
 　　　　　※ハローワーク松山をご利用の皆様へ。
　　　　　システムの刷新にともない、求人情報誌はフルタイムとパート版になります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　皆様へはご迷惑をおかけして申し訳ございませんが、ご理解賜りますようよろしくお願いします。

職種
年齢

雇用形態・採用人数

月給 (1)8時00分～17時00分
255,000円

～
（年齢：　59歳以下　） 460,000円

正社員（2人） 38010- 9041711

月給 (1)8時00分～17時00分
213,000円

～
（年齢：　44歳以下　） 315,000円

正社員（1人） 38010- 9002511

月給 (1)8時00分～17時00分
160,000円

～
（年齢：　35歳以下　） 260,000円

正社員（1人） 38010- 9003411

月給 (1)8時30分～17時30分
350,083円

～
（年齢：　59歳以下　） 550,107円

正社員（2人） 38010- 8882011

月給 (1)8時00分～17時00分
200,000円

～
（年齢：　不問　） 400,000円

正社員（1人） 38010- 9087511

月給 (1)8時00分～17時00分
200,000円

～
（年齢：　不問　） 400,000円

正社員（1人） 38010- 9088411

月給 (1)8時00分～17時00分
180,000円

～
（年齢：　35歳以下　） 350,000円

正社員（1人） 38010- 8899411

月給 (1)8時30分～17時30分
350,045円

～
（年齢：　59歳以下　） 550,020円

正社員（1人） 38010- 8869611

月給 (1)8時00分～17時00分
250,000円

～
（年齢：　59歳以下　） 430,000円

正社員（3人） 38010- 9040111

年俸制 (1)9時00分～18時00分
250,000円 (2)10時00分～15時00分

～
（年齢：　59歳以下　） 500,000円

正社員（2人） 38010- 8828911

月給 (1)9時00分～17時45分
174,000円

～
（年齢：　59歳以下　） 420,000円

正社員（2人） 38010- 8916911

月給 (1)9時00分～18時00分
200,000円

～
（年齢：　59歳以下　） 330,000円

正社員（2人） 38010- 8780911

月給 (1)9時00分～18時00分
200,000円

～
（年齢：　59歳以下　） 330,000円

正社員（2人） 38010- 8784211

日給 (1)8時00分～17時00分
220,000円

～
（年齢：　不問　） 330,000円

正社員以外（2人） 38010- 8746311

月給 (1)8時30分～17時15分
240,000円 (2)8時30分～12時30分

～
（年齢：　59歳以下　） 293,000円

正社員（1人） 38010- 8752411

年俸制 (1)8時30分～17時30分
343,750円 (2)8時30分～12時30分

～
（年齢：　64歳以下　） 437,500円

正社員（1人） 38010- 9066911

月給 (1)8時00分～17時00分
251,500円

～
（年齢：　44歳以下　） 282,500円

正社員（1人） 38010- 8895711

月給 (1)8時30分～17時15分
182,949円

～
（年齢：　不問　） 182,949円

正社員以外（1人） 38010- 8970011

月給 (1)9時00分～18時00分
275,000円

～
（年齢：　不問　） 300,000円

正社員（2人） 38010- 8984811

愛媛県松山市古川南３丁目２６－２３

就業場所:松山市

（就業場所：従業員数　22　人）
現場監督（土木） 土木工事の現場監督を行っていただきます。現場

の打ち合わせ、段取り等、図面作成など 
 
＊現場の範囲は主に松山市内で、事業所に出勤
後、社用車で現場に　向かいます。
 

株式会社　塩坂建設

ドキュメントシステム営
業・コンサルタント

プログラマ

（就業場所：従業員数　22　人）
インフラ構築（Ｗｉｎｄｏｗ
ｓサーバ、仮想、ＮＷ）

・サーバー構築 
・ネットワーク構築 
 
＊上記何れかの構築経験 
 
＊資格取得制度充実。受験料半額補助（合格時） 

テクノプロ・ＩＴ社　松山
サテライト　株式会社
テクノプロ

愛媛県松山市花園町１－３　日本生命松
山市駅前ビル３Ｆ 

就業場所:松山市
松山市

（就業場所：従業員数　40　人）

中型自動車免許就業場所:松山市
伊予鉄高浜線　衣山

（就業場所：従業員数　59　人）

＊公共工事を主とした各工事現場の監理、監督に
従事していただきます。　　　　　　　　　　　　　 
＊工事の施工監理、書類の作成等 
 
◆長期勤務者が多いのが特徴で、職員同士がコ
ニュニケーションを取りながら、和気あいあいとした

南條工業株式会社 愛媛県東温市南方２６３番地１
２級土木施工管
理技士、１級土
木施工管理技士就業場所:東温市

（就業場所：従業員数　12　人）
土木技術者（見習） ＊公共工事を主とした各工事現場の監理、監督に

従事していただきます。　　　　　　　　　　　　　 
＊工事の施工監理、書類の作成等 
＊最初はベテラン職員について、見習いから始め
ていただいて技術を習得して頂きます。 
◆長期勤務者が多いのが特徴で、職員同士がコ

南條工業株式会社 愛媛県東温市南方２６３番地１

ハイスピードコーポ
レーション株式会社

プログラム開発（Ｃ＃言
語）

業務用アプリケーションの開発 
開発言語：Ｃ＃ 
 
＊上記言語以外の経験も応募可 
 
＊資格取得制度充実。受験料半額補助（合格時）

テクノプロ・ＩＴ社　松山
サテライト　株式会社
テクノプロ

就業場所:松山市

地盤改良・調査オペ
レーター（愛媛）

愛媛県松山市内宮町２２１６

就業場所:松山市

土木施工管理

プログラマとして業務系システムの開発に携わって
いただきます。 
主にご担当いただく工程は、詳細設計から実装
（コーディング）、単体試験、結合試験までとなりま
す。 
 

ハイテクシステム株式
会社　松山支店

愛媛県松山市三番町６－８－１　太陽生命
松山ビル

就業場所:松山市
伊予鉄市内電車　南堀端

（就業場所：従業員数　45　人）

伊予鉄余戸
（就業場所：従業員数　77　人）

土木技術者

就業場所:松山市

土木施工管理技術者
（土木行政事務補助）

保健師 保健指導業務 松前町役場 愛媛県伊予郡松前町大字筒井６３１番地

就業場所:伊予郡松前町
伊予鉄郡中線　松前

（就業場所：従業員数　180　人）
看護師 サービス提供エリアの患者様のご自宅へ訪問し、

看護を提供していただきます。 
訪問看護未経験の方も丁寧に教えますので、安心
してご応募ください。 
 

株式会社　母里 愛媛県松山市吉藤５丁目１番１４号

保健師

薬剤師

薬剤師

保健師

就業場所:松山市
木屋町

（就業場所：従業員数　2　人）

看護師

薬剤師

住宅や店舗などの建築前の地盤調査、または地
盤改良工事の技術者として各現場をお任せしま
す。 
地盤改良は１班あたり２～３名で１つの現場を担当
します。 
各現場の条件に合わせて最適な方法で施工して

保健師 ○契約企業における産業保健活動業務（長時間労
働・メンタル面談　・健診実施後の受診勧奨など） 
○特殊健診における健診結果処理業務 
 
＊必要に応じて企業訪問あり（社用車使用） 
＊子育て応援制度充実。病児保育等利用可能。 

医療法人順風会　順
風会健診センター

愛媛県松山市高砂町二丁目３番１号

就業場所:松山市
市内電車　高砂町

（就業場所：従業員数　368　人）

薬剤師 ・みかわ薬局にて調剤・ＯＴＣ医薬品等のカウンセ
リング販　売・接客・服薬指導業務等、専門知識・
技術をもとにお仕　事をしていただきます。 
＊親身な服薬指導が一番なので幅広い年齢の方
と笑顔で接し　ていただける方を募集します。 
 

株式会社　ＦＥＳＲＥＣ 愛媛県松山市溝辺町甲６２７番地

就業場所:上浮穴郡久万高原町

（就業場所：従業員数　4　人）

病院内薬局において、主に入院患者さん（外来も
一部あり）の調剤業務、及び病棟への服薬指導業
務。 
 
・各患者さんへの服薬指導業務ならびに退院時の
服薬指導業務を行っていただきます。 

医療法人　団伸会　奥
島病院

愛媛県松山市道後町２丁目２－１

伊予鉄市内電車　道後公園前
（就業場所：従業員数　208　人）

愛媛県松山市久万ノ台９２１番地１

松山市
（就業場所：従業員数　40　人）

建築現場監督 大手ゼネコンのリフォーム工事の下請けおよび民
間工事のリフォームを主体として、現場の打ち合わ
せ、段取り、工程、品質、施工図などの仕事です。 
 
現場の範囲は主に松山市内で、事業所に出勤後、
社用車で現場に向かいます。 

株式会社　塩坂建設 愛媛県東温市則之内甲１８８３－１

就業場所:松山市

（就業場所：従業員数　6　人）

（就業場所：従業員数　7　人）

当社は医療機関向けに文書システムを提供し、
日々発生する膨大な文書の作成や管理を支援して
きました。数年前からは、医療業界で培ったノウハ
ウと長年かけてブラッシュアップしてきた文書シス
テムを他業種にも展開しています。主なターゲット
は自治体、医療機関の事務部門ですが、それ以外

総合職

就業場所:東温市

（就業場所：従業員数　14　人）
株式会社　ファイン
デックス

愛媛県松山市三番町４丁目９番６号　ＮＢ
Ｆ松山日銀前ビル１１Ｆ

就業場所:松山市

（就業場所：従業員数　0　人）

主に愛媛県内にて橋梁工事完成までの一連の業
務（施工管理・積算・営業・事務等）を行っていただ
きます。

株式会社　愛橋 愛媛県松山市南高井町７５８番地

就業場所:松山市

土木設計職

土木施工管理 土木施工管理 
現場は松山近郊になります。 
 
＊トライアル雇用併用求人

有限会社　北開発

愛媛県松山市花園町１－３　日本生命松
山市駅前ビル３Ｆ 

求人者名 必要資格仕事内容 賃 金 所在地・就業場所 就業時間

愛媛県東温市則之内甲１８８３－１

１級土木施工管
理技士

就業場所:東温市

（就業場所：従業員数　12　人）
ダム、道路、河川等の土木設計及び土木構造物の
点検、設計部門のマネジメントをお任せします。 
・設計業務 
・顧客（行政）との打ち合わせ同席 
・チームマネジメントなど

株式会社ウエストコン
サルタント

愛媛県松山市余戸南１丁目２０番３３号

技術士（建設部
門）就業場所:松山市

土木施工管理 
現場は松山近郊になります。 
 
 
＊トライアル雇用併用求人

株式会社　シンワ開発 愛媛県松山市竹原４丁目３２１番地５
１級土木施工管
理技士、２級土
木施工管理技士就業場所:松山市

（就業場所：従業員数　10　人）

１級土木施工管
理技士、２級土
木施工管理技士

伊予鉄　内宮

公共事業に関する施工管理業務です。 
・現場技術業務 
・施工管理業務 
＊現場は、愛媛県内の官公庁内での勤務となりま
す。 
＊社用車（ＡＴ車）を使用します。 

株式会社　クツナコン
サルタント

℡ 089-917-8609

松山公共職業安定所

松山市六軒家町3-27
◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。詳細をお知りになりたい方、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。（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。）また、パートタイムの求人情報は別途作成していますのでそちらをご利用ください。（仕事内

容欄はスペースの都合ですべて表示できない場合があります。詳しい内容については相談窓口または、ハローワークインターネットサービス

にてご確認ください。なお 右記にあるＱＲコードでハローワークインターネットサービスの検索画面に直接アクセスができますのでご利用くださ

1 / 10 ページ



 　　　　　※ハローワーク松山をご利用の皆様へ。
　　　　　システムの刷新にともない、求人情報誌はフルタイムとパート版になります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　皆様へはご迷惑をおかけして申し訳ございませんが、ご理解賜りますようよろしくお願いします。

職種
年齢

雇用形態・採用人数
求人者名 必要資格仕事内容 賃 金 所在地・就業場所 就業時間

℡ 089-917-8609

松山公共職業安定所

松山市六軒家町3-27
◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。詳細をお知りになりたい方、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。（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。）また、パートタイムの求人情報は別途作成していますのでそちらをご利用ください。（仕事内

容欄はスペースの都合ですべて表示できない場合があります。詳しい内容については相談窓口または、ハローワークインターネットサービス

にてご確認ください。なお 右記にあるＱＲコードでハローワークインターネットサービスの検索画面に直接アクセスができますのでご利用くださ

月給 (1)8時30分～17時30分
250,000円

～
（年齢：　64歳以下　） 320,000円

正社員（2人） 38010- 8844911

月給 (1)8時30分～17時00分
198,000円 (2)16時30分～1時00分

～ (3)0時30分～9時00分
（年齢：　59歳以下　） 240,000円

正社員（1人） 38010- 8754311

月給 (1)8時30分～17時30分
250,000円

～
（年齢：　64歳以下　） 320,000円

正社員（2人） 38010- 8798111

月給 (1)8時30分～17時30分
300,000円

～
（年齢：　64歳以下　） 340,000円

正社員（1人） 38010- 8986511

月給 (1)8時30分～17時30分
200,000円

～
（年齢：　59歳以下　） 260,000円

正社員（1人） 38010- 8921011

月給 (1)8時30分～17時30分
214,000円 (2)8時30分～12時30分

～
（年齢：　64歳以下　） 250,000円

正社員（1人） 38010- 8955311

月給 (1)8時30分～17時00分
191,500円

～
（年齢：　59歳以下　） 212,500円

正社員（1人） 38010- 9027211

月給 (1)9時00分～19時45分
235,000円 (2)8時45分～19時45分

～
（年齢：　不問　） 255,000円

正社員（1人） 38010- 8771611

月給 (1)8時30分～17時30分
200,000円

～
（年齢：　59歳以下　） 300,000円

正社員（3人） 38010- 8954011

月給 (1)8時30分～17時30分
183,000円

～
（年齢：　59歳以下　） 258,000円

正社員（1人） 38010- 8742211

月給
150,600円

～
（年齢：　不問　） 150,600円 又は8時30分～20時30分の

正社員以外（1人） 38010- 8944211 間の8時間程度

月給 (1)7時00分～15時00分
188,500円

～
（年齢：　64歳以下　） 211,500円 又は6時00分～17時00分の

正社員（1人） 38010- 8738611 間の7時間

月給 (1)8時30分～17時15分
170,000円

～
（年齢：　不問　） 190,000円

正社員（1人） 38010- 8750211

月給 (1)7時00分～16時00分
174,400円 (2)7時30分～16時30分

～ (3)8時00分～17時00分
（年齢：　59歳以下　） 185,000円

正社員（1人） 38010- 8887711

月給 (1)8時30分～17時30分
185,000円

～
（年齢：　59歳以下　） 255,000円

正社員（1人） 38010- 8902211

月給 (1)8時30分～17時30分
185,000円

～
（年齢：　59歳以下　） 255,000円

正社員（1人） 38010- 8905011

月給 (1)8時30分～17時15分
173,000円

～
（年齢：　59歳以下　） 200,000円

正社員（1人） 38010- 8755611

月給 (1)8時30分～17時30分
190,000円

～
（年齢：　64歳以下　） 235,000円

正社員（1人） 38010- 8963311

月給 (1)9時00分～18時00分
165,000円

～
（年齢：　59歳以下　） 175,000円

正社員（1人） 38010- 8879711

福祉用具貸与 介護支援専門員への営業や利用者宅への設置配
達 
福祉用具の販売、介護保険申請等の事務処理

有限会社　戸田医療
器

愛媛県松山市南江戸　２丁目１－２８

就業場所:松山市
ＪＲ　松山

（就業場所：従業員数　9　人）

介護支援専門員 ・医療・介護福祉相談業務及び事務処理 
・介護支援専門業務 
　（パソコンを使用してケアプラン作成・レセプト業
務） 
 
＊運転範囲は主に松山市内で社用車あり（軽自動

医療法人　団伸会　奥
島病院

愛媛県松山市道後町２丁目２－１
介護支援専門員
（ケアマネー
ジャー）就業場所:松山市

伊予鉄市内電車　道後公園前
（就業場所：従業員数　208　人）

介護支援専門員（居
宅・東温市）

・ケアプラン作成等ケアマネジメント業務全般 
・パソコン操作 
（ワード・エクセル他専用ソフトを使用します。） 
 
 
 

