

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

交替制あり
(1)5時30分～15時45分
(2)8時30分～17時15分
(3)9時45分～19時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-72-3820
正社員以外 就業場所 愛媛県西予市

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

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!!

147,534円～
163,714円1人 愛媛県西予市宇和町稲生１１８

38030- 3111921 他

1人 愛媛県西予市野村町野村９号４７番地３

38030- 3105121 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

愛媛県八幡浜市松柏乙９９９

38030- 3074121 日祝他

給食調理員
月給 西予市野村　介護老人保健施設　つくし苑

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問
144,519円～
216,979円

38030- 3120121 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

148,000円～
148,000円1人

土日祝他

自動車整備士
月給 有限会社　宇和モータース 雇用・労災・

健康・厚生
64歳以下

180,000円～
180,000円1人 愛媛県西予市宇和町神領１９８

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1人 愛媛県八幡浜市大平１－６３８

38030- 3117521

配送員
月給 愛媛急配　株式会社　宇和営業所 雇用・労災・

健康・厚生
18歳～59歳

200,000円～
260,000円1人 愛媛県西予市宇和町清沢１６３１

38030- 3125521

147,600円～
147,600円1人 愛媛県西予市野村町松溪１－１１８７

38030- 3130721 土日祝他

1人 愛媛県西予市宇和町上松葉１８４－２

38030- 3213821 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

愛媛県八幡浜市松柏甲７７１ー１

38030- 3201921 土日祝他

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

18歳～59歳
170,500円～
170,500円

38030- 3199721 日祝他

営業員
月給 株式会社　豊予社 雇用・労災・

健康・厚生
44歳以下

160,000円～
220,000円1人

日他

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

日祝他

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

148,000円～
160,000円1人 愛媛県八幡浜市１２８０

38030- 3209321

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
157,730円～
160,845円1人 愛媛県西予市宇和町卯之町２丁目４６２

38030- 3203021

180,000円～
250,000円1人 愛媛県八幡浜市保内町須川２０－１

38030- 3198021 日他

1人 愛媛県西宇和郡伊方町湊浦１９９３－１

38030- 3197121 土日祝他

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

愛媛県八幡浜市松柏乙６４８番地１

38030- 3196921 日祝他

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

38030- 3193421 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
192,400円～
227,500円1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
150,000円～
163,000円2人 愛媛県八幡浜市保内町須川１７－１

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)
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発行日： 　１１　月　　７  日
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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30分～17時15分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-24-6624
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～15時30分 介護福祉士
(2)9時00分～18時00分
(3)9時30分～18時30分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-22-5855
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． 090-1171-7150
正社員以外 就業場所 愛媛県西宇和郡伊方町

変形（1ヶ月単位）
(1)6時30分～22時30分 大型自動車第二種免許

雇用期間の定めなし TEL． 0894-23-1000
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． 0894-62-3430
正社員 就業場所 愛媛県西予市

(1)8時30分～17時30分 管理栄養士
(2)8時30分～17時00分 栄養士

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

雇用期間の定めなし TEL． 0894-22-5100
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)8時30分～17時30分
(3)9時00分～18時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-23-2940
正社員以外 就業場所 愛媛県八幡浜市

変形（1年単位）
(1)7時45分～17時45分 幼稚園教諭免許

（専修・１種・２種）

雇用期間の定めなし TEL． 0894-26-0622
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． 0894-22-1822
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． 0894-62-0512
正社員 就業場所 愛媛県西予市

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ヶ月以上） TEL． 0894-29-1016
正社員以外 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)8時15分～18時45分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-35-6699
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． 090-1570-2095
正社員 就業場所 愛媛県西宇和郡伊方町

交替制あり

雇用期間の定めなし TEL． 0894-35-6565
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

変形（1ヶ月単位）
看護師

准看護師

雇用期間の定めなし TEL． 0894-89-4165
正社員以外 就業場所 愛媛県西予市

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!!

看護師・准看護師
月給 社会福祉法人西予市野城総合福祉協会 雇用・労災・

健康・厚生
69歳以下

7時00分～20時00分の間の
8時間程度203,292円～

203,292円3人 愛媛県西予市野村町野村１２号４４６番地

38030- 3023621

200,000円～
230,000円1人 愛媛県八幡浜市沖新田１５８１番地２３

38030- 3015621 他

愛媛県西宇和郡伊方町二見甲８４２－２

38030- 3040121 土日祝他

フードコートスタッフ
月給 株式会社　アゴラ 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

7時00分～17時00分の間の
7時間以上

38030- 3034721 木他

機械工【見習】
日給 高野興業　有限会社 雇用・労災・

健康・厚生
不問

166,400円～
208,000円2人

38030- 3045521 他

動物看護助手
月給 株式会社　千丈動物病院 雇用・労災・

健康・厚生
40歳以下

175,000円～
175,000円1人 愛媛県八幡浜市郷４－３６３－１

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

130,032円～
130,032円1人 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

営業員
月給 有限会社　大成社 雇用・労災・

健康・厚生
44歳以下

150,000円～
180,000円1人 愛媛県西予市宇和町野田４００－３０

38030- 3053521

163,400円～
172,000円1人 愛媛県八幡浜市昭和通１５８１－９

38030- 3044221 他

1人 愛媛県八幡浜市日土町１－２５３

38030- 3059021 土日祝

販売員及び包装作業員
時給 萩森水産　株式会社 雇用・労災・

健康・厚生
不問

愛媛県八幡浜市松柏乙１１０１番地

38030- 3027721 他

幼稚園教諭
月給 学校法人　日土幼稚園

雇用・労災・
健康・厚生・
その他

59歳以下
169,000円～
169,000円

38030- 3051821 日他

調理員（湯島の里）
月給 社会福祉法人　八幡浜市社会福祉協議会 雇用・労災・

健康・厚生
不問

169,900円～
169,900円1人

他

一般事務員
月給 株式会社　栗之浦ドック 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

156,500円～
170,000円1人 愛媛県八幡浜市栗野浦３６５

他

管理栄養士・栄養士
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
180,000円～
250,000円1人 愛媛県八幡浜市１２８０－９

