
発行日： 　１１　月　２５  日
次回発行日： 　１２　月     ５  日予定

雇用期間の定めなし TEL． 0894-35-6366
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

雇用期間の定めなし TEL． 0894-62-4258
パート労働者 就業場所 愛媛県西予市

(1)9時00分～13時00分
(2)9時00分～16時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-33-3066
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． 0894-62-5877
パート労働者 就業場所

(1)10時00分～14時00分
(2)16時00分～19時30分

雇用期間の定めなし TEL． 090-6836-9933
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． 0894-89-2269
パート労働者 就業場所 愛媛県西予市

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-24-5507
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)9時00分～16時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-21-3131
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)9時00分～11時30分
(2)14時00分～18時30分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-39-1300
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)5時00分～8時30分
(2)15時30分～18時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-62-3440
パート労働者 就業場所 愛媛県西予市

(1)11時00分～14時00分
(2)16時30分～21時30分

雇用期間の定めなし TEL． 090-4030-7315
パート労働者 就業場所 愛媛県西予市

(1)7時00分～9時30分 大型自動車免許
(2)14時00分～16時00分 大型自動車第二種免許
(3)11時30分～13時30分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-24-4888
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～13時00分
(2)14時30分～19時30分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-28-0010
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

フォークリフト運転技能者

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） TEL． 0894-22-1455
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)9時00分～12時30分 歯科衛生士
(2)14時00分～18時30分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-33-3633
パート労働者 就業場所 愛媛県西予市

(1)8時00分～11時30分

雇用期間の定めなし TEL． 000-0000-0000
パート労働者 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!!

1,000円～
1,500円2人 愛媛県八幡浜市五反田２－３３２－１

38030- 3286921 土日祝他

1人 愛媛県西予市三瓶町朝立８－８５２－１

38030- 3282521 日祝他

果樹栽培作業員
時給 二宮農園 労災不問

愛媛県八幡浜市１０００－１７（檜谷）

38030- 3294921 日他

歯科衛生士
時給 みよし歯科医院 雇用・労災不問

1,200円～
1,500円

日祝他

市場集荷作業員
時給 井上青果 労災不問

7時30分～12時30分の間の
2時間以上1,100円～

1,100円1人

土日祝他

受付及び診療助手
時給 かどいし鍼灸接骨院 労災不問

853円～938円1人 愛媛県八幡浜市穴井３－４８４－３８

38030- 3291421

幼稚園バス運転手
時給 学校法人　ロザリオ学園　八幡浜聖母幼稚園 労災不問

1,150円～
1,150円1人 愛媛県八幡浜市昭和通１１８２－７

38030- 3304421

1,000円～
1,000円4人 愛媛県西予市宇和町卯之町３丁目４１４

38030- 3310221 他

1人 愛媛県西予市宇和町小野田１３０７

38030- 3305321 他

ホール及び調理補助
スタッフ

時給 もんじゃ焼き　金太朗 その他不問

愛媛県西宇和郡伊方町九町１－１８００－７

38030- 3317021 土日祝他

搾乳作業員
時給 有限会社　小野田牧場 労災不問

1,100円～
1,100円

38030- 3314621 日祝他

受付及び歯科助手
時給 町見歯科診療所 労災不問

950円～1,000円1人

他

一般事務員
時給 株式会社　小林果園 雇用・労災不問

900円～950円
9時00分～17時30分の間の
6時間程度

1人 愛媛県八幡浜市横平１１２番地５

9時00分～21時00分の間の
4時間程度

860円～860円3人 愛媛県八幡浜市北浜１丁目４－３３　フジグラン北浜２階

38030- 3311521

1人 愛媛県西予市宇和町清沢１５２２

38030- 3327821 他

厨房スタッフ
時給 株式会社フジファミリーフーズ

どんと北浜店 労災不問

38030- 3326721 他

調理補助スタッフ
時給 株式会社　Ｓａｋｕ　Ｓａｋｕ 雇用・労災59歳以下

9時00分～17時00分の間の
5時間以上

860円～860円

月火

店頭販売員（宇和店）
時給 からあげやカリッジュ　八幡浜店 労災不問

860円～880円1人 愛媛県八幡浜市保内町宮内１－３２３ー１中央ビル１ー５

レストランホール接客
時給 株式会社　ゆうぼく 雇用・労災不問

9時15分～16時15分の間の
4時間以上

860円～900円2人 愛媛県西予市宇和町坂戸５５３－１

38030- 3341121

1,000円～
1,000円1人 愛媛県西予市三瓶町朝立１－３３７－１

38030- 3340921 月土日祝他

1人 愛媛県西予市宇和町卯之町４－７５７

38030- 3350021 土日祝他

保育補助スタッフ
時給 社会福祉法人　三瓶福祉会 労災不問

38030- 3346521 他

一般事務員
時給 有限会社　卯之町重機 雇用・労災64歳以下

900円～1,000円
8時00分～17時00分の間の4
時間程度

必要な免許資格
休日

ホール・サービス
スタッフ

時給 宇和島運輸商事　株式会社 労災不問
10時00分～22時00分の間の
4時間以上

860円～900円2人 愛媛県八幡浜市出島１５８１番地２６

職種
年齢

採用人数
賃金形態

賃金（時間換算）
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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必要な免許資格
休日