社会福祉法人愛隣園
（高齢者総合福祉施設
ガリラヤ久米・ガリラヤ
荘）

愛媛県松山市久米窪田町６６７－１
介護支援専門員
（ケアマネー
ジャー）就業場所:東温市

（就業場所：従業員数　116　人）

介護支援専門員（居宅
介護支援事業所ファミ
リーケア垣生）

デイサービス、グループホーム、サービス付き高齢
者向け住宅、住宅型有料老人ホーム、ヘルパース
テーション、居宅介護支援事業所、福祉用具貸与
販売などを運営する複合施設の会社です。 
担当は１人２０～３０名程度受け持っていただきま
す。 

株式会社　ファミリーケ
ア

愛媛県松山市西垣生町１１８４番地６
介護支援専門員
（ケアマネー
ジャー）就業場所:松山市

（就業場所：従業員数　34　人）
介護支援専門員（居宅
介護支援事業所　ファ
ミリーケア垣生）

デイサービス、グループホーム、住宅型有料老人
ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、ヘルパー
ステーション、居宅介護支援事業所、福祉用具貸
与販売、などを運営する複合施設の会社です。担
当は１人２０～３０名程受け持って頂きます。魅力
はこの３つです。 

株式会社　ファミリーケ
ア

愛媛県松山市西垣生町１１８４番地６
介護支援専門員
（ケアマネー
ジャー）就業場所:松山市

（就業場所：従業員数　34　人）

保育士

電話・面接相談嘱託職
員

電話・面接相談業務、学習会等企画運営業務、そ
の他相談事業運営業務を行います。 
 
＊パソコンの基本操作（ワード・エクセル）ができ、
男女共同参画に見識があり、意欲のある方を希望
します。 

公益財団法人　松山
市男女共同参画推進
財団

愛媛県松山市三番町六丁目４番地２０

就業場所:松山市

保育士（正職員） 乳幼児の保育のお仕事です。 
　　 
＊就業時間は１か月単位変形労働制に基づく以下
（１）から（７）　の交代制となります。 
　１）７：００～１６：００　　２）７：３０～１６：３０ 
　３）８：００～１７：００　　４）８：３０～１７：３０ 

社会福祉法人　後世
福祉会　えひめ乳児保
育園

愛媛県松山市清水町４丁目２３番地

就業場所:松山市

管理栄養士【特別養護
老人ホーム鶴寿荘】

「特別養護老人ホーム鶴寿荘」にて、管理栄養士と
して以下業務に携わっていただきます。 
 
【具体的な業務内容】 
・施設の高齢者の献立作成、管理、栄養ケアマネ
ジメントの実施 

社会福祉法人　鶴寿
会

愛媛県伊予郡松前町大字鶴吉６３５－１

就業場所:伊予郡松前町
伊予鉄郡中線　松前

（就業場所：従業員数　110　人）

歯科技工士 歯科技工業務全般を行っていただきます。 
・技工物の作製業務 
・技工物の模型の作製業務 
・その他、付随する業務全般 
・主にクラウンブリッジ担当、デンチャーの作製 
 

株式会社ＴｅｅｔｈＣｒｅｗ 愛媛県松山市北井門１丁目１６－１８　大
森ビル１Ｆ

就業場所:松山市

（就業場所：従業員数　6　人）

環状線木屋町
（就業場所：従業員数　32　人）

サービス管理責任者
（カームホーム）

障害者の共同生活援助のサービス管理を行ってい
ただきます。 
（定員７名） 
 
【令和３年５月１日オープン予定】 
雇用開始：令和３年５月１日～

合同会社　カームホー
ム

愛媛県松山市祓川２丁目１－４

就業場所:松山市

（就業場所：従業員数　0　人）

障がい者支援員（パン
職人）

就労継続支援Ｂ型事業所に通所している精神障が
いのある方への作業支援、生活支援です。 
　利用者の方々と一緒にパンの製造、販売を中心
に作業を通して生活が豊かになるような支援を行
ないます。 
 

ＮＰＯ法人　ほっとねっ
と

愛媛県松山市小坂２－２－２０

就業場所:松山市

（就業場所：従業員数　10　人）

（就業場所：従業員数　17　人）

管理栄養士

歯科衛生士

作業療法士・理学療法
士

当社運営の「愛媛リハビリ訪問看護ステーション」
にて、主に訪問リハビリ業務、および主治医や各医
療機関の地域連携室、介護支援専門員や地域包
括支援センター、行政担当部署との連絡調整を図
りながら行っていただきます。 
在宅で療養されている小児から高齢者まで様々な

株式会社　愛媛リハビ
リ

愛媛県松山市中野町３６６番地１

就業場所:松山市

（就業場所：従業員数　15　人）

伊予鉄市内電車　南堀端

理学療法士、作
業療法士

歯科衛生士 歯科診療における歯科医師の診療補助や、歯石・
歯垢除去、ブラッシング指導などの歯周病治療や
予防処置、審美治療、診療器具の消毒・滅菌や診
療準備、片付け、受付業務を行っていただきます。

にこデンタルクリニック 愛媛県東温市南野田字天神４３２番地３

就業場所:東温市
伊予鉄　牛渕団地前

（就業場所：従業員数　8　人）

作業療法士 【具体的な業務内容】 
精神に障害のある患者様に対し、主としてその応
用的動作能力又は社会的適応能力の回復を図る
ため、手芸、工作その他の作業療法を提供。 
目標に応じたＯＴプログラムの提供、活動・社会的
適応能力等評価。 

医療法人　光佑会くろ
だ病院

愛媛県伊予郡松前町大字神崎５８６番地

就業場所:伊予郡松前町
ＪＲ北伊予

歯科技工士

作業療法士

作業療法士

看護師

看護師

（就業場所：従業員数　112　人）

作業療法士 訪問看護ステーション「さだもと」にて、訪問看護
（作業療法士）業務に携わって頂きます。 
 
＊訪問エリアは松山市・旧伊予市・松前町となりま
す。 
＊業務上、社用車（軽自動車）・バイクを使用。 

医療法人　和昌会貞
本病院

愛媛県松山市竹原町１丁目６番地１

就業場所:松山市

（就業場所：従業員数　6　人）

看護師 訪問看護業務を行っていただきます。 
医療ニーズと介護ニーズを併せ持つ在宅の利用者
様を訪問し看護業務に携わっていただきます。 
 
＊訪問先へは社用車を利用し、エリアは主に松前
町・旧伊予市・旧砥部町・旧松山市がメインとなり

株式会社　花みかん 愛媛県伊予郡松前町上高柳５０３－４

就業場所:伊予郡松前町
伊予鉄郡中線　岡田

（就業場所：従業員数　7　人）

訪問看護職員（看護
師）／土居田

訪問看護職員として、在宅で住む利用者宅へ訪問
し、看護業務に携わっていただきます。（主に松山
市内：社用車使用） 
在宅で安心して生活できるよう医師からの指示に
基づき症状の観察や医療処置、心身のケア等を
行っていただきます。 

株式会社　オールケア
２４

愛媛県松山市松末１丁目２－１

就業場所:松山市

（就業場所：従業員数　18　人）

看護師

看護師 当院にて、院内看護師業務に携わっていただきま
す。 
 
＊就業時間は１か月単位変形労働制に基づく右記
（１）から 
　（３）のシフト制勤務となります。就業時間（２）（３）

医療法人　団伸会　奥
島病院

愛媛県松山市道後町２丁目２－１

就業場所:松山市
伊予鉄市内電車　道後公園前

（就業場所：従業員数　208　人）

看護師（枝松） 看護職員として、在宅で住む利用者への看護業務
（看護小規模と訪問看護）に携わっていただきま
す。 
在宅や老人ホームで安心して生活できるよう、医
師からの指示に基づき介護職やリハビリ職と連携
して、日常生活の支援をしていただきます。 

株式会社　オールケア
２４

看護師

愛媛県松山市松末１丁目２－１

就業場所:松山市

（就業場所：従業員数　0　人）
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 　　　　　※ハローワーク松山をご利用の皆様へ。
　　　　　システムの刷新にともない、求人情報誌はフルタイムとパート版になります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　皆様へはご迷惑をおかけして申し訳ございませんが、ご理解賜りますようよろしくお願いします。

職種
年齢

雇用形態・採用人数
求人者名 必要資格仕事内容 賃 金 所在地・就業場所 就業時間

℡ 089-917-8609

松山公共職業安定所

松山市六軒家町3-27
◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。詳細をお知りになりたい方、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。（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。）また、パートタイムの求人情報は別途作成していますのでそちらをご利用ください。（仕事内

容欄はスペースの都合ですべて表示できない場合があります。詳しい内容については相談窓口または、ハローワークインターネットサービス

にてご確認ください。なお 右記にあるＱＲコードでハローワークインターネットサービスの検索画面に直接アクセスができますのでご利用くださ

月給 (1)8時30分～17時15分
198,800円

～
（年齢：　不問　） 198,800円

正社員以外（1人） 38010- 8859011

時給 (1)9時00分～17時00分
210,000円

～
（年齢：　不問　） 420,000円

正社員（1人） 38010- 8896811

月給 (1)8時15分～16時45分
187,000円

～
（年齢：　59歳以下　） 275,000円

正社員（4人） 38010- 8845111

月給 (1)9時00分～18時00分
180,000円

～
（年齢：　不問　） 230,000円

正社員（1人） 38010- 8934711

月給 (1)9時00分～18時00分
170,000円

～
（年齢：　59歳以下　） 222,000円

正社員（1人） 38010- 8751511

月給 (1)8時30分～17時15分
150,600円 (2)13時15分～22時00分

～
（年齢：　不問　） 165,900円

正社員以外（1人） 38010- 9024111

月給 (1)8時30分～17時15分
150,600円 (2)9時30分～18時15分

～
（年齢：　不問　） 150,600円

正社員以外（1人） 38010- 8943811

月給 (1)8時15分～17時00分
150,000円

～
（年齢：　59歳以下　） 170,000円

正社員（1人） 38010- 8939011

月給 (1)9時00分～18時00分
160,000円

～
（年齢：　59歳以下　） 200,000円

正社員（1人） 38010- 8803711

時給 (1)8時00分～17時00分
167,170円

～
（年齢：　不問　） 167,170円

有期雇用派遣労働者（1人） 38010- 8827611

時給 (1)8時00分～17時00分
157,680円

～
（年齢：　不問　） 157,680円

有期雇用派遣労働者（1人） 38010- 8864211

月給
170,000円

～
（年齢：　40歳以下　） 220,000円 又は9時00分～19時00分の

正社員（1人） 38010- 8806511 間の8時間程度

月給 (1)9時00分～18時30分
145,000円

～
（年齢：　35歳以下　） 185,000円

正社員（1人） 38010- 9077811

時給 (1)9時30分～18時00分
165,240円

～
（年齢：　不問　） 165,240円

有期雇用派遣労働者（1人） 38010- 8956611

時給 (1)9時00分～18時00分
172,500円

～
（年齢：　不問　） 172,500円

有期雇用派遣労働者（1人） 38010- 8816011

時給 (1)8時00分～17時45分
139,014円

～
（年齢：　不問　） 139,014円

正社員以外（1人） 38010- 8743511

時給 (1)9時00分～17時30分
162,000円 (2)13時00分～21時30分

～
（年齢：　不問　） 162,000円

有期雇用派遣労働者（1人） 38010- 9053511

時給 (1)9時00分～18時00分
163,200円 (2)11時00分～20時00分

～ (3)13時00分～20時00分
（年齢：　不問　） 174,624円

有期雇用派遣労働者（1人） 38010- 8811711

時給 (1)17時00分～2時00分
324,000円 (2)0時30分～9時00分

～
（年齢：　18歳以上　） 345,600円

有期雇用派遣労働者（1人） 38010- 8791211

損保の問合せ対応
（コールセンター）

お客様センターにて、お問い合わせやご案内をお
願いします。 
・新規加入の質問や手続き 
・契約者の方の変更手続き 
・契約更新の手続き 
　　　　　　　　　　　など 

ランスタッド株式会社
松山支店

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５階

就業場所:松山市

（就業場所：従業員数　5　人）
コールセンター業務（イ
ンバウンド）

ワクチン全般に関するお問合せ受付のお仕事で
す。 
【入電例】 
・ワクチン接種対象の条件について教えてほしい 
・予約方法は？ 
・会場はどこで受けられますか？ 

ランスタッド株式会社
松山支店

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５階

看護師就業場所:松山市

（就業場所：従業員数　90　人）

総合案内（松山城） 松山城総合案内において、券売機の利用説明や
観光案内を行うお仕事です。

伊予鉄総合企画　株
式会社　（いよてつ総
合企画）

愛媛県松山市三番町４丁目９－５

就業場所:松山市

（就業場所：従業員数　38　人）
コールセンター業務 レンタルサイクルに関する問い合わせ対応 

 
＊研修３日間あり

ランスタッド株式会社
松山支店

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５階

就業場所:松山市

（就業場所：従業員数　90　人）

ショールームでの受付 受付事務 
・ショールームでの来客応対 
・電話応対、お茶出し 
・請求書の発送、支払い処理（補助業務） 
・残高管理、領収書受け渡し 
・郵便物の受取、発送 

アビリティーセンター株
式会社　松山事業所

愛媛県松山市永代町１３番地　松山第２電
気ビル７Ｆ

就業場所:松山市

（就業場所：従業員数　0　人）
ショールーム受付 【輸入車ディーラーで受付事務】 

■受付、席への案内、お茶出し 
■専用システムへのデータ入力　など 
■店内ディスプレイ、カタログ整理、その他庶務 
 
※受付は２名体制で行っています 

株式会社　クリエアナ
ブキ松山支店

愛媛県松山市三番町４丁目９－６　ＮＢＦ
松山日銀前ビル２階

就業場所:松山市

（就業場所：従業員数　0　人）

受付・役員秘書 電話応対 
書類作成 
スケジュール管理 
顧客管理 
整理業務　仕分け等 
 

医療法人スマイル　ス
マイル矯正歯科クリ
ニック

愛媛県松山市湊町４丁目１２番地９　メゾン
Ｍ２ビル２Ｆ

就業場所:松山市
伊予鉄　松山市

（就業場所：従業員数　9　人）
事務・修理受付 Ｅｈｉｍｅ　ＢＭＷ（自動車ディーラー）において、自

動車点検、修理電話の受付業務を行っていただき
ます。（電話対応がメインとなります。） 
その他、書類、データ整理（専用システムによる入
力業務：簡単な入力ができれば大丈夫です。）等の
事務作業

アルスターオート　株
式会社

愛媛県松山市井門町３８１番地

就業場所:松山市

（就業場所：従業員数　46　人）

事務 葬祭会館での事務業務全般 
 
・書類作成（エクセルや各ソフト）※名前の札を作っ
たり 
 
・電話対応、来客対応、在庫管理、荷受け、清掃ほ

株式会社　ザ・ワーク
ス　松山店

愛媛県松山市大手町２丁目９番地４　石丸
ビル１Ｆ

就業場所:松山市

（就業場所：従業員数　0　人）
事務 葬祭会館での事務業務全般【週休２日制】 

 
・書類作成（エクセルや各ソフト）※名前の札を作っ
たり 
 
・電話対応、来客対応、在庫管理、荷受け、清掃ほ

株式会社　ザ・ワーク
ス　松山店

愛媛県松山市大手町２丁目９番地４　石丸
ビル１Ｆ

就業場所:松山市

（就業場所：従業員数　0　人）

事務 ・パソコンソフト（弥生）を使っての入力作業 
・印刷データの校正 
・印刷物の出荷作業　等 
 
＃「就職氷河期世代歓迎求人」

第一印刷株式会社 愛媛県松山市小坂１丁目７番１４号

就業場所:松山市

（就業場所：従業員数　12　人）
総務・事務 総務では機械的に効率性を追うのではなく、多様

な価値観や個性を持ったメンバーがチームワーク
よく働くためにどうすればいいかを常に考え、実行
しています。 
チームワークやコミュニケーションを大切にし、事
業やチームを支えることに喜びを感じられる方、ぜ