38030- 3057921

経理事務スタッフ
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

150,000円～
180,000円1人 愛媛県西予市宇和町稲生３８番地

38030- 3069821

180,000円～
200,000円2人 愛媛県八幡浜市昭和通１４６０－７３

38030- 3082921 他

2人 愛媛県八幡浜市保内町宮内１‐４６１‐１

38030- 3037521 日他

送迎バス運転手
月給 株式会社　富士タクシー

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

18歳～59歳

愛媛県八幡浜市向灘２２９番地１４

38030- 3010821 他

土木作業員
日給 海星工業 雇用・労災18歳以上

222,300円～
222,300円

38030- 3041021 土日祝他

介護職員（正社員）
月給 社会福祉法人　ことぶき会

介護老人保健施設　青葉荘
雇用・労災・
健康・厚生

59歳以下
155,000円～
185,000円2人

一般事務員
月給 八幡浜大洲地区食品衛生協会 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

146,830円～
146,830円1人 愛媛県八幡浜市北浜１丁目３番３７号　愛媛県八幡浜支局内

(https://www.hellowork.mhlw.go.jp/index.html)

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)
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(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00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-89-1837
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． 0894-36-1338
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

変形（1ヶ月単位）
(1)6時20分～15時20分
(2)10時05分～19時05分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-22-0400
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45分～17時30分 准看護師
(2)7時00分～15時45分
(3)9時30分～18時15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

(1)8時00分～16時40分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-66-0334
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

(1)8時00分～17時00分 大型特殊自動車免許

雇用期間の定めなし TEL． 0894-82-0061
正社員 就業場所 愛媛県西予市

変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） TEL． 0894-38-2100
正社員以外 就業場所 愛媛県西宇和郡伊方町

交替制あり

雇用期間の定めなし TEL． 0894-24-1515
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

(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

交替制あり
(1)8時30分～17時00分
(2)14時00分～21時30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

変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分
(2)10時30分～19時30分
(3)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

交替制あり
(1)6時00分～15時00分
(2)8時15分～17時15分
(3)9時30分～18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38030- 2899121 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!!

他

給食調理員（正社員）
月給 医療法人　高仁会 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

175,000円～
191,000円2人 愛媛県西予市宇和町上松葉１８４－２

日祝他

介護職員（正社員）
月給 株式会社　たかちほ 雇用・労災・

健康・厚生
18歳～59歳

149,000円～
149,000円1人 愛媛県西予市宇和町上松葉１６５－１

38030- 2897621

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１１６６番地６

38030- 2950921

225,000円～
225,000円2人 愛媛県八幡浜市保内町喜木１－７０－１

38030- 2948521 他

1人 愛媛県西宇和郡伊方町大久１３３９

38030- 2944021 日祝他

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

愛媛県八幡浜市保内町川之石１－１３６－１

38030- 2972521 日祝他

一般事務員
月給 株式会社　イーエスエス 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

155,000円～
155,000円

38030- 2958321 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

148,400円～
148,400円1人

他

ガソリンスタンド店員
月給 アトム石油　株式会社 雇用・労災・

健康・厚生
64歳以下

7時00分～20時00分の間の
8時間程度150,000円～

150,000円1人 愛媛県八幡浜市産業通１０－１４

ジュース製造作業員
時給 株式会社　クリエイト伊方 雇用・労災不問

148,608円～
148,608円2人 愛媛県西宇和郡伊方町湊浦１－１３

38030- 3007621

227,000円～
299,640円3人 愛媛県西予市城川町下相１１４

38030- 2995821 日他

2人 愛媛県西宇和郡伊方町大久１３３９

38030- 2945721 日祝他

土木作業員
日給 山本建設株式会社 雇用・労災・

健康・厚生
64歳以下

愛媛県西予市宇和町瀬戸３９０－１

38030- 2993021 土他

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
59歳以下

148,080円～
148,080円

38030- 2985121 他

事務員
日給 伊予蒲鉾　株式会社

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

64歳以下
146,320円～
151,040円1人

他

准看護師
（コンフォート神山）

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
173,000円～
219,700円2人 愛媛県八幡浜市五反田１番耕地７６－３

土日他

郵便外務業務員
（八幡浜：集荷・運送担当）

時給 日本郵便　株式会社　八幡浜郵便局 雇用・労災・
健康・厚生

不問
165,888円～
165,888円1人 愛媛県八幡浜市下浜田１３５５－１６

38030- 2982321

物流管理スタッフ
月給 オレンジベイフーズ　株式会社 雇用・労災・

健康・厚生
40歳以下

200,770円～
200,770円1人 愛媛県八幡浜市保内町宮内１－２８９－１

38030- 2980521

150,000円～
180,000円1人 愛媛県西予市宇和町卯之町３丁目５３７番地

38030- 2977121 土日他

1人 愛媛県八幡浜市江戸岡１丁目１２－１０

38030- 2976921 日祝他

建築施工管理者見習い
月給 株式会社　Ｆｕｊｉｈａｔａ建築設計 雇用・労災・

健康・厚生
不問

青果物販売員
日給 西宇和農業協同組合 雇用・労災・

健康・厚生
不問

135,680円～
148,400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)
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