職種
年齢

採用人数
賃金形態

賃金（時間換算）
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

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-24-1515
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)8時00分～13時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-22-3535
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

交替制あり
(1)7時30分～10時30分 介護福祉士
(2)9時30分～12時30分
(3)13時30分～16時30分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-33-1200
パート労働者 就業場所 愛媛県西予市

(1)17時30分～21時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-22-0157
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)8時30分～17時15分
(2)9時30分～18時15分
(3)5時00分～13時45分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-22-5750
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市 厚生

(1)9時00分～15時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-53-0776
パート労働者 就業場所 愛媛県西宇和郡伊方町

(1)8時00分～12時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-62-7211
パート労働者 就業場所 愛媛県西予市

(1)8時00分～12時00分 看護師
(2)13時00分～17時00分 准看護師

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

(1)5時00分～10時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-22-1167
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)8時00分～16時00分 危険物取扱者（乙種）
(2)8時00分～12時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-22-2811
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30分～12時30分
(2)12時30分～16時30分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-62-7030
パート労働者 就業場所 愛媛県西予市

交替制あり
(1)16時00分～22時00分
(2)11時00分～15時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-62-0050
パート労働者 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
パート労働者 就業場所 愛媛県西予市

交替制あり
(1)0時00分～9時00分
(2)9時00分～15時00分
(3)15時00分～0時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-36-0187
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

雇用期間の定めなし TEL． 0894-62-2877
パート労働者 就業場所 愛媛県西予市38030- 3176521 火水他

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

ホールスタッフ【夜】
時給 肉専科　しんみや 雇用・労災不問

17時00分～22時00分の間の
4時間程度1,000円～

1,200円1人 愛媛県西予市宇和町稲生３５番地

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

860円～1,080円3人 愛媛県八幡浜市産業通１２－２４

38030- 3175221

860円～860円3人 愛媛県八幡浜市保内町喜木１－６５－１

38030- 3154121 他

3人 愛媛県西予市宇和町坂戸３８８－４

38030- 3148721 日祝他

販売員
（ローソン保内喜木店）

時給 有限会社　ユルト（ローソン） 雇用・労災不問

愛媛県西予市宇和町卯之町３ー３１８

38030- 3141521 他

交通誘導警備員
（南予地域：週３～４
日）

日給 株式会社　オースター 雇用・労災18歳以上

856円～1,000円

38030- 3138121 日祝他

ホール係
時給 株式会社　冨士廼家 雇用・労災不問

1,300円～
1,500円1人

土他

医療事務及び検査補助員
時給 医療法人　開明眼科 雇用・労災59歳以下

853円～1,200円1人 愛媛県西予市宇和町卯之町５丁目２５２

土

水産物加工員
時給 八幡浜漁業協同組合 雇用・労災・

健康・厚生
不問

860円～860円2人 愛媛県八幡浜市大黒町５丁目１５２２－１８

38030- 3250321

販売及び出荷作業員
（水産物）

時給 水産研究所 その他不問
1,200円～
1,500円1人 愛媛県八幡浜市向灘２２２３番地

38030- 3245021

1,100円～
1,200円2人 愛媛県八幡浜市新町２７２番地１

38030- 3240421 他

1人 愛媛県西予市宇和町卯之町四丁目６５４番地

38030- 3235921 他

看護師（デイサービス）
時給 株式会社　ベルワイド　おるｄｅ新町 雇用・労災不問

愛媛県西宇和郡伊方町川之浜６５２－１

38030- 3232421 他

精肉係（アルバイト）
時給 株式会社　フジ　宇和店 労災不問

853円～853円

他

食堂スタッフ
時給 朝日共販　株式会社 労災64歳以下

880円～880円
8時30分～17時00分の間の
6時間程度

1人

日他

調理補助員
（真網代くじら）

時給 医療法人　青峰会 雇用・労災・
健康・厚生

不問
1,000円～
1,000円1人 愛媛県八幡浜市五反田１－１０４６－１

38030- 3227921

接客・調理補助員
時給 高松屋（暁） 労災不問

900円～1,000円1人 愛媛県八幡浜市旧港４３２

38030- 3261121

900円～1,150円1人 愛媛県西予市三瓶町朝立２－１－７

38030- 3258521 7時30分～18時30分の間の
3時間程度

他

1人 愛媛県八幡浜市五反田１－５－１

38030- 3256821 他

看護補助者
（三瓶病院）

時給 医療法人　社団　みのり会 労災不問

愛媛県八幡浜市産業通１０－１４

38030- 3264821 他

青果スタッフ
時給 株式会社　Ａコープ西日本

Ａコープやわたはま
雇用・労災・
健康・厚生

不問

855円～855円

ガソリンスタンド店員
（契約社員）

時給 アトム石油　株式会社 雇用・労災不問
7時00分～20時00分の間の
5時間程度1,000円～

1,000円1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)
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