株式会社　プライサー 愛媛県松山市久米窪田町４８７番地２

就業場所:松山市
伊予鉄道・横河原線　鷹ノ子

（就業場所：従業員数　33　人）

舞台業務補助 （１）舞台・音響・照明設備等に関する操作 
　　　・舞台設備等の仕込み 
　　　・リハーサル及び当日の舞台設備等の操作 
 
（２）舞台・音響・照明設備等の点検、補充、営繕、
補修業務の補　　　助 

公益財団法人　松山
市文化・スポーツ振興
財団

愛媛県松山市湊町７丁目５番地

就業場所:松山市
ＪＲ予讃線　松山

（就業場所：従業員数　19　人）
まつやまファミリー・サ
ポート・センター嘱託職
員

依頼・提供会員のマッチング（援助活動の相互調
整） 
まつやまファミリー・サポート・センターの事業の周
知、啓発、会員の募集、登録、会員登録等パソコン
へのデータ入力イベント運営など。 
 

公益財団法人　松山
市男女共同参画推進
財団

愛媛県松山市三番町六丁目４番地２０

就業場所:松山市
伊予鉄市内電車　南堀端

（就業場所：従業員数　17　人）

印刷デザイナー 広告印刷物の企画・デザイン 
イラストレーター、フォトショップを使ってのデータ作
成業務（Ｗｉｎｄｏｗｓ使用の業務がメインとなりま
す。） 
 
 

有限会社　フェイス
コーポレーション

愛媛県松山市河原町１３８

就業場所:松山市
石手川公園

（就業場所：従業員数　5　人）
インテリアコーディネー
タ

インテリアデザイン、クロス、照明等のデザインの
提案、見積り

株式会社　Ｐｌｕｓ’ｄ，ａ
ｒｃｈｉｔｅｃｔ　１級建築士
事務所

愛媛県松山市余戸東２丁目２番３号

二級建築士就業場所:松山市
伊予鉄道郡中線　余戸

（就業場所：従業員数　2　人）

税理士業務 当事務所にて、税理士業務に携わっていただきま
す。 
 
・法人税、消費税、所得税、相続税の申告書の作
成を行っていただ　きます。 
・顧問先の業務の合理化・省力化を通し、デジタ

笘居栄治税理士事務
所

愛媛県松山市朝美１－５－３

就業場所:松山市

（就業場所：従業員数　3　人）
幼稚園教諭・保育士 幼稚園教育（幼稚園教諭）の業務に携わっていた

だきます。 
 
・２～５歳児クラスの保育と教育をしていただきま
す。

学校法人　河原学園 愛媛県松山市一番町１丁目１－１
幼稚園教諭免許
（専修・１種・２
種）、保育士就業場所:松山市

（就業場所：従業員数　42　人）

社会福祉士（嘱託社
員）

福祉に関する相談業務等 
・利用者さんのお宅にお伺いし、相談することもあ
ります。 
 
＊原付・社用車あり 
＊訪問先は主に松山市、松山市近郊

社会福祉法人　松山
市社会福祉協議会

愛媛県松山市若草町８番地２

社会福祉士就業場所:松山市
本町４丁目

（就業場所：従業員数　6　人）
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職種
年齢

雇用形態・採用人数
求人者名 必要資格仕事内容 賃 金 所在地・就業場所 就業時間

℡ 089-917-8609

松山公共職業安定所

松山市六軒家町3-27
◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。詳細をお知りになりたい方、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。（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。）また、パートタイムの求人情報は別途作成していますのでそちらをご利用ください。（仕事内

容欄はスペースの都合ですべて表示できない場合があります。詳しい内容については相談窓口または、ハローワークインターネットサービス

にてご確認ください。なお 右記にあるＱＲコードでハローワークインターネットサービスの検索画面に直接アクセスができますのでご利用くださ

時給 (1)12時30分～21時00分
162,000円

～
（年齢：　不問　） 162,000円

有期雇用派遣労働者（1人） 38010- 8794011

月給 (1)9時00分～18時00分
142,200円

～
（年齢：　64歳以下　） 155,000円

正社員（1人） 38010- 9015911

月給 (1)9時00分～18時00分
142,200円

～
（年齢：　不問　） 155,000円

正社員以外（1人） 38010- 9016111

時給 (1)8時30分～17時30分
162,792円

～
（年齢：　不問　） 162,792円

有期雇用派遣労働者（1人） 38010- 9092711

月給 (1)8時30分～17時15分
180,000円 (2)10時00分～15時00分

～ (3)7時00分～19時00分
（年齢：　64歳以下　） 250,000円

正社員（1人） 38010- 8886111

月給 (1)8時15分～17時30分
218,907円

～
（年齢：　40歳以下　） 283,292円

正社員（1人） 38010- 8808011

月給 (1)8時30分～17時30分
141,000円

～
（年齢：　64歳以下　） 160,000円

正社員（1人） 38010- 8840411

月給 (1)8時30分～17時00分
160,000円

～
（年齢：　40歳以下　） 205,000円

正社員（2人） 38010- 8871211

月給 (1)8時30分～17時15分
138,000円

～
（年齢：　不問　） 150,000円

正社員（1人） 38010- 8766711

時給 (1)8時30分～17時15分
166,005円

～
（年齢：　不問　） 166,005円

有期雇用派遣労働者（1人） 38010- 8770311

日給 (1)8時30分～17時30分
150,500円

～
（年齢：　不問　） 172,000円

正社員以外（1人） 38010- 8772911

日給 (1)8時30分～17時15分
144,117円

～
（年齢：　不問　） 202,206円

正社員以外（1人） 38010- 8767811

月給 (1)9時00分～18時30分
150,000円 (2)9時00分～13時30分

～ (3)9時00分～16時30分
（年齢：　59歳以下　） 185,000円

正社員（1人） 38010- 8964611

月給 (1)9時00分～17時30分
145,000円 (2)9時00分～12時00分

～
（年齢：　35歳以下　） 170,000円

正社員（1人） 38010- 9005311

月給 (1)8時30分～18時00分
160,000円 (2)8時30分～15時00分

～ (3)8時30分～12時00分
（年齢：　59歳以下　） 200,000円

正社員（1人） 38010- 8920411

時給 (1)8時30分～18時30分
179,520円

～
（年齢：　不問　） 179,520円

有期雇用派遣労働者（1人） 38010- 8922311

月給 (1)8時30分～18時30分
150,000円 (2)8時30分～13時30分

～
（年齢：　59歳以下　） 220,000円

正社員（1人） 38010- 8933111

月給 (1)9時30分～18時30分
160,000円

～
（年齢：　不問　） 220,000円

正社員以外（1人） 38010- 8807411

月給 (1)8時30分～12時30分
150,000円 (2)8時30分～18時30分

～
（年齢：　不問　） 195,000円

正社員（1人） 38010- 8861111

受付事務 当クリニックにて受付事務として以下の業務に携
わっていただきます。 
・泌尿器科診療所における受付及びそれに付随す
る業務

西田泌尿器科クリニッ
ク

愛媛県松山市三番町５丁目２－８

就業場所:松山市
伊予鉄松山市

（就業場所：従業員数　5　人）

医療事務 婦人科クリニックでの医療事務 
診療受付、案内、予約、電話対応、会計、レセプト
業務など 
＊就業時間について（補足事項） 
遅出　　　９：３０～１８：３０（月・火・木・金） 
　　　　　９：３０～１３：３０（水・土） 

松岡婦人科クリニック 愛媛県松山市樽味２丁目８番３０号

就業場所:松山市

（就業場所：従業員数　10　人）
歯科助手 カルテ、検査書類、紹介状への患者情報の入力、

カルテや書類整理、管理を行う。 
 
＊歯科衛生士の資格取得者で、診療業務以外に
上記の医療事務を行いたい方も希望します。 
 

医療法人スマイル　ス
マイル矯正歯科クリ
ニック

愛媛県松山市湊町４丁目１２番地９　メゾン
Ｍ２ビル２Ｆ

就業場所:松山市
伊予鉄　松山市

（就業場所：従業員数　9　人）

受付・医療事務 ・受付医療事務全般（受付・電話応対、案内、伝
達、会計、公費請求、薬品管理、カルテ管理など） 
・レセプト請求業務 
・レセコン入力、ＰＣ入力 
・ＰＣでの簡単な文書作成 
＊電子カルテではありません。 

武田産婦人科医院 愛媛県松山市木屋町１－５－１４

医療事務資格就業場所:松山市
本町４丁目

（就業場所：従業員数　15　人）
医療事務 ＜整形外科・内科での医療事務＞ 

・受付業務 
・電子カルテのＰＣ入力 
・レセプト業務 
・リハビリ受付、助手（資格なしでＯＫの作業）

伊予鉄総合企画　株
式会社　（いよてつ総
合企画）

愛媛県松山市三番町４丁目９－５

就業場所:松山市

（就業場所：従業員数　0　人）

医療クラーク 電子カルテ入力業務（クラーク業務）外来のみ 
その他付随する業務 
 
＊パートをご希望の方はご相談ください。 
＊初心者の方も歓迎いたします。

医療法人　福井整形
外科・麻酔科

愛媛県松山市久米窪田町７８４番地１

就業場所:松山市
伊予鉄道・横河原線　鷹ノ子

（就業場所：従業員数　33　人）
医療事務 医療事務全般、受付、パソコン入力、レセプトの入

力あり 
 
＊受付は３人でコミュニケーションを取りながら、ま
じめに業務に　取り組める方を希望します。 
＊賃金などについては、経験・能力を考慮します。 

宮崎外科内科 愛媛県松山市南久米町１５８番地

就業場所:松山市
横河原線・久米

（就業場所：従業員数　11　人）

事務職員 ・パソコンを使ったデータ処理（ワード、エクセル） 
・資料や文書の作成　等 
 
＊雇用期間：１年毎の更新制

社会福祉法人エンゼ
ル

愛媛県伊予郡松前町北川原３３番地１

就業場所:伊予郡松前町
伊予鉄道・郡中線　岡田

（就業場所：従業員数　135　人）
一般行政事務（事務補
佐員）

普通財産管理処分事務 
・誤信使用財産の買受勧奨及び要確認財産実態
調査に係る事務 
・旧法定外公共物の管理等に係る事務 
・譲与漏れ財産の譲与に係る事務 
・旧軍財産の処理関係業務 

四国財務局　松山財
務事務所

愛媛県松山市若草町４－３　松山若草合
同庁舎　７Ｆ

就業場所:松山市
松山市

（就業場所：従業員数　34　人）

事務員 ・当社に電話があったお客様のみの対応で、訪問
販売や営業のテレ　アポは一切ありません。 
・社用車を用いた外出業務があります。 
 
・自社で購入する不動産のリフォームの設計等、い
ろいろな分野で　活躍できます。 

みやまリビング株式会
社

愛媛県松山市三津２丁目３－１１

就業場所:松山市
伊予鉄　高浜線　山西

（就業場所：従業員数　7　人）
一般事務 ＜公益団体での一般事務＞ 

・データ入力 
・書類整理 
・発送処理 
・来客対応 
・内線の取り次ぎ　等

伊予鉄総合企画　株
式会社　（いよてつ総
合企画）

愛媛県松山市三番町４丁目９－５

就業場所:松山市

（就業場所：従業員数　4　人）

一般事務員 当社にて、事務処理全般に携わっていただきま
す。 
・電話応対、接客、見積書、請求書作成など 
・業務上（集金のためにお客様の所へ訪問するな
どのため）、軽自　動車（ＡＴ車）を使用します。 
・修理依頼受付対応　 

株式会社　ビケン 愛媛県松山市和泉北２丁目３番４号

簿記実務検定３
級就業場所:松山市

（就業場所：従業員数　36　人）
一般事務 当社にて一般事務もしくは、経理事務の業務に携

わっていただきます。具体的な業務内容は以下の
通りとなります。 
　・製品の受発注業務 
　・材料の発注 
　・電話の応対 

愛興食品株式会社 愛媛県松山市中央２丁目４５番地

就業場所:松山市
伊予鉄衣山

（就業場所：従業員数　68　人）

事務職 総務・経理全般の事務に携わっていただきます。
主な業務は以下の通りです。 
 
・総務庶務業務 
　　電話・来客応対、労務管理（労働派遣含む）、社
内備品管理 

ダブルエンジニアリン
グ　株式会社

愛媛県松山市中須賀１丁目５番３号

就業場所:松山市
ＪＲ　三津浜

（就業場所：従業員数　7　人）
一般事務／管理者候
補

○一般事務のお仕事です。 
・営業事務、人事労務、給与計算、来客対応、事業
部における売上　入力、請求管理、出勤簿管理
等 
 
＊将来は、事務スタッフの管理者として活躍してい

株式会社　イナミコー
ポレーション　　松山支
店

愛媛県松山市北久米町５４４番地

就業場所:松山市
伊予鉄横河原線　北久米

（就業場所：従業員数　48　人）

事務職 ・一般事務及び自動車登録業務 
・受付、接客 
・パソコン（専用ソフト）を使用して顧客管理や販促
資料作成、 
　入力 
・ウェブサイトの更新作業 

株式会社　カーパルコ
タマイ

愛媛県松山市南吉田町１７４７－１１

就業場所:松山市

（就業場所：従業員数　3　人）
一般事務 大手メーカー本社で一般事務 

 
・未払い伝票の処理 
・備品手配 
・出張旅費の手配 
・データ入力 

株式会社　クリエアナ
ブキ松山支店

愛媛県松山市三番町４丁目９－６　ＮＢＦ
松山日銀前ビル２階

就業場所:松山市

（就業場所：従業員数　1　人）

コールセンター業務（イ
ンバウンド）

児童虐待・児童相談に関する問い合わせの一次対
応 
全国からの問合せ窓口として対応します 
・近所で子供の泣き声が毎晩する 
・子育てに悩んでいる　など 
 

ランスタッド株式会社
松山支店

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５階

就業場所:松山市

（就業場所：従業員数　90　人）
事務職 ・一般事務及び自動車登録業務 

・受付、接客 
・パソコン（専用ソフト）を使用して顧客管理や販促
資料作成、 
　入力 
・ウェブサイトの更新作業 

株式会社　カーパルコ
タマイ

愛媛県松山市南吉田町１７４７－１１

就業場所:松山市

（就業場所：従業員数　3　人）
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 　　　　　※ハローワーク松山をご利用の皆様へ。
　　　　　システムの刷新にともない、求人情報誌はフルタイムとパート版になります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　皆様へはご迷惑をおかけして申し訳ございませんが、ご理解賜りますようよろしくお願いします。

職種
年齢

雇用形態・採用人数
求人者名 必要資格仕事内容 賃 金 所在地・就業場所 就業時間

℡ 089-917-8609

松山公共職業安定所

松山市六軒家町3-27
◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。詳細をお知りになりたい方、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。（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。）また、パートタイムの求人情報は別途作成していますのでそちらをご利用ください。（仕事内

