
発行日： 　　２　月　２４　日
次回発行日： 　　３　月　　６　日予定

(1)14時00分～17時30分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-62-6698
パート労働者 就業場所 愛媛県西予市

(1)8時30分～12時30分 看護師
准看護師

雇用期間の定めなし TEL． 0894-62-7788
パート労働者 就業場所 愛媛県西予市

(1)17時00分～21時00分

雇用期間の定めなし TEL． 090-8970-4722
パート労働者 就業場所 愛媛県西予市

(1)9時30分～15時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-22-0733
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)8時30分～13時00分
(2)12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
パート労働者 就業場所 愛媛県西宇和郡伊方町

(1)8時10分～13時10分
(2)8時10分～13時00分
(3)8時10分～10時10分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0120-514-744
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
(2)9時00分～13時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-36-3500
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)13時00分～18時00分
(3)18時00分～0時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-29-5037
パート労働者 就業場所 愛媛県西予市

(1)8時00分～15時00分
(2)9時00分～16時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-36-3500
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． 0894-33-1121
パート労働者 就業場所 愛媛県西予市

交替制あり
(1)10時30分～16時30分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-21-1516
パート労働者 就業場所 愛媛県西宇和郡伊方町

変形（1ヶ月単位）

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-21-3710
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)8時30分～17時30分 准看護師
看護師

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-23-2940
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

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30分～12時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-56-0111
パート労働者 就業場所 愛媛県西宇和郡伊方町

(1)9時30分～17時30分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-89-3223
パート労働者 就業場所 愛媛県西予市

愛媛県西予市宇和町卯之町二丁目２７５－２

38030-  514431 日祝他

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!!

水木他

医療事務員
時給 いわもと婦人科クリニック 雇用・労災不問

900円～900円
9時00分～18時00分の間の
6時間以上

1人

土日他

販売員（直売所）
時給 三崎漁業協同組合 労災不問

900円～900円2人 愛媛県西宇和郡伊方町串１９番地

38030-  511831

7時00分～20時00分の間の
5時間程度1,000円～

1,200円2人 愛媛県八幡浜市産業通１０－１４

38030-  507731

1人 愛媛県八幡浜市松柏乙１１０１番地

38030-  548531 他

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 労災不問

愛媛県八幡浜市海老崎２１６番地４

38030-  547231 他

看護職員（パート）
時給 社会福祉法人　八幡浜市社会福祉協議会 雇用・労災不問

980円～980円

月火他

総合事務員
時給 特定非営利活動法人　港まちづくり八幡浜 雇用・労災不問

8時30分～17時30分の間の
6時間以上

900円～1,000円3人

カフェスタッフ
時給 ＯＫＡＳＨＩＹＡ　ＳＨＡＮＳＨＡＮ 労災不問

900円～1,100円
11時30分～16時30分の間の
4時間以上

3人 愛媛県八幡浜市保内町喜木津２－３３８－１

38030-  543931

900円～950円1人 愛媛県西予市三瓶町安土４７７－１０

38030-  468531 土日祝他

愛媛県八幡浜市保内町川之石１－２４２－４

38030-  467231 水土他

経理事務員
時給 濱田電機鐵工　株式会社

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問
9時00分～16時00分の間の
6時間程度

38030-  558731 他

包装作業員
時給 八水蒲鉾　株式会社 雇用・労災・

健康・厚生
不問

900円～950円1人

水土他

コンビニエンスストア
販売員

時給 株式会社　スキュリエ 労災不問

860円～1,075円2人 愛媛県西予市三瓶町朝立７番耕地６０番地１

土日他

包装作業員
時給 八水蒲鉾　株式会社 労災不問

900円～950円1人 愛媛県八幡浜市保内町川之石１－２４２－４

38030-  552131

配送準備作業員
時給 生活協同組合　コープえひめ　西予支所 労災不問

900円～900円1人 愛媛県西予市宇和町坂戸５５４－１

38030-  573731

860円～860円2人 愛媛県西宇和郡伊方町湊浦１－１３

38030-  563231 他

1人 愛媛県八幡浜市松柏乙９５４－２

38030-  583631 他

売店店員
時給 株式会社　クリエイト伊方 雇用・労災不問

愛媛県西予市宇和町下松葉３５３－１

38030-  578031 日祝他

レジ及び調理補助員
時給 八幡浜日整自動車工業　株式会社 労災不問

1,000円～
1,000円

38030-  577131 日祝他

ホールスタッフ
時給 有限会社　丸台レストラン野福 労災不問

1,000円～
1,000円2人

木土日祝他

正・准看護師
時給 宇都宮内科クリニック 雇用・労災59歳以下

1,300円～
1,500円1人 愛媛県西予市宇和町卯之町３丁目３０９

必要な免許資格
休日

看護助手（午後）
時給 医療法人　矢野整形外科 労災59歳以下

860円～900円1人 愛媛県西予市宇和町卯之町３ー３５９

38030-  509631

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
(1)17時00分～21時00分

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

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

雇用期間の定めなし TEL． 0894-36-2005
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