容欄はスペースの都合ですべて表示できない場合があります。詳しい内容については相談窓口または、ハローワークインターネットサービス

にてご確認ください。なお 右記にあるＱＲコードでハローワークインターネットサービスの検索画面に直接アクセスができますのでご利用くださ

月給 (1)9時00分～18時00分
158,500円 (2)9時00分～13時00分

～ (3)10時00分～19時00分
（年齢：　59歳以下　） 240,000円

正社員（1人） 38010- 8813211

月給 (1)9時00分～19時45分
185,000円 (2)8時45分～19時45分

～
（年齢：　不問　） 205,000円

正社員（1人） 38010- 8817311

月給 (1)8時30分～17時15分
157,500円 (2)8時30分～12時15分

～ (3)13時30分～17時15分
（年齢：　59歳以下　） 157,500円

正社員（1人） 38010- 8730111

月給 (1)7時00分～16時00分
180,000円 (2)10時00分～19時00分

～
（年齢：　44歳以下　） 190,000円

正社員（1人） 38010- 9012011

月給 (1)8時30分～17時30分
180,000円

～
（年齢：　40歳以下　） 250,000円

正社員（1人） 38010- 8741811

月給 (1)8時30分～17時30分
170,000円 (2)8時30分～18時30分

～ (3)8時30分～16時30分
（年齢：　59歳以下　） 185,000円

正社員（2人） 38010- 8775811

時給 (1)8時00分～17時00分
163,200円 (2)14時00分～23時00分

～ (3)17時00分～2時00分
（年齢：　18歳以上　） 163,200円

有期雇用派遣労働者（1人） 38010- 8792511

時給 (1)9時00分～17時00分
173,880円

～
（年齢：　不問　） 173,880円

有期雇用派遣労働者（2人） 38010- 9091111

時給 (1)8時30分～17時00分
165,035円

～
（年齢：　不問　） 165,035円

有期雇用派遣労働者（1人） 38010- 9046011

月給 (1)9時00分～17時30分
140,000円

～
（年齢：　64歳以下　） 160,000円

正社員（2人） 38010- 8988011

月給 (1)9時00分～18時00分
170,000円 (2)10時00分～19時00分

～
（年齢：　20歳～64歳　） 210,000円

正社員（1人） 38010- 9074911

月給 (1)8時30分～17時00分
150,000円

～
（年齢：　44歳以下　） 200,000円

正社員（1人） 38010- 8981911

月給 (1)8時00分～17時00分
180,000円 (2)8時30分～17時30分

～
（年齢：　64歳以下　） 260,000円

正社員（1人） 38010- 8768211

月給 (1)9時00分～18時00分
200,000円

～
（年齢：　59歳以下　） 250,000円

正社員（1人） 38010- 9078211

時給 (1)8時25分～17時10分
173,910円

～
（年齢：　不問　） 173,910円

有期雇用派遣労働者（1人） 38010- 8913011

月給 (1)7時45分～17時00分
235,000円

～
（年齢：　40歳以下　） 235,000円

正社員（2人） 38010- 8812811

月給 (1)9時00分～18時00分
160,000円

～
（年齢：　59歳以下　） 160,000円

正社員（1人） 38010- 8949611

時給 (1)8時30分～17時00分
153,000円

～
（年齢：　不問　） 153,000円

有期雇用派遣労働者（1人） 38010- 9055011

時給 (1)9時00分～17時00分
151,368円

～
（年齢：　不問　） 151,368円

有期雇用派遣労働者（1人） 38010- 8897211

検査・データ入力 製品の測定や検査、データ入力 
・医療用スポンジ等の製品の品質検査 
・検査結果のデータ入力、データの集計、加工（エ
クセルを使用） 
 
＊その他、製造にかかわる業務をお願いすること

ランスタッド株式会社
松山支店

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５階

就業場所:松山市

（就業場所：従業員数　3　人）
一般事務（電話対応や
データ入力）

≪社団法人での短期事務≫ 
顧客情報のデータ入力 
（申請書の住所など入力） 
書類整理 
電話対応など

伊予鉄総合企画　株
式会社　（いよてつ総
合企画）

愛媛県松山市三番町４丁目９－５

就業場所:松山市

（就業場所：従業員数　5　人）

営業及び配送 モノづくりに従事されている方々への工具・材料等
のルート営業。既に取引のあるお客様への営業で
すので、担当顧客からの日々の問い合わせに対応
しながら、営業を行っていきます。１年目→配送業
務。お客様の場所や商品知識の向上。２年目→業
務。商品の発注や伝票発行等。３年目以降→営

株式会社　世良 愛媛県松山市辻町１４－７

就業場所:松山市
伊予鉄　古町

（就業場所：従業員数　31　人）
パソコンオペレーター パソコン（ｗｉｎｄｏｗｓ）にて文字入力・出力、原稿の

作成、広告・看板などのデザインをイラストレーター
を使って作成していただきます。 
 
 
 

合同会社　メディア
アート

愛媛県松山市南高井町８１１番地３

就業場所:松山市
伊予鉄　鷹ノ子

（就業場所：従業員数　10　人）

営業補助 ＊住宅・建築・不動産の営業活動の補助及び住宅
（主に個人住宅）に関連する各種リフォームの営業
活動の補助業務を行って頂きます 
 
 
＊社用車あり（軽自動車）、運転範囲は中予地区 

ワタルハウス　株式会
社

愛媛県松山市道後町２丁目３番２３号

就業場所:松山市
伊予鉄市内電車　南町

（就業場所：従業員数　2　人）
営業事務 商社で営業事務のお仕事です。 

・受発注処理、納期管理 
・仕入れ・売上管理 
・見積書作成 
・電話・来客対応　など 
 

株式会社　クリエアナ
ブキ松山支店

愛媛県松山市三番町４丁目９－６　ＮＢＦ
松山日銀前ビル２階

就業場所:松山市

（就業場所：従業員数　1　人）

自動車部品の受注管
理（部品センター）

自動車部品の受注管理業務 
電話・ＦＡＸ・パソコンによる受注業務及び管理業務
を行います。

愛媛ダイハツ販売株
式会社

愛媛県松山市宮田町１７９番地

就業場所:松山市

（就業場所：従業員数　15　人）
一般事務 通信販売業務に関わる各種登録、伝票作成、出荷

指示等の業務を専用のシステムにて行っていただ
きます。 
その他、電話対応、来客対応、社内管理業務など
もあります。 
 

株式会社　エポラ 愛媛県松山市来住町１３８３番１

就業場所:松山市
伊予鉄道・横河原線　北久米

（就業場所：従業員数　33　人）

調理用食材及び器材
等の仕入、在庫管理、
食材仕分け

・調理用食材の仕入れ管理、各事業所への食材仕
分け及び発送業務、在庫管理、その他付帯業務を
行って戴きます。 
 
＊仕事の詳細及び条件等については、面接時にお
聞きしてご希望に沿えるよう考慮します。

株式会社　愛媛給食
調理サービス

愛媛県松山市久万ノ台３２２番地５

就業場所:松山市

（就業場所：従業員数　12　人）
ブライダル（ウエディン
グプランナー）

当館にてウエディングに携わる仕事です 
・結納、顔合わせなどの打合せ 
・お客様が希望する結婚式のイメージをヒアリング 
・お客様にあった挙式プランの提案

有限会社　大和屋本
店旅館

愛媛県松山市道後湯之町２０番８号

就業場所:松山市
伊予鉄　道後温泉

（就業場所：従業員数　196　人）

お菓子工場での検品・
包装等

【短期】３／２９～５／５マデ！ 
 
◎ライン作業にて最終の包装手前の作業 
・印字チェック、商品包装のチェック 
・トレー、箱へ詰める作業 
※ライン１，２とあり、１についてはロボットが 

ランスタッド株式会社
松山支店

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５階

就業場所:東温市

（就業場所：従業員数　2　人）
食品加工・検品・袋詰
め等（紹介予定派遣）

瀬戸内ならではの海産物を使った珍味を製造して
いる工場にて 
・海産珍味などの選別（異物が入っていないかの
確認など） 
・商品の袋詰め、パック詰めなど 
 

ランスタッド株式会社
松山支店

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５階

就業場所:伊予郡松前町

（就業場所：従業員数　0　人）

経理事務補助員 ・記帳代行の補助 
・簡単なコンピューターのデータ入力 
・事務全般 
・車を運転しての外出用務 
 
＊以下のような方からのご応募お待ちしています。 

株式会社　宮川会計
事務所

愛媛県松山市千舟町５丁目５－１５宮川ビ
ル３階

日商簿記３級就業場所:松山市
伊予鉄道　松山市

（就業場所：従業員数　11　人）
麺つゆ工場における検
品・梱包作業

めんつゆが入った小袋を製造している部署でのお
仕事です。 
・めんつゆ小袋を検品・箱詰め・梱包など 
・めんつゆ小袋が入った段ボールを受取り、パレッ
トに積む 
　 

ランスタッド株式会社
松山支店

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５階

就業場所:伊予市

（就業場所：従業員数　3　人）

経理事務 ・経理事務 
・フロント精算業務 
 
＊スタッフ５～６名での業務となります。 
 
＊未経験者の方もご応募いただけます。

株式会社　四国道後
舘

愛媛県松山市道後多幸町７番２６号

就業場所:松山市
伊予鉄道市内電車　道後

（就業場所：従業員数　180　人）
経理事務・経理アシス
タント

会社のコアである管理部門の中で、経理面から会
社をサポート。 
４名程度のチームで分担しながら業務を進めま
す。 
 
・伝票仕仕訳、データ入力、記帳代行 

株式会社　マリン石油 愛媛県松山市湊町７丁目６番地３　マリン
コミセン前ビル４Ｆ

就業場所:松山市
松山市

（就業場所：従業員数　4　人）

クリニック受付業務 当歯科クリニックにおいて受付事務業務に携わっ
ていただきます。 
・受付事務、電話対応、予約管理、レセプト請求、
その他付随する業務

にこデンタルクリニック 愛媛県東温市南野田字天神４３２番地３

就業場所:東温市
伊予鉄　牛渕団地前

（就業場所：従業員数　8　人）
事務職 老人保健施設における事務全般 

（受付、電話応対、請求事務　等） 
 
＊子育て応援制度充実。病児保育等が利用可能 
（「松山市　子育て応援クラブ」結成） 
 

社会福祉法人　　白寿
会　老人保健施設れ
んげ荘

愛媛県松山市東石井町一丁目１１番３０号

就業場所:松山市
福音寺

（就業場所：従業員数　208　人）

医療事務員 ハートレディースクリニックにおける医療事務業務
です。 
・医院の窓口での受付・電話応対・保険請求・経理
事務、その他雑務を行っていただきます。

有限会社　ハートメ
ディカル

愛媛県松山市星岡町６番地５

就業場所:東温市
伊予鉄　横河原線　梅本

（就業場所：従業員数　22　人）
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職種
年齢

雇用形態・採用人数
求人者名 必要資格仕事内容 賃 金 所在地・就業場所 就業時間

℡ 089-917-8609

松山公共職業安定所

松山市六軒家町3-27
◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。詳細をお知りになりたい方、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。（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。）また、パートタイムの求人情報は別途作成していますのでそちらをご利用ください。（仕事内

容欄はスペースの都合ですべて表示できない場合があります。詳しい内容については相談窓口または、ハローワークインターネットサービス

にてご確認ください。なお 右記にあるＱＲコードでハローワークインターネットサービスの検索画面に直接アクセスができますのでご利用くださ

月給 (1)8時30分～17時30分
185,000円 (2)8時30分～18時30分

～ (3)8時30分～16時30分
（年齢：　59歳以下　） 185,000円

正社員（1人） 38010- 8776211

月給 (1)8時30分～17時30分
170,000円 (2)8時30分～18時30分

～ (3)8時30分～16時30分
（年齢：　59歳以下　） 170,000円

正社員（1人） 38010- 8778411

時給
259,200円

～
（年齢：　不問　） 276,480円 又は10時00分～21時00分

有期雇用派遣労働者（1人） 38010- 8764911 の間の8時間

時給
259,200円

～
（年齢：　不問　） 276,480円 又は10時00分～21時00分

有期雇用派遣労働者（1人） 38010- 8765111 の間の8時間

月給 (1)10時30分～19時30分
165,000円

～
（年齢：　35歳以下　） 179,000円

正社員（1人） 38010- 8789611

時給
155,520円

～
（年齢：　不問　） 155,520円 又は10時00分～21時00分

正社員以外（1人） 38010- 9079511 の間の8時間程度

月給 (1)8時00分～17時00分
130,350円

～
（年齢：　59歳以下　） 130,350円

正社員（1人） 38010- 8987411

月給 (1)9時00分～17時30分
193,000円

～
（年齢：　30歳以下　） 288,000円

正社員（1人） 38010- 8975711

月給 (1)8時30分～17時30分
180,000円

～
（年齢：　59歳以下　） 250,000円

正社員（1人） 38010- 9028511

月給 (1)9時00分～18時00分
168,000円

～
（年齢：　40歳以下　） 278,000円

正社員（1人） 38010- 8965911

月給 (1)8時15分～17時15分
201,000円

～
（年齢：　39歳以下　） 208,000円

正社員（2人） 38010- 8786411

月給 (1)8時30分～17時30分
180,000円

～
（年齢：　59歳以下　） 250,000円

正社員（1人） 38010- 9031911

月給 (1)8時00分～17時00分
230,000円

～
（年齢：　44歳以下　） 280,000円

正社員（1人） 38010- 9035211

月給 (1)9時00分～18時00分
244,000円

～
（年齢：　59歳以下　） 342,000円

正社員（3人） 38010- 8957911

月給 (1)9時00分～18時00分
180,000円

～
（年齢：　40歳以下　） 252,000円

正社員（3人） 38010- 8917111

月給 (1)9時00分～18時00分
230,000円

～
（年齢：　不問　） 350,000円

正社員（1人） 38010- 8997311

月給 (1)8時30分～17時30分
210,000円

～
（年齢：　59歳以下　） 270,000円

正社員（2人） 38010- 8953411

月給 (1)9時00分～18時00分
180,000円 (2)10時00分～19時00分

～
（年齢：　59歳以下　） 220,000円

正社員（2人） 38010- 8809311

月給 (1)11時00分～21時00分
180,000円

～
（年齢：　59歳以下　） 500,000円

正社員（5人） 38010- 8821811

営業員 個人住宅を訪問し、太陽光発電システムの説明営
業を行います。完全無料設置の営業ですので、断
られる心配はほとんどなく安心です。やりやすく、
頑張れば頑張るほど自分に返ってくるお仕事で
す。 
 

株式会社　デンカシン
キ

愛媛県松山市南吉田町３０－１

就業場所:松山市

（就業場所：従業員数　39　人）

ルート営業 ・取引のある歯科医院への訪問、ルートセールス 
・歯科技工製品の提案営業、受注 
・新しい歯科技工商品、サービスの案内 
 
＊社用車（ＡＴ車）を使用します 
＊営業エリア：松山市近郊 

株式会社ＴｅｅｔｈＣｒｅｗ 愛媛県松山市北井門１丁目１６－１８　大
森ビル１Ｆ

就業場所:松山市

（就業場所：従業員数　6　人）
総合職（本社） ＩＴ技術で地域社会と繋がり活性化を図るお仕事で

す。自社開発の地域限定電子決済システムについ
て、下記の業務をしてただきます。 
 
・キャッシュレス端末・チャージ機の保守 
・加盟店サポート、加盟店管理 

株式会社　トータルペ
イメントサービス

愛媛県松山市三番町３丁目９番地３　Ｋ－
１３ビル３階

就業場所:松山市
伊予鉄　大街道

（就業場所：従業員数　11　人）

木造住宅コンサルティ
ング営業（一般）

住宅展示場において、お客様に日本ハウスＨＤの
商品説明をしてお勧めします。 
当社の家造りの３つのコンセプトを基に、お客様か
ら直接ご要望を伺い、設計しプレゼンテーションま
で行います。 
【教育・研修】について：マンツーマン指導のマイス

株式会社　日本ハウス
ホールディングス　松
山営業所

愛媛県松山市鴨川２丁目１７－３１　愛媛
新聞社住宅公園ＰＡＬ内

就業場所:松山市

（就業場所：従業員数　10　人）
印刷物の企画営業、印
刷物・Ｗｅｂのデザイ
ナー

お客様のニーズや課題を聞き、デザイナーとともに
制作物をカタチにしていく仕事です。 
印刷物（パンフレット、カタログ、本）をはじめ看板・
Ｗｅｂのメディアの企画制作

株式会社　スイッチプ
ラン

愛媛県松山市南江戸２丁目９番１７号　せ
とかんビル２０１号

就業場所:松山市

（就業場所：従業員数　6　人）

不動産営業 【不動産業務全般を行っていただきます。】 
・土地・物件の仕入れ、売買、仲介、営業業務 
・自社保有物件の管理 
・不動産売却のご相談対応 
・物件資料・契約書類の作成、情報収集、調査（役
所等） 

ＡＢＣ開発　株式会社 愛媛県松山市南高井町１３３７番地２

就業場所:松山市
伊予鉄　東署前電停

（就業場所：従業員数　2　人）
木造住宅コンサルティ
ング営業（管理職待遇）

お客様が安心して任せられる住宅計画の窓口とし
て、お客様の夢のマイホーム計画を形にする仕事
です。 
 
＜主な業務内容＞ 
・住宅展示場での接客 

株式会社　日本ハウス
ホールディングス　松
山営業所

愛媛県松山市鴨川２丁目１７－３１　愛媛
新聞社住宅公園ＰＡＬ内

宅地建物取引士
（旧：宅地建物取
引主任者）、ファ
イナンシャルプラ
ンナー（ＣＦＰ／Ａ
ＦＰ）、二級建築
士

就業場所:松山市

（就業場所：従業員数　10　人）

営業職 ・株式や債券・投資信託等の金融商品をお客様に
勧誘・アドバイス・販売して頂くことが主な業務で
す。 
・他には、当社自己資金による運用も行っておりま
す。 
・大変な仕事ではありますが、やりがいのある仕事