交替制あり
(1)9時00分～17時00分
(2)9時00分～15時00分
(3)12時00分～17時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-69-1388
パート労働者 就業場所 愛媛県西予市

(1)10時00分～16時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-62-0058
パート労働者 就業場所 愛媛県西予市

(1)8時30分～12時30分 看護師
(2)14時00分～18時00分 准看護師

雇用期間の定めなし TEL． 0894-20-8800
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)9時00分～13時00分
(2)14時00分～18時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-22-5855
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～13時00分
(2)12時45分～18時15分
(3)7時00分～16時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-35-6565
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

(1)8時30分～17時30分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-69-3101
パート労働者 就業場所 愛媛県西予市

看護師

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)10時00分～14時00分

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

交替制あり
(1)8時30分～13時30分
(2)9時30分～14時30分
(3)13時30分～17時30分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） TEL． 0894-33-3066
パート労働者 就業場所 愛媛県西予市

(1)9時00分～16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

(1)9時00分～15時00分

雇用期間の定めなし TEL． 0894-24-5652
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

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

雇用期間の定めなし TEL． 0894-22-1430
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

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!!

7時30分～13時00分の間の
4時間以上

860円～900円1人 愛媛県八幡浜市郷３番耕地４３番地３

38030-  384631

3人 愛媛県八幡浜市保内町喜木１－６５－１

38030-  370831 他

販売員
（八幡浜店：午前）

時給 有限会社　みずせき商事 労災不問

愛媛県八幡浜市１４７８番地（新町３丁目）

38030-  346231 土日祝他

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

860円～860円

38030-  336031 他

配達・集金係
兼事務補助員

時給 三泰商事　株式会社 雇用・労災不問
1,050円～
1,050円1人

日祝他

入浴介助員
時給 医療法人　高仁会 労災不問

1,000円～
1,300円2人 愛媛県西予市宇和町上松葉１８４－２

火水他

調理員
時給 社会福祉法人　三瓶福祉会 雇用・労災不問

950円～980円2人 愛媛県西予市三瓶町朝立１－３３７－１

38030-  334931

ホールスタッフ【昼】
時給 肉専科　しんみや 雇用・労災不問

950円～1,200円1人 愛媛県西予市宇和町稲生３５番地

38030-  440831

1,800円～
1,800円3人 愛媛県八幡浜市五反田１－１０４６－１

38030-  429631 他

愛媛県西予市明浜町俵津４―４４

38030-  465031 日他

正看護師
（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
8時30分～17時15分の間の
4時間以上

38030-  460731 他

介護職員
時給 株式会社　百笑一輝

デイサービスセンターめぐみの里 雇用・労災不問

860円～1,000円1人

他

産直コーナースタッフ
時給 株式会社　アゴラ 雇用・労災不問

900円～900円2人 愛媛県八幡浜市沖新田１５８１番地２３

日祝他

介護補助職員
時給 社会福祉法人　ことぶき会

介護老人保健施設　青葉荘 雇用・労災不問

860円～950円2人 愛媛県八幡浜市向灘２２９番地１４

38030-  453331

准看護師又は看護師
時給 医療法人　みかんこどもクリニック 雇用・労災59歳以下

1,100円～
1,500円1人 愛媛県八幡浜市字白浜１５３６番地５

38030-  452731

1,200円～
1,200円2人 愛媛県西予市宇和町卯之町３丁目４３９番地１

38030-  472131 他

1人 愛媛県西予市宇和町大江１８８番地１

38030-  486731 9時00分～17時00分の間の
3時間程度

他

一般事務員
日給 宇和地域づくり協議会 その他不問

愛媛県八幡浜市保内町宮内１－５－１

38030-  480131 月他

厨房係
時給 有限会社　ウエスト（サテライト西予） 雇用・労災不問

860円～860円

日祝他

カラオケボックス店員
時給 株式会社　高原観光 雇用・労災不問

12時00分～22時00分の間の
5時間以上

860円～860円1人

日他

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-  496931

居酒屋ホール及び
調理補助スタッフ

時給 株式会社　Ｓａｋｕ　Ｓａｋｕ 雇用・労災59歳以下
1,000円～
1,000円1人 愛媛県西予市宇和町清沢１５２２

38030-  499831

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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