二浪証券　株式会社 愛媛県松山市大街道二丁目６番地１

一種・二種外務
員資格就業場所:松山市

伊予鉄市内電車　大街道
（就業場所：従業員数　11　人）

営業（リフォーム） チラシ・来店等問い合わせ頂いたお客様へ、最適
なリフォームプランを提案営業していく仕事です。 
若干の施工も担当頂きます。 
お客様から感謝頂けるやりがいのある仕事です。 
 
＊エリア：松山市、松前町、砥部町、伊予市、東温

ワンズ・ホーム　株式
会社

愛媛県松山市須賀町１－１

就業場所:松山市
伊予鉄高浜線　三津

（就業場所：従業員数　8　人）

ルート営業（ＬＰガス顧
客）

既存ＬＰガス顧客への営業を行っていただきます。 
点検・ガス器具設置等、ガスに関わる業務を中心
に従事し、お客様から感謝いただけるやりがいの
ある仕事です。 
 
＊エリア：松山市、伊予郡松前町・砥部町、伊予

エナジ－・ワン　株式
会社

愛媛県松山市大可賀３丁目１４５３番地１１

就業場所:松山市

（就業場所：従業員数　49　人）
営業職 エレベーター保守管理サービスの営業員として、新

規顧客獲得や既存顧客の対応をいたします。 
 
■新規顧客獲得（営業戦略立案、実行） 
■既存顧客対応（見積業務、契約業務、受注処理
業務等） 

愛媛メンテナンス　株
式会社

愛媛県松山市道後北代７－１０

就業場所:松山市
南町　県民文化会館前

（就業場所：従業員数　12　人）

販売員 商品の販売、品質管理 
商品の梱包、包装、管理

株式会社　梅野精陶
所

愛媛県伊予郡砥部町大南１４４１

就業場所:伊予郡砥部町

（就業場所：従業員数　29　人）
新車販売営業スタッフ
（中予・今治）

＊新車販売営業スタッフ 
・ダイハツ車の販売及び車検・点検の誘致が主な
仕事です。 
・営業経験の必要はありません。社内ＯＪＴで指導
します。 
・当社は創業以来１０５年続く安定抜群の会社で

愛媛ダイハツ販売株
式会社

愛媛県松山市宮田町１７９番地

就業場所:松山市
（　　）下車徒歩（　）分

（就業場所：従業員数　11　人）

雑貨、アパレルの販売
（松山店）

雑貨ショップボンマーケットにおける、雑貨、アパレ
ル、アクセサリー他の販売、レジ、接客。 
商品の検品、値付け、品出し業務 
発注・売り場づくり・ディスプレイ

株式会社　西川蒲団
店　（ボンマーケット松
山店）

愛媛県松山市千舟町４丁目２番地９

就業場所:松山市
伊予鉄　松山市

（就業場所：従業員数　11　人）
販売員（１００円ショッ
プ・ダイソーエミフルＭ
ＡＳＡＫＩ）

１００円ショップにおけるレジ、品出し、商品整理、
清掃など店舗内業務全般を行っていただきます。 
 
＊雇用期間：～令和４年２月２８日 
　　　　　　以降は１年毎の更新制となります。

株式会社　つるや 愛媛県松山市湊町３丁目８番地１２

就業場所:伊予郡松前町

（就業場所：従業員数　11　人）

携帯電話ショップスタッ
フ

携帯電話ショップに来店したお客様のお仕事です。 
・新規契約 
・機種変更、故障受付 
・商品、サービス、料金プランのご案内 
・お店のディスプレイ、ポップ作り　など 
 

株式会社　エスティー
エス　松山営業所

愛媛県松山市大街道３丁目６－１　岡崎産
業ビル３Ｆ３０２号

就業場所:松山市

（就業場所：従業員数　0　人）
携帯電話ショップスタッ
フ

携帯電話ショップに来店したお客様のお仕事です。 
・新規契約 
・機種変更、故障受付 
・商品、サービス、料金プランのご案内 
・お店のディスプレイ、ポップ作り　など 
 

株式会社　エスティー
エス　松山営業所

愛媛県松山市大街道３丁目６－１　岡崎産
業ビル３Ｆ３０２号

就業場所:松山市

（就業場所：従業員数　0　人）

コンピューター関係作
業員

・書類のデータ化及び整理 
・Ｅｘｃｅｌ・Ｗｏｒｄ・Ｐｏｗｅｒｐｏｉｎｔの入力作業 
・Ｅｘｃｅｌ等を使用し、仕事の効率化の実現 
・ハード機器、ソフトトラブル時の対応業務 
・事務全般 
・車を運転しての外出用務 

株式会社　宮川会計
事務所

愛媛県松山市千舟町５丁目５－１５宮川ビ
ル３階

就業場所:松山市
伊予鉄道　松山市

（就業場所：従業員数　11　人）
コンピューター関係作
業補助員

・書類のデータ化及び整理 
・Ｅｘｃｅｌ・Ｗｏｒｄ・Ｐｏｗｅｒｐｏｉｎｔの入力作業 
・事務全般 
・車を運転しての外出用務 
 
＊以下のような方からのご応募お待ちしておりま

株式会社　宮川会計
事務所

愛媛県松山市千舟町５丁目５－１５宮川ビ
ル３階

就業場所:松山市
伊予鉄道　松山市

（就業場所：従業員数　11　人）
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職種
年齢

雇用形態・採用人数
求人者名 必要資格仕事内容 賃 金 所在地・就業場所 就業時間

℡ 089-917-8609

松山公共職業安定所

松山市六軒家町3-27
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月給 (1)9時00分～18時00分
180,000円

～
（年齢：　59歳以下　） 500,000円

正社員（5人） 38010- 8824411

月給 (1)9時00分～18時00分
200,000円

～
（年齢：　64歳以下　） 300,000円

正社員（2人） 38010- 8842311

月給 (1)7時00分～16時00分
180,000円 (2)9時00分～18時00分

～ (3)22時00分～7時00分
（年齢：　不問　） 220,000円

正社員以外（1人） 38010- 8959711

月給 (1)7時30分～16時00分
148,500円 (2)8時30分～17時00分

～ (3)10時00分～18時30分
（年齢：　65歳以下　） 148,500円

正社員（1人） 38010- 8992811

月給 (1)8時30分～17時30分
150,000円

～
（年齢：　59歳以下　） 180,000円

正社員（2人） 38010- 8904411

月給 (1)8時30分～17時30分
183,500円 (2)7時30分～16時30分

～ (3)10時00分～19時00分
（年齢：　64歳以下　） 232,000円

正社員（1人） 38010- 8932911

月給 (1)8時30分～17時30分
169,000円

～
（年齢：　64歳以下　） 203,000円

正社員（1人） 38010- 8818611

月給 (1)8時30分～17時30分
172,000円 (2)6時30分～15時30分

～ (3)10時30分～19時30分
（年齢：　不問　） 225,400円

正社員以外（4人） 38010- 8862711

月給 (1)9時00分～18時00分
150,000円 (2)17時00分～9時00分

～
（年齢：　64歳以下　） 170,000円

正社員（2人） 38010- 8867011

月給 (1)7時00分～16時00分
204,400円 (2)8時30分～17時30分

～ (3)11時00分～20時00分
（年齢：　59歳以下　） 223,600円

正社員（1人） 38010- 8747611

月給 (1)7時30分～16時30分
150,000円 (2)9時00分～18時00分

～ (3)10時00分～19時00分
（年齢：　59歳以下　） 175,000円

正社員（1人） 38010- 8753011

月給 (1)8時30分～17時30分
134,000円

～
（年齢：　64歳以下　） 170,000円

正社員（1人） 38010- 9047311

月給 (1)9時00分～18時00分
150,000円

～
（年齢：　不問　） 220,000円

正社員（3人） 38010- 8865511

月給 (1)7時30分～16時30分
171,000円 (2)9時00分～17時00分

～ (3)17時00分～9時00分
（年齢：　69歳以下　） 230,000円

正社員（2人） 38010- 8733211

月給 (1)7時30分～16時30分
184,000円 (2)9時00分～17時00分

～ (3)17時00分～9時00分
（年齢：　69歳以下　） 240,000円

正社員（2人） 38010- 8734511

月給 (1)7時00分～16時00分
171,000円 (2)8時30分～17時30分

～ (3)16時30分～8時30分
（年齢：　69歳以下　） 230,000円

正社員（2人） 38010- 8731711

月給 (1)7時00分～16時00分
184,000円 (2)8時30分～17時30分

～ (3)16時30分～8時30分
（年齢：　69歳以下　） 240,000円

正社員（2人） 38010- 8732811

月給 (1)9時00分～19時00分
165,000円 (2)9時00分～13時00分

～
（年齢：　59歳以下　） 195,000円

正社員（1人） 38010- 9044511

月給
150,000円

～
（年齢：　20歳～44歳　） 200,000円 又は10時00分～22時00分

正社員（1人） 38010- 9000811 の間の8時間程度

歯科助手（歯科クリニッ
ク）正社員

慣れない環境でも先輩達に優しく支えてもらえる職
場環境ですので、ご安心ください。 
 
・治療に使用する器具の準備 
・治療で使用した器具の洗浄・滅菌処理・片付け 
・クリニックの清掃 

医療法人社団　光紀
会　岡田歯科医院

愛媛県松山市太山寺町８８０－１

就業場所:松山市
ＪＲ予讃線　伊予和気

（就業場所：従業員数　7　人）
調理（和食） 和食料理店での調理補助全般 

料理の盛付け、素材の下処理、焼き魚、調理場全
体の補助（皿洗いなどの後片付け）などに従事して
いただきます。 
 
＊初心者の方にも丁寧に指導しますので、ご応募

有限会社　きよみず 愛媛県松山市二番町１丁目５－１６

就業場所:松山市
伊予鉄市内電車　勝山町

（就業場所：従業員数　10　人）

訪問介護員・ヘルパー
２級・伊予

ヘルパーステーションの訪問介護員として、サービ
ス付き高齢者向け住宅の入居者に対し介護業務
全般を行います。 
 
＊未経験の方もしっかりサポートします。 
＊夜勤は月平均３～５回です。（回数は相談に応じ

株式会社アコンプリ
シー　笑歩会

愛媛県松山市朝生田町６丁目２番５号
ホームヘルパー
２級、介護職員
初任者研修修了
者

就業場所:伊予市

（就業場所：従業員数　13　人）
訪問介護員・介護福祉
士・伊予

ヘルパーステーションの訪問介護員として、サービ
ス付き高齢者向け住宅の入居者に対し介護業務
全般を行います。 
 
＊未経験の方もしっかりサポートします。 
＊夜勤は月平均３～５回です。（回数は相談に応じ

株式会社アコンプリ
シー　笑歩会

愛媛県松山市朝生田町６丁目２番５号

介護福祉士就業場所:伊予市

（就業場所：従業員数　13　人）

訪問介護員・ヘルパー
２級・保免

ヘルパーステーションの訪問介護員として、サービ
ス付き高齢者向け住宅の入居者に対し介護業務
全般を行います。 
 
＊未経験の方もしっかりサポートします。 
＊夜勤は月平均３～５回です。（回数は相談に応じ

株式会社アコンプリ
シー　笑歩会

愛媛県松山市朝生田町６丁目２番５号
ホームヘルパー
２級、介護職員
初任者研修修了
者

就業場所:松山市

（就業場所：従業員数　11　人）
訪問介護員・介護福祉
士・保免

ヘルパーステーションの訪問介護員として、サービ
ス付き高齢者向け住宅の入居者に対し介護業務
全般を行います。 
 
＊未経験の方もしっかりサポートします。 
＊夜勤は月平均３～５回です。（回数は相談に応じ

株式会社アコンプリ
シー　笑歩会

愛媛県松山市朝生田町６丁目２番５号

介護福祉士就業場所:松山市

（就業場所：従業員数　11　人）

介護職 小規模通所介護事業所（定員１５名）での介護業
務に従事していただきます。 
・食事や入浴、排泄等の介護 
・レクリエーションの支援 
・利用者の送迎（ＡＴ車使用） 
 

ＮＰＯ法人　ライフサ
ポート愛

愛媛県伊予市下吾川１４１１番地１

就業場所:伊予市
伊予鉄　郡中

（就業場所：従業員数　8　人）
訪問介護員 ・市内のご利用者の自宅を訪問し、掃除、調理等

の生活援 
　助、身体の介護業務を行います。 
 
＊ヘルパー２級以上、普通自動車免許（バイクでも
可）が 

指定訪問介護事業所
一歩（特定非営利活動
法人グループホームし
いのみ）

愛媛県松山市平和通１丁目３番１１
ホームヘルパー
２級、原動機付
自転車免許就業場所:松山市

赤十字病院前
（就業場所：従業員数　17　人）

介護スタッフ／サービ
ス付き高齢者向け住宅
（松山市）

全国で１３０ヶ拠点展開している学研グループの介
護事業です。学 
研グループならではの運営ガイドライン（マニュア
ル）、教育研修 
がございます。介護職が初めてサ高住が初めての
方も歓迎です。 

株式会社　学研ココ
ファン　松山大手町事
業所

愛媛県松山市大手町１丁目４－１
介護福祉士、介
護職員実務者研
修修了者就業場所:松山市

伊予鉄高浜線　大手町
（就業場所：従業員数　23　人）

介護職員（ふくふく湊
町）

入居の生活介護全般 
＊入浴介助・食事介助・排せつ介助・簡単な食事
調理・レクリエー　ションの企画／実行などを行って
頂きます。 
　（普通自動車免許お持ちの方は送迎も行って頂
きます。） 

医療法人　福井整形
外科・麻酔科

愛媛県松山市久米窪田町７８４番地１
ホームヘルパー
２級、介護職員
初任者研修修了
者

就業場所:松山市
伊予鉄松山市

（就業場所：従業員数　31　人）

介護職員（のぞみホー
ムズ）

・当施設を利用されている知的障害者の方への作
業・生活支援および日常介助（トイレ介助、食事介
助、入浴介助） 
・支援員１名につき２～３名の利用者の方の支援を
行います。 
 

社会福祉法人　福角
会

愛媛県松山市福角町甲１８２９番地

就業場所:松山市
ＪＲ堀江

（就業場所：従業員数　56　人）
介護職員 「グループホームしいのみ」又は「グループホーム

紫竹庵」のいずれかで、認知症高齢者の介護（共
同生活に係る全般のお世話、デイサービスの送
迎）を行います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
＊就業時間は１か月単位変形労働制に基づく右記
（１）及び（２）のローテーション勤務となります。就

特定非営利活動法人
グループホームしいの
み

愛媛県松山市緑町１丁目７番地１５号

就業場所:松山市
市内電車赤十字病院前

（就業場所：従業員数　23　人）

介護（ショートステイふ
く）

当社・福祉部門において運営しているショートステ
イふくにて、利用者の介護業務に携わっていただき
ます。 
入浴介助、食事介助等の生活介助を行っていただ
きます。 
 

株式会社　ミツワ都市
開発

愛媛県松山市勝山町二丁目４番地７
ホームヘルパー
２級、介護職員
初任者研修修了
者

就業場所:松山市

（就業場所：従業員数　30　人）
介護職員（デイサービ
ス／日勤のみ）

デイサービスひだまり（ハーモニーガーデンに併
設、利用者１７名）における介護業務に携わってい
ただきます。 
・入浴介助、排泄介助、身体介助、清掃、送迎　な
ど 
 

有限会社　グリーンヘ
ルス

愛媛県松山市祇園町１－１２
ホームヘルパー
２級、介護職員
初任者研修修了
者

就業場所:松山市
伊予鉄横河原線　いよ立花

（就業場所：従業員数　40　人）

介護員（ワンライフ） グループホーム（定員９名）内での介護業務全般を
行っていただきます。 
スタッフ３名で入居者に対して生活を援助するお仕
事です。 
 
＊無資格、未経験の方も歓迎します。 

有限会社　優寿の里 愛媛県松山市堀江町甲２０７－１

就業場所:松山市
伊予鉄　山西

（就業場所：従業員数　20　人）
介護職員（デイサービ
スいまづ・日勤のみ）

最初は主に食事・入浴・排泄などの支援活動（見
守りや誘導）から始めて頂きます。その後、貴方様
と会社双方が安心してご利用者様をお任せできる
と判断できるまで研修や同行を重ね、送迎や身体
介護（パット交換や食事介助）、各種レクリエーショ
ンのお手伝いなどを出来る範囲でお願いします。

株式会社　ファミリーケ
ア

愛媛県松山市西垣生町１１８４番地６

就業場所:松山市

（就業場所：従業員数　78　人）

企画・営業 ウェブサイト制作の企画／提案／営業を行ってい
ただきます。 
アイアンドエムでは営業コンサルティング事業／ 
ウェブコンサルティグ事業／研修事業／広告事業
／ 
経費削減事業を行っております。 

アイアンドエム 愛媛県松山市三番町５丁目１３－１０　リ
パップビル６０１

就業場所:松山市
伊予鉄市内電車　南堀端電停
（就業場所：従業員数　4　人）

知的障がい者施設介
護職員

介護職員として、共同生活援助（グループホーム）
での支援業務に携わっていただきます。 
 

株式会社　エイジング
ウェル

愛媛県松山市日の出町１０番８０号

就業場所:松山市

（就業場所：従業員数　8　人）

営業員（新電力） 新電力の供給について、個人・法人のお客様に対
して切り替えによる電気料金の削減等を説明し、
契約につなげるお仕事です。

株式会社　デンカシン
キ

愛媛県松山市南吉田町３０－１

就業場所:松山市

（就業場所：従業員数　39　人）
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 　　　　　※ハローワーク松山をご利用の皆様へ。
　　　　　システムの刷新にともない、求人情報誌はフルタイムとパート版になります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　皆様へはご迷惑をおかけして申し訳ございませんが、ご理解賜りますようよろしくお願いします。

職種
年齢

雇用形態・採用人数
求人者名 必要資格仕事内容 賃 金 所在地・就業場所 就業時間

℡ 089-917-8609

松山公共職業安定所

松山市六軒家町3-27
◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。詳細をお知りになりたい方、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。（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。）また、パートタイムの求人情報は別途作成していますのでそちらをご利用ください。（仕事内

容欄はスペースの都合ですべて表示できない場合があります。詳しい内容については相談窓口または、ハローワークインターネットサービス

にてご確認ください。なお 右記にあるＱＲコードでハローワークインターネットサービスの検索画面に直接アクセスができますのでご利用くださ

月給
200,000円

～
（年齢：　64歳以下　） 300,000円 又は10時00分～22時00分

正社員（3人） 38010- 8850311 の間の8時間

月給
180,000円

～
（年齢：　不問　） 250,000円 又は8時30分～21時00分の

正社員以外（1人） 38010- 9019211 間の8時間

月給
180,000円

～
（年齢：　64歳以下　） 250,000円 又は8時30分～21時00分の

正社員（1人） 38010- 9021311 間の8時間

月給 (1)15時30分～22時00分
200,000円

～
（年齢：　不問　） 350,000円

正社員（1人） 38010- 9090911

月給 (1)6時00分～15時00分
220,000円 (2)12時00分～21時00分

～ (3)13時00分～22時00分
（年齢：　59歳以下　） 250,000円

正社員（2人） 38010- 8877911

月給 (1)15時00分～9時00分
145,000円

～
（年齢：　18歳以上　） 155,000円

正社員以外（1人） 38010- 9026811

月給 (1)8時00分～17時00分
200,000円 (2)12時00分～21時00分

～
（年齢：　59歳以下　） 250,000円

正社員（2人） 38010- 8928211

時給 (1)8時30分～8時29分
137,120円 (2)8時00分～17時15分

～ (3)17時15分～8時30分
（年齢：　18歳～59歳　） 159,300円

正社員（1人） 38010- 9049911

月給 (1)7時30分～17時30分
200,000円 (2)7時00分～18時00分

～ (3)17時30分～7時30分
（年齢：　18歳～59歳　） 275,000円

正社員（2人） 38010- 9083111

月給 (1)8時00分～17時00分
200,000円

～
（年齢：　18歳～59歳　） 275,000円 又は17時30分～8時30分の

正社員（2人） 38010- 9084711 間の8時間以上

月給 (1)8時00分～18時00分
169,000円 (2)8時00分～7時59分

～ (3)18時00分～8時00分
（年齢：　18歳～64歳　） 175,000円

正社員（1人） 38010- 8883311

月給 (1)9時00分～18時00分
200,000円 (2)8時00分～17時00分

～
（年齢：　18歳～59歳　） 250,000円

正社員（2人） 38010- 9080311

日給 (1)8時15分～17時00分
160,000円

～
（年齢：　64歳以下　） 200,000円

正社員（1人） 38010- 8856211

時給 (1)8時30分～17時30分
165,672円

～
（年齢：　不問　） 165,672円

有期雇用派遣労働者（1人） 38010- 9082911

月給 (1)8時30分～17時30分
170,000円

～
（年齢：　59歳以下　） 250,000円

正社員（2人） 38010- 8945511

月給 (1)8時30分～17時00分
137,000円

～
（年齢：　62歳以下　） 137,000円

正社員（1人） 38010- 8962011

月給 (1)8時00分～17時00分
180,000円

～
（年齢：　59歳以下　） 250,000円

正社員（1人） 38010- 8870811

時給 (1)8時30分～17時00分
154,860円

～
（年齢：　59歳以下　） 156,600円

正社員以外（2人） 38010- 8872511

時給 (1)22時00分～7時00分
160,704円

～
（年齢：　18歳以上　） 160,704円

有期雇用派遣労働者（1人） 38010- 9056311

お惣菜の製造 スーパーのお惣菜工場内でのお仕事 
煮炊、炊飯、計量などを行います。 
ライン作業ではありません。 
 
＊未経験者歓迎 
＊制服貸与

ランスタッド株式会社
松山支店

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５階

就業場所:松山市

（就業場所：従業員数　12　人）

冷凍食品製造工 ＊冷凍食品製造工 
　・ライスバーガーの肉・野菜の加工、煮炊、充填
作業 
　・米の炊飯 
 
＊３０Ｋｇ余りの製品を扱う場合あり 

愛興食品株式会社 愛媛県松山市中央２丁目４５番地

就業場所:松山市
伊予鉄衣山

（就業場所：従業員数　68　人）
食品製造作業員 ＊冷凍食品の製造に関わる業務 

　・肉、野菜の加工 
　・煮炊、充填作業 
　・米の炊飯
・包装作業　等 
 

愛興食品株式会社 愛媛県松山市中央２丁目４５番地

就業場所:松山市
伊予鉄衣山

（就業場所：従業員数　68　人）

製造 パーティション、トイレブースの鋼製建具製造 
・アルミ切断、加工、プレス、組立作業 
・塗装作業 
・木枠組立作業 
・パネル貼り、カット作業

株式会社　エムエス 愛媛県松山市西垣生町２８８４番地１

就業場所:松山市
鎌田

（就業場所：従業員数　34　人）
食品製造／限定正社
員

鶏卵加工の生産工程は、受入→洗卵→割卵→殺
菌→充填→検査→出荷となっており、それぞれの
工程管理が介在します。 
主な仕事は、製品の加工とライン、容器の洗浄な
どです。 
 

株式会社全農・キュー
ピー・エッグステーショ
ン　愛媛工場

愛媛県伊予郡松前町大字徳丸７７１－１８

就業場所:伊予郡松前町
ＪＲ予讃線　北伊予

（就業場所：従業員数　26　人）

機械加工 ＮＣフライス盤、マシニング等のＮＣ系の機械にて、
各種機械部品を加工する作業を行います。 
 
＊未経験の方でも一から教えます。十分に技術を
習得できます。

株式会社　エヒメ加工 愛媛県松山市東方町２２１７番地１

就業場所:松山市

（就業場所：従業員数　8　人）
窓やサッシの組立（紹
介予定派遣）

窓ガラスの製造会社の工場内にて、ガラスや窓の
サッシなどの組立作業を行います。 
図面を見ながら部品を取り付けたり加工を行いま
す。 
出来上がった商品配送のお手伝いも行います。
（取引先への搬入作業） 

ランスタッド株式会社
松山支店

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５階

就業場所:松山市

（就業場所：従業員数　0　人）

施設警備 上記請負先にて、施設の警備業務に携わっていた
だきます。 
【具体的な業務内容】 
・出入管理 
・巡回警備 
・開閉館業務　など 

株式会社　長崎商事 愛媛県松山市来住町１４８２番地１　長崎
ビル３Ｆ

就業場所:松山市
伊予鉄　鉄砲町

（就業場所：従業員数　481　人）
警備員 市内近郊にある工事現場等での警備。 株式会社　セキュリ

ティエイブル
愛媛県松山市味酒町１丁目１０番地１

就業場所:松山市
伊予鉄　大手町

（就業場所：従業員数　20　人）

警備員 市内近郊にある施設での警備や巡回。 株式会社　セキュリ
ティエイブル

愛媛県松山市味酒町１丁目１０番地１

就業場所:松山市
ＪＲいよ和気

（就業場所：従業員数　9　人）
警備員 市内近郊の施設での施設内の巡回。 株式会社　セキュリ

ティエイブル
愛媛県松山市味酒町１丁目１０番地１

就業場所:松山市
立花駅

（就業場所：従業員数　5　人）

施設管理スタッフ／地
域限定社員

施設の設備管理等のお仕事です。 
・ボイラー機械、設備の管理 
・ホテル内外の清掃や雑務 
・各種機械設備や営繕などの外注管理　等 
 
＊知識や経験が活かせます。

湯快リゾート　四国松
山　道後彩朝楽（湯快
リゾート株式会社）

愛媛県松山市道後姫塚１１２番地１

就業場所:松山市
伊予鉄道　道後温泉

（就業場所：従業員数　60　人）
施設警備員／愛媛県
庁

請負先にて、以下業務に携わっていただきます。 
【具体的な業務内容】 
　・駐車場管理業務　　　　　・案内、受付 
　・巡回業務　　　　　　　　・出入管理業務 
　・緊急対応業務 
 

日本管財株式会社
松山事業所

愛媛県松山市三番町７丁目１３－１３
ミツネビルディング５階

就業場所:松山市
伊予鉄市内電車　県庁前電停
（就業場所：従業員数　15　人）

バイキングレストラン調
理スタッフ／地域限定
社員

当ホテル内バイキングレストランの調理業務全般 
和・洋・中約５０種類以上のメニューを提供していま
す。 
外食チェーンか給食センター等の調理経験を活か
せます。 
管理業務では、原価・人件費・経費などの計数管

湯快リゾート　四国松
山　道後彩朝楽（湯快
リゾート株式会社）

愛媛県松山市道後姫塚１１２番地１

調理師就業場所:松山市
伊予鉄道　道後温泉

（就業場所：従業員数　60　人）
ホテルフロント係 ビジネスホテルの夜間のフロント業務 

チェックイン、チェックアウトの対応
有限会社　ホテル
ニューカジワラ

愛媛県松山市大手町２丁目９－１０

就業場所:松山市
ＪＲ松山

（就業場所：従業員数　23　人）

接客及び厨房（正社
員）

飲食事業部「やすまるラーメン」にてラーメン屋さん
の厨房及び接客などの飲食業務に従事していただ
き、将来は店長職を目指していただきます。 
 
【Ｈ３０年３月２３日　オープン】 
 

株式会社　ウィルビー 愛媛県松山市来住町１２１０番地１

就業場所:松山市
大手町

（就業場所：従業員数　1　人）
ラーメン店での調理員 ・本格的とんこつラーメン店にて簡単な調理等（洗

い物、片付け等　を含む）を担当していただきま
す。 
　賄いつきです。 
 
※初心者、未経験の方も一から指導しますので、

ネクサス・エンタープラ
イズ有限会社
 
　　（久留米とんこつ
ラーメン松山分校）

愛媛県松山市道後今市６番２５号

就業場所:松山市
伊予鉄高浜線　衣山

（就業場所：従業員数　5　人）

調理員 ・調理員として料理をしていただきます。 
・調理師見習いとして調理補助の仕事をしていた
だきます。 
 
「店長」を目指して前進する意欲のある方、自分の
ペースで 

株式会社　小椋 愛媛県松山市２番町３丁目８番地５　美川
ビル６Ｆ

就業場所:松山市

（就業場所：従業員数　3　人）
接客及び厨房（契約社
員）

飲食事業部「やすまるラーメン」にてラーメン屋さん
の厨房及び接客などの飲食業務に従事していただ
き、将来は店長職を目指していただきます。 
 
【Ｈ３０年３月２３日　オープン】 
 

株式会社　ウィルビー 愛媛県松山市来住町１２１０番地１

就業場所:松山市
大手町

（就業場所：従業員数　1　人）
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月給 (1)9時00分～18時00分
157,000円

～
（年齢：　39歳以下　） 157,000円

正社員（1人） 38010- 9061511

日給 (1)8時00分～17時00分
217,000円

～
（年齢：　44歳以下　） 217,000円 又は5時00分～18時00分の

正社員（2人） 38010- 8881411 間の8時間程度

月給 (1)9時00分～17時30分
174,000円

～
（年齢：　59歳以下　） 259,000円

正社員（1人） 38010- 8979411

月給 (1)9時00分～18時00分
200,000円

～
（年齢：　64歳以下　） 250,000円

正社員（1人） 38010- 8937511

月給 (1)7時30分～1時30分
130,000円

～
（年齢：　18歳～59歳　） 130,000円

正社員（5人） 38010- 8889211

月給 (1)8時00分～2時00分
138,000円 (2)10時00分～7時00分

～ (3)8時00分～22時00分
（年齢：　18歳～59歳　） 138,000円

正社員（10人） 38010- 8801911

月給 (1)8時30分～17時00分
206,000円

～
（年齢：　44歳以下　） 256,000円

正社員（1人） 38010- 8990111

月給 (1)7時30分～16時00分
190,000円 (2)8時00分～16時30分

～
（年齢：　59歳以下　） 210,000円

正社員（1人） 38010- 9006611

時給 (1)8時00分～17時00分
164,160円

～
（年齢：　不問　） 164,160円

正社員以外（1人） 38010- 9037411

日給 (1)8時00分～17時00分
195,800円

～
（年齢：　44歳以下　） 256,050円

正社員（1人） 38010- 8998611

月給 (1)8時00分～17時00分
230,000円

～
（年齢：　不問　） 300,000円

正社員（2人） 38010- 9081611

日給 (1)8時30分～8時29分
162,400円

～
（年齢：　18歳以上　） 162,400円

正社員以外（1人） 38010- 9063011

月給 (1)9時00分～18時00分
155,000円 (2)21時00分～6時00分

～
（年齢：　20歳～64歳　） 240,000円

正社員（2人） 38010- 9076711

月給 (1)8時30分～17時30分
200,000円

～
（年齢：　不問　） 250,000円

正社員以外（1人） 38010- 8919811

日給 (1)8時00分～17時00分
197,600円

～
（年齢：　18歳以上　） 370,500円

正社員以外（1人） 38010- 8936211

月給 (1)8時00分～17時00分
180,000円

～
（年齢：　59歳以下　） 200,000円

正社員（1人） 38010- 8893911

月給 (1)8時00分～17時00分
180,000円

～
（年齢：　59歳以下　） 200,000円

正社員（1人） 38010- 8880511

月給 (1)8時00分～17時00分
180,000円

～
（年齢：　59歳以下　） 200,000円

正社員（1人） 38010- 8890011

月給 (1)8時30分～17時00分
180,000円

～
（年齢：　40歳以下　） 223,000円

正社員（1人） 38010- 8961411

内装工事作業員見習
い

住宅リフォームに伴う内装工事 
 
＊軽トラや幌付きの車を運転していただくことがあ
ります。 
＊県内全域での仕事で、基本的に日帰りです。 
＊住宅リフォーム事業への業務拡大に伴う増員 

株式会社　シュウセイ
電気

愛媛県東温市樋口１２２６番地

就業場所:東温市
横河原線　横河原

（就業場所：従業員数　13　人）
不動産の調査・測量
（補助者）

・不動産の表題部に関する登記手続を行うための
調査・測量の補助　業務 
・土地家屋調査士事務所内での補助業務 
・エリアは主に中予地区で、社用車を使用します。 
 
＊トライアル雇用求人

株式会社　八光舘
（フェイスオフィス・田
頭土地家屋調査事務
所）

愛媛県松山市山越６丁目２－４０

就業場所:松山市
伊予鉄　市内電車　本町６丁目

（就業場所：従業員数　2　人）

建築作業員見習い 住宅リフォームに伴う建築工事 
 
＊軽トラや幌付きの車を運転していただくことがあ
ります。 
＊県内全域での仕事で、基本的に日帰りです。 
＊住宅リフォーム事業への業務拡大に伴う増員 

株式会社　シュウセイ
電気

愛媛県東温市樋口１２２６番地

就業場所:東温市
横河原線　横河原

（就業場所：従業員数　13　人）
水道工事作業員見習
い

住宅リフォームに伴う水道施設工事 
 
＊軽トラや幌付きの車を運転していただくことがあ
ります。 
＊県内全域での仕事で、基本的に日帰りです。 
＊住宅リフォーム事業への業務拡大に伴う増員 

株式会社　シュウセイ
電気

愛媛県東温市樋口１２２６番地

就業場所:東温市
横河原線　横河原

（就業場所：従業員数　13　人）

専門技術職 ・営繕関係の立案・査定・施工・監理・検収 
・不動産の保全・建築・管理 
・店舗内配置・会議場設営

株式会社　愛媛銀行 愛媛県松山市勝山町２丁目１番地

１級建築施工管
理技士就業場所:松山市

伊予鉄　勝山町
（就業場所：従業員数　28　人）

建築（大工） 戸建の新築工事 
 
＊現場エリア：主に松山市内（基本、直行直帰にな
ります。） 
＊戸建の新築工事経験者、優遇いたします。

萩森技建 愛媛県松山市北井門３丁目８－３３－２

就業場所:松山市

（就業場所：従業員数　0　人）

常駐設備員（松山市役
所）

松山市役所本館・別館及び第４別館の空調・給排
水の点検、機器及び電気設備の運転状況の監
視、メーター類の計量、パーテーションの修理、備
品の簡易な移動・組立て等を行っていただきます。 
 
 

太平ビルサービス　株
式会社　松山支店

愛媛県松山市三番町４丁目９番地６ ＮＢＦ
松山日銀前ビル３Ｆ

第二種電気工事
士就業場所:松山市

（就業場所：従業員数　10　人）
機械営繕係 当旅館にて、機械営繕係として以下業務に携わっ

ていただきます。 
・設備機械のメンテナンス 
（電球入替、エアコン等保守管理・修繕） 
・営繕業務（風呂・カーペット清掃・庭木の散水等） 
　※客室や館内トイレの清掃はありません。

有限会社　大和屋本
店旅館

愛媛県松山市道後湯之町２０番８号

就業場所:松山市
伊予鉄　道後温泉

（就業場所：従業員数　196　人）

建設機械オペレーター ＊公共工事を主とした各工事現場で、重機オペ
レーター、 
　及び土木工事全般の作業に携わっていただきま
す。 
 
◆長期勤務者が多いのが特徴で、職員同士がコ

南條工業株式会社 愛媛県東温市南方２６３番地１

就業場所:東温市

（就業場所：従業員数　12　人）
重機オペレーター ・主に重機のオペレーターを中心とした仕事です。 有限会社　ウエコー 愛媛県伊予郡松前町大字北川原９８７－９

車両系建設機械
（基礎工事用）運
転技能者、車両
系建設機械（解
体用）運転技能
者、小型移動式
クレーン運転技

就業場所:伊予郡松前町

（就業場所：従業員数　10　人）

運転手（大型） 川内コンクリート工業（株）工場内での勤務及び現
場への生コン運搬作業を大型ミキサー車で行って
いただきます。 
 
＊運搬後、内部の洗車していただきます。 
 

愛新物流　株式会社 愛媛県松山市空港通２丁目１２－５

大型自動車免許就業場所:東温市

（就業場所：従業員数　6　人）
倉庫作業スタッフ／松
山倉庫

取引先のセンターにて倉庫荷物の入出庫作業・整
理・フォークリフト作業等をお任せいたします。 
 
＊総支給額　２０万円／月　程度 
 
＊未経験者歓迎＊

四国名鉄運輸　株式
会社

愛媛県松山市空港通４丁目５番５号

フォークリフト運
転技能者就業場所:伊予市

（就業場所：従業員数　41　人）

タクシー運転手 ・主に営業所等で客待ちをしながら、配車係から連
絡を受け 
　てお客様を迎えに行き、目的地まで送迎します。 
・病院や介護の利用者については、そのまま待機
し、乗り降 
　りの介助をしながら送り届けることもあります。 

日の丸タクシー有限会
社

愛媛県松山市二番町一丁目３－４

普通自動車第二
種免許就業場所:松山市

市内電車　大街道
（就業場所：従業員数　60　人）

トレーラー運転手 トレーラーの運転業務とそれに伴う積卸し作業を
行っていただきます。 
配車の都合で２ｔ車・４ｔ車・１０ｔ車での運転業務ま
たは沿岸荷役作業をお願いすることもあります。 
 
＊運転エリアは四国内がメイン 

大榮海運　株式会社 愛媛県松山市海岸通り１４５５番１の地先
玉掛技能者、牽
引免許、大型自
動車免許就業場所:松山市

（就業場所：従業員数　39　人）

自動車整備士 車検整備を有資格者の指導のもと行っていただき
ます。 
定期点検整備、車検整備、故障整備、故障個所の
修復を行います。 
 
＊自動車整備経験者・有資格者は優遇します。 

映光自販　株式会社 愛媛県伊予郡松前町大字西古泉２８３－１

就業場所:伊予郡松前町
古泉

（就業場所：従業員数　4　人）
タクシー運転手 【具体的な業務内容など】 

　・主に営業所等で客待ちをしながら、配車係から
連絡を受けてお　　客様を迎えに行き、目的地まで
送迎します。 
　・病院や介護の利用者については、そのまま待
機し、乗り降りの　　介助をしながら送り届けること

末広タクシー　株式会
社

愛媛県松山市朝日ヶ丘２丁目５－１９

普通自動車第二
種免許就業場所:松山市

伊予鉄　衣山
（就業場所：従業員数　23　人）

現場作業員 現場にてビニールハウスの施工及びビニール展張
の作業 
ビニール、資材等の重量物の運搬作業あり 
 
＊県内各地の現場でのお仕事です。（季節により
近県の出張あり） 

第一讃陽ビニール　株
式会社　松山営業所

愛媛県東温市則之内甲２１３１

就業場所:東温市
横河原

（就業場所：従業員数　15　人）
自動車点検・整備（中
予・今治）

＊自動車の点検・整備等 
・ダイハツ車を中心に、車検や点検・修理などの
サービス 
　業務をしていただきます。 
・予約制なので効率よく仕事が出来ます。 
・当社は創業以来１０５年続く安定抜群の会社で

愛媛ダイハツ販売株
式会社

愛媛県松山市宮田町１７９番地

二級自動車整備
士就業場所:松山市

（　）下車徒歩（　）分
（就業場所：従業員数　20　人）

ネット販売の布地カット
と包装

当社・「商品センター」にて、ネット販売の布地カット
と包装のお仕事です。 
【具体的な業務内容など】 
・インターネットにより販売を受け付けた注文品を
カットしたり、　梱包作業を行ったりして発送するた
めに必要な準備作業などを行　います。 

松山毛織株式会社（マ
ツケ）

愛媛県松山市三番町５丁目１番地４

就業場所:松山市
ＪＲ　伊予和気

（就業場所：従業員数　12　人）
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月給 (1)9時00分～18時00分
178,000円

～
（年齢：　18歳～30歳　） 250,000円

正社員（1人） 38010- 8802111

月給 (1)8時30分～17時00分
410,000円

～
（年齢：　不問　） 410,000円

正社員（2人） 38010- 8929511

月給 (1)8時00分～17時00分
180,000円

～
（年齢：　59歳以下　） 200,000円

正社員（1人） 38010- 8894111

日給 (1)8時00分～17時00分
189,000円

～
（年齢：　59歳以下　） 352,000円

正社員以外（3人） 38010- 9039311

日給 (1)8時30分～17時00分
160,000円

～
（年齢：　不問　） 180,000円

正社員（3人） 38010- 8858411

時給 (1)8時30分～17時30分
154,080円

～
（年齢：　不問　） 171,200円

正社員以外（1人） 38010- 9089011

月給 (1)9時15分～17時45分
175,000円

～
（年齢：　不問　） 175,000円

正社員以外（2人） 38010- 8966111

月給 (1)5時00分～14時00分
137,900円

～
（年齢：　44歳以下　） 186,900円

正社員（1人） 38010- 8947011

月給 (1)8時30分～17時30分
160,000円

～
（年齢：　40歳以下　） 300,000円

正社員（1人） 38010- 8831511

製造工場内作業員 工作機械（マシニングセンター）への加工品脱着作
業 
ヤスリでの手動作業 
 
＊単純な作業です。 
 

株式会社　ミヤタニ 愛媛県松山市和気町１丁目４４６番地６

就業場所:松山市
ＪＲ伊予和気

（就業場所：従業員数　3　人）

ルート配送／松山東支
所

１．５ｔトラック（オートマ・バックモニター付）でコープ
えひめの固定顧客（組合員）に生協商品をお届け
するルート配送です。毎週同じルートを訪問しま
す。再配達はありません。 
女性の方も多く活躍しています。 
トラック経験がなくても大丈夫です。ベテランドライ

生活協同組合　コープ
えひめ

愛媛県松山市朝生田町３丁目１番地１２号
５トン限定準中型
自動車免許、準
中型自動車免許就業場所:松山市

（　）下車徒歩（　）分
（就業場所：従業員数　53　人）

運転職（４ｔ） ・段ボール製品の配送業務 
・エリア：四国全県 
・社用車（ウィング） 
・納品先でのフォークリフトによる荷下ろし 
 
ユニフォーム（夏服・冬服）の貸与あり

レンゴーロジスティクス
株式会社　松山営業
所

愛媛県松山市南吉田町１８６１
中型自動車免
許、フォークリフ
ト運転技能者就業場所:松山市

（就業場所：従業員数　55　人）

土木作業 松山市内の各現場における、土木作業全般 
２ｔトラックでの土砂・アスファルトの運搬、土砂の掘
削や埋め戻し作業を行います。 
 
＊マニュアル車の免許がない方は応相談

有限会社　森松設備 愛媛県松山市久米窪田町２０

就業場所:松山市
鷹ノ子

（就業場所：従業員数　6　人）
配達業務（軽貨物） 宅急便の配送業務 

・社用車（軽自動車）にて、主に松山市内（三津方
面）に荷物を配送していただきます。 
・主に個人様のお宅（一部企業も含まれます） 
・軽自動車への荷物の積み込み作業もしていただ
きます 

株式会社　ＫＳ－Ａｃｔｉ
ｏｎ

愛媛県松山市福音寺町１０２－６

就業場所:松山市

（就業場所：従業員数　2　人）

電気工事作業員見習
い

住宅リフォームに伴う電気設備工事・電気設備取
付工事 
 
＊軽トラや幌付きの車を運転していただくことがあ
ります。 
＊県内全域での仕事で、基本的に日帰りです。 

株式会社　シュウセイ
電気

愛媛県東温市樋口１２２６番地

就業場所:東温市
横河原線　横河原

（就業場所：従業員数　13　人）
建設作業員 愛媛県中予地区において、建設工事の現場作業

を行っていただきます。 
土砂の掘削や埋戻し、コンクリートの練りや充填等
の作業になります。 
現場に慣れた作業員もいますので、親切に指導い
たします。 

株式会社　塩坂建設 愛媛県東温市則之内甲１８８３－１

就業場所:松山市

（就業場所：従業員数　6　人）

電気工事 防犯カメラ設置工事 
ケーブルテレビ工事（光ケーブル等） 
家電販売においての家電取付設置工事 
第２種電気工事士の免許があれば丁寧に指導い
たします。

有限会社　家電ハウス
モン

愛媛県松山市樽味２丁目２番１７号
第二種電気工事
士、工事担任者
ＤＤ第３種就業場所:松山市

（就業場所：従業員数　3　人）
電気工事 家電量販店の協力店として、一般家庭にて家電の

取付・設置等を行っていただきます。 
 
＊エリア：愛媛県内（主に松山市内）

株式会社　ＭＩＹＡＢＩ 愛媛県松山市南吉田町１３６３－５ ドル
チェ・ヴィータ２０１

第二種電気工事
士就業場所:松山市

（就業場所：従業員数　1　人）
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職種
年齢

雇用形態・採用人数

時給 (1)9時00分～12時00分
1,200円 (2)13時30分～18時00分

～
（年齢：　64歳以下　） 2,000円 又は9時00分～18時00分の
パート労働者（2人） 38010- 8960511 間の5時間程度

時給 (1)9時30分～15時30分
1,100円

～
（年齢：　59歳以下　） 1,100円
パート労働者（1人） 38010- 8942711

時給 (1)9時00分～16時00分
1,000円

～
（年齢：　59歳以下　） 1,000円
パート労働者（2人） 38010- 8815411

時給 (1)8時30分～12時30分
900円 (2)12時30分～16時30分

～
（年齢：　不問　） 1,050円

パート労働者（1人） 38010- 8825011

時給
1,150円

～
（年齢：　69歳以下　） 1,580円 又は8時30分～17時30分の
パート労働者（1人） 38010- 9014611 間の5時間程度

時給
950円

～
（年齢：　69歳以下　） 1,580円 又は8時30分～17時30分の
パート労働者（1人） 38010- 9013311 間の5時間

時給 (1)9時30分～16時30分
1,300円 (2)9時30分～12時30分

～ (3)13時30分～16時30分
（年齢：　不問　） 1,400円

パート労働者（1人） 38010- 8941111

時給 (1)15時30分～19時30分
800円

～
（年齢：　不問　） 850円

パート労働者（1人） 38010- 8781111

時給 (1)6時30分～9時30分
800円 (2)16時00分～19時00分

～
（年齢：　不問　） 970円

パート労働者（1人） 38010- 8841011

時給
800円

～
（年齢：　不問　） 850円 又は9時00分～16時00分の

パート労働者（1人） 38010- 8726511 間の4時間程度

時給 (1)8時00分～16時00分
850円 (2)9時00分～15時00分

～
（年齢：　不問　） 900円

パート労働者（1人） 38010- 9022611

時給
874円

～
（年齢：　不問　） 1,058円 又は13時30分～18時30分

パート労働者（1人） 38010- 8797911 の間の4時間程度

時給
850円

～
（年齢：　不問　） 850円 又は8時00分～18時00分の

パート労働者（2人） 38010- 8823511 間の5時間以上

時給 (1)7時30分～9時00分
1,500円 (2)16時30分～18時30分

～
（年齢：　不問　） 1,500円

パート労働者（2人） 38010- 8898511

時給 (1)8時30分～17時30分
1,050円

～
（年齢：　不問　） 1,200円

パート労働者（1人） 38010- 8814511

時給
900円

～
（年齢：　59歳以下　） 900円 又は9時00分～17時30分の
パート労働者（2人） 38010- 8938411 間の5時間程度

時給
1,100円

～
（年齢：　59歳以下　） 1,100円 又は8時15分～16時45分の
パート労働者（2人） 38010- 8909111 間の5時間程度

時給 (1)10時00分～16時00分
900円

～
（年齢：　59歳以下　） 900円
パート労働者（1人） 38010- 8948311

時給 (1)16時00分～21時45分
1,000円

～
（年齢：　不問　） 1,800円 又は16時00分～19時20分

パート労働者（1人） 38010- 8915611 の間の1時間以上

准看護師

愛媛県伊予市下吾川１４１１番地１

看護師、准看護
師就業場所:伊予市

介護付有料老人ホーム・ショートステイにおいて、
高齢者の看護・介護業務全般、入居者・利用者様
の健康管理、服薬等の管理を行い、医療機関との
連携を行います。 
 
＊事業拡大のための増員です。 

株式会社アコンプリ
シー　笑歩会

愛媛県松山市朝生田町６丁目２番５号

看護師就業場所:伊予郡松前町

（就業場所：従業員数　30　人）

求人者名 必要資格

看護師、准看護
師

仕事内容 賃 金 所在地・就業場所 就業時間

愛媛県伊予市米湊３３３－３

就業場所:松山市

保育士

理学療法士、作
業療法士

愛媛県松山市福音寺町７０５番地６

看護師、准看護
師就業場所:伊予市

伊予鉄　群中
（就業場所：従業員数　6　人）

小規模通所介護事業所（定員１５名）での介護業
務に従事していただきます。 
・バイタルサイン測定 
・食事、排泄等の介護補助 
・レクリエーションの支援 
・利用者の送迎（ＡＴ車使用） 

ＮＰＯ法人　ライフサ
ポート愛

（就業場所：従業員数　1　人）

愛媛県伊予郡松前町西古泉５５９番地

伊予鉄横河原線　平井
（就業場所：従業員数　57　人）

正・准看護師 ・外来患者の看護業務にあたっていただきます。 
（現在、整形外科的治療の患者さんが多い） 
＊賃金等については、経験・能力を考慮します。 
＊１日の就業時間等の労働条件の詳細について
は、相談に応 
　じます。 

宮崎外科内科 愛媛県松山市南久米町１５８番地

就業場所:松山市
横河原線・久米

（就業場所：従業員数　11　人）

（就業場所：従業員数　30　人）

○障害者就労支援Ａ型事業所で障がい者の支援
をします。 
・主な業務は送迎、事業所の給食作り、農作業、食
品加工等を 
　担当して頂きます。 
　 

リハビリ職（機能訓練
指導員）

就業場所:松山市

（就業場所：従業員数　5　人）
合同会社　フォーチュ
ン

愛媛県松山市桑原４丁目２－３５

就業場所:松山市
（　）下車徒歩（　）分

（就業場所：従業員数　25　人）

松山市辰巳町の「デイサービスセンターそえる」に
て、ご利用者様のアセスメント、それに基づいた機
能訓練計画書の作成、具体的な訓練の施術等を
行います。 
 
＊定員２０名のデイサービスです。 

株式会社　かいせい

看護職員

看護職員（准看護師）
／笑歩会松前

介護付有料老人ホーム・ショートステイにおいて高
齢者の看護・介護業務全般、入居者・利用者様の
健康管理・服薬等の管理を行い、医療機関との連
携を行います。 
 
＊事業拡大のための増員です。 

株式会社アコンプリ
シー　笑歩会

幼稚園教諭免許
（専修・１種・２
種）、保育士

介護支援専門員（ケア
マネジャー） 介護支援専門員

（ケアマネー
ジャー）

就業場所:東温市

受託事業部門で０～２歳児の保育に携わっていた
だきます。（松山市勝山町） 
 
＊６０歳代の方も活躍している働きやすい職場で
すので、高齢者の方も歓迎です。 
 

幼稚園教諭・保育士 幼稚園教育（幼稚園教諭）の業務に携わっていた
だきます。 
 
・２～５歳児クラスの保育と教育をしていただきま
す。

学校法人　河原学園

福祉用具専門相談員
（クリアーズ福祉用具
貸与事業所）

・利用者様宅を訪問してレンタル商品の確認作業 
・書類作成　等 
 
＊運転エリア：松山市内（社用車あり） 
＊資格について：必要な免許・資格欄に記載の資
格の他、社会福祉士、保健師、理学療法士、作業

株式会社　ＣＬＥＡＲＳ

小規模通所介護事業所（定員１５名）及び住宅型
有料老人ホーム（定員８名）と同じ敷地内に併設さ
れた居宅介護支援事業所に勤務して、ケアマネ業
務に従事していただきます。 
 
学校行事等で休みが取りやすく、子育てをしながら

ＮＰＯ法人　ライフサ
ポート愛

愛媛県伊予市下吾川１４１１番地１

愛媛県松山市水泥町９６１番地

就業場所:松山市

受託事業部門での保
育業務

愛媛県松山市朝生田町６丁目２番５号

就業場所:伊予郡松前町

福祉用具専門相
談員、介護福祉
士、看護師

愛媛県松山市一番町１丁目１－１

就業場所:松山市

（就業場所：従業員数　42　人）

愛媛県松山市富久町２７－５

就業場所:松山市
土橋

（就業場所：従業員数　1　人）

パソコンオペレーター 看板・広告などのデザイン作成を行っていただきま
す。 
イラストレーターを使用します。 
 
＊雑務あり 
 

合同会社　メディア
アート

愛媛県松山市南高井町８１１番地３

就業場所:松山市
伊予鉄　鷹ノ子

（就業場所：従業員数　10　人）
英会話、英語指導講師 年長～小学６年生を対象に、英会話の指導・英検

対策を行います。 
中学生を対象に、高校受験を見据えた学習指導を
行います。 

英語スクール＆進学
塾ＴＩＭＥ

愛媛県東温市野田１丁目９８８番地１５

牛渕団地前
（就業場所：従業員数　6　人）

看護職員（正看護師）
／笑歩会松前

２０名程度の利用者の支援を行います。 
 
＊外出用務時に社用車（ＡＴ車）を使用 
＊エリア：松前町、伊予市、松山市等 
＊雇用期間：６ヶ月毎の更新 
 

一般社団法人　幸創
會

愛媛県伊予郡松前町大字筒井１３２２番地
１５

就業場所:伊予郡松前町
伊予鉄道　郡中線　松前

伊予鉄　三津
（就業場所：従業員数　9　人）

（就業場所：従業員数　7　人）

愛媛県松山市清水町３丁目１５１－３　吉
田ビル１階

就業場所:松山市
木屋町

（就業場所：従業員数　0　人）
世話人 共同生活援助「シェア」（グループホーム）におい

て、障害者の方が共同生活していく中で必要な料
理や洗濯、掃除等の家事のお手伝いや支援を行っ
ていただきます。 
 
＊利用者：定員６名 

株式会社　シェア

施設職員

生活支援員

（就業場所：従業員数　23　人）

看護師

就業場所:伊予市

就業場所:伊予郡松前町
伊予鉄郡中線　岡田

（就業場所：従業員数　90　人）

障害者共同作業所にて看護業務を行っていただき
ます。 
・利用者の健康管理 
・胃ろう、吸引 
・委託医師の診察対応 
 

社会福祉法人　紡ぎの
里（共同作業所　なか
よし村）

愛媛県松山市久米窪田町６６１－１

看護師、准看護
師就業場所:松山市

伊予鉄郊外電車　鷹ノ子
（就業場所：従業員数　20　人）

看護師 小規模デイサービス内にて、看護・介護業務を行っ
ていただきます。 
利用者さんと楽しくお話ししたり、一緒にお散歩や
外出したりします。 
老人介護施設が初めての方は、一から丁寧に指
導しますのでご安心ください。 

株式会社　といろ 愛媛県伊予市灘町８７番地２

学校法人エンゼル学
園

保育士

保育士（託児所） 事業所内託児所での保育業務を行っていただきま
す。当施設従業員の乳幼児（０～５歳児　６～７名
前後）を保育士５名がシフトを組んで保育業務に就
いています。 
 
＊８：００～１８：００の間の５～８時間で、週３～４日

社会福祉法人　松山
紅梅会　デイサービス
センター梅本の里・小
梅

整骨院 整骨院における受付事務及び施術助手をしていた
だきます。 
・受付・電話・来院対応 
・問診・患者様とのコミュニケーション 
・施術者の補助などを行ってもらいます。

キュアナチュラル整骨
院

会計年度任用職員　放
課後児童クラブ指導員
補助員

放課後児童クラブにて、児童の集団での遊びや生
活の指導や支援を行います。

砥部町役場 愛媛県伊予郡砥部町宮内１３９２番地 保育士、幼稚園
教諭免許（専修・
１種・２種）、小学
校教諭免許（専
修・１種・２種）

就業場所:伊予郡砥部町

（就業場所：従業員数　10　人）

℡ 089-917-8609

松山公共職業安定所

松山市六軒家町3-27
◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。詳細をお知りになりたい方、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。（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
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容欄はスペースの都合ですべて表示できない場合があります。詳しい内容については相談窓口または、ハローワークインターネットサービス

にてご確認ください。なお 右記にあるＱＲコードでハローワークインターネットサービスの検索画面に直接アクセスができますのでご利用くださ

時給 (1)10時00分～14時00分
800円 (2)14時00分～17時00分

～ (3)17時00分～22時00分
（年齢：　59歳以下　） 925円
パート労働者（2人） 38010- 9058911

時給 (1)10時00分～18時00分
850円

～
（年齢：　不問　） 850円

パート労働者（2人） 38010- 9052211

日給 (1)20時00分～8時00分
914円

～
（年齢：　18歳～59歳　） 1,142円

パート労働者（1人） 38010- 9009711

時給 (1)8時00分～17時45分
812円

～
（年齢：　不問　） 812円

パート労働者（1人） 38010- 8834311

時給 (1)9時15分～14時00分
1,000円 (2)17時00分～21時15分

～ (3)19時00分～21時15分
（年齢：　不問　） 1,000円

有期雇用派遣パート（1人） 38010- 8787011

時給
800円

～
（年齢：　不問　） 1,100円 又は9時00分～18時00分の

パート労働者（1人） 38010- 9017711 間の4時間以上

時給 (1)9時00分～15時00分
900円

～
（年齢：　不問　） 900円

パート労働者（1人） 38010- 8891311

時給 (1)9時00分～15時00分
880円

～
（年齢：　不問　） 880円

パート労働者（1人） 38010- 9086211

時給
900円

～
（年齢：　不問　） 900円 又は8時30分～17時15分の

パート労働者（2人） 38010- 8876611 間の6時間程度

時給 (1)9時00分～16時00分
800円

～
（年齢：　59歳以下　） 1,000円
パート労働者（1人） 38010- 8830211

時給
900円

～
（年齢：　不問　） 930円 又は8時30分～17時00分の

パート労働者（1人） 38010- 8793411 間の5時間程度

月給 (1)9時00分～16時00分
902円

～
（年齢：　不問　） 902円

パート労働者（2人） 38010- 8969211

時給 (1)9時00分～12時30分
900円 (2)14時00分～18時00分

～
（年齢：　59歳以下　） 930円
パート労働者（1人） 38010- 9060211

時給 (1)19時00分～1時00分
1,200円 (2)19時00分～3時00分

～
（年齢：　18歳以上　） 1,200円
パート労働者（2人） 38010- 8983711

時給 (1)9時00分～12時00分
1,000円 (2)9時00分～18時30分

～
（年齢：　不問　） 1,000円

有期雇用派遣パート（1人） 38010- 8907611

時給 (1)8時30分～12時30分
950円

～
（年齢：　59歳以下　） 1,050円
パート労働者（1人） 38010- 8918711

時給 (1)16時00分～19時30分
1,000円

～
（年齢：　64歳以下　） 1,200円
パート労働者（1人） 38010- 8799711

時給 (1)9時00分～16時00分
830円

～
（年齢：　59歳以下　） 900円
パート労働者（2人） 38010- 8839811

時給 (1)9時00分～15時00分
800円

～
（年齢：　64歳以下　） 900円 又は9時00分～17時30分の
パート労働者（1人） 38010- 9034811 間の5時間程度

愛媛県松山市南町２－８－１７

就業場所:松山市
伊予鉄道・大街道電停

（就業場所：従業員数　5　人）
営業事務 ・書類作成、引取納車、車の引渡し、洗車 

・車検・点検の受付 
・電話での来店誘致 
・来客対応、電話応対 
 
＊パソコン操作あり（ワード・エクセル） 

ネッツトヨタ瀬戸内　株
式会社

愛媛県松山市中央１丁目１９番３２号

就業場所:松山市

（就業場所：従業員数　126　人）

ホテル内フィットネスク
ラブの受付スタッフ

会員さまのチェックイン・チェックアウト、入会など
の手続き、清掃、簡単なＰＣ入力作業、電話対応な
どをお任せします。 
マシンの使用説明、プログラムの案内など、お客さ
まとの様々な会話の中でカラダを動かすことで得ら
れる生活への影響や変化など共に喜びを感じるこ

株式会社ＲｅｆｒｅＥｎｔｅｒ
ｐｒｉｓｅ

（就業場所：従業員数　9　人）

事務職 ・一般事務及び自動車登録業務 
・受付、接客（来客者・事業所様への対応、担当へ
の取り付き等） 
・パソコン（専用ソフト）で顧客管理や販促資料作
成、入力業務 
・当社のウェブサイトの新データーへの更新の入力

株式会社　カーパルコ
タマイ

愛媛県松山市南吉田町１７４７－１１

就業場所:松山市

（就業場所：従業員数　3　人）

総合案内（松山城） 松山城総合案内において、券売機の利用説明や
観光案内を行うお仕事です。

伊予鉄総合企画　株
式会社　（いよてつ総
合企画）

愛媛県松山市三番町４丁目９－５

就業場所:松山市

（就業場所：従業員数　38　人）

宿直員（夜勤） ・水道等の修理依頼などの受付、電話対応 
・現地での一次的な対応（面接時に説明します） 
 
※就業時間内に４～５時間の仮眠時間を含みま
す。 
※就業日数は２日～３日程度です。休日は応相談

株式会社　カンセイ 愛媛県松山市南高井町１６８９－２

就業場所:松山市

（就業場所：従業員数　20　人）

コールセンター業務 大手通信会社でのテクニカルサポート業務 
 
一般、法人のお客様から商品についての問い合わ
せ対応 
（ＷｉーＦｉ、無線、有線ルーターについて） 
・設定の仕方は？ 

ランスタッド株式会社
松山支店

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５階

就業場所:松山市

（就業場所：従業員数　90　人）

本町線　本町３丁目

事務補助 加入している建設業事業者の健康保険の事務手
続き補助 
電話受付、来客応対 
パソコンへのデータ入力

全国建設工事業　国
民健康保険組合　愛
媛県支部

愛媛県松山市南梅本町９２８－１

就業場所:松山市
伊予鉄横河原線　南梅本

（就業場所：従業員数　1　人）

一般事務 ・電話、来客対応 
・パソコン入力 
・銀行、役所等への書類提出

四国糧油　株式会社 愛媛県松山市内宮町２００４番地

就業場所:松山市

伊予鉄道・松山市
（就業場所：従業員数　121　人）

受付・医療事務 外来診療における受付業務（会計、レジ）、医療事
務、院内の清掃業務が主な仕事です。 
 
レセプトコンピューター等の入力の仕方は丁寧に指
導します。 
 

医療法人　興友会　土
居外科胃腸科医院

愛媛県松山市平井町甲３２５６－１

就業場所:松山市
伊予鉄　鷹ノ子

（就業場所：従業員数　11　人）

事務員（会計年度任用
職員）

町長部局又は行政委員会での事務補助 
フィールドワークあり（体力に自信のある方募集）

松前町役場 愛媛県伊予郡松前町大字筒井６３１番地

就業場所:伊予郡松前町
伊予鉄郡中線　松前

（就業場所：従業員数　180　人）

（就業場所：従業員数　216　人）

医療事務資格

医療事務資格就業場所:松山市

行政書士補助業務 主に以下の業務を担当していただきます。 
・電話応対・来客応対 
・資料整理・管理 
・申請書作成補助 
・官公庁への書類の提出・引取り 
・その他習熟度に応じての業務担当 

行政書士法人　えひめ
サポート総合法務事務
所

愛媛県松山市勝山町２丁目３－１　建設国
保ビル

就業場所:松山市
伊予鉄　勝山町

（就業場所：従業員数　5　人）

事務補佐員（業務支援
室）

・学内郵便の収受及び発送に関すること 
・アルバイト学生（環境整備）の業務指導 
・その他上司の命によること

国立大学法人　愛媛
大学

愛媛県松山市道後樋又１０番１３号

就業場所:松山市
伊予鉄道環状線　赤十字病院前
（就業場所：従業員数　1309　人）

事務補佐員（管理運営
部門）

管理運営部門において以下の業務を行っていただ
きます。 
　＊文書整理事務、パソコン事務、受付事務、等 
 
［雇用期間］ 
　令和３年４月１日（木）～令和４年３月３１日（木） 

松山税務署 愛媛県松山市若草町４番地３　若草合同
庁舎

就業場所:松山市

受付事務（救急当番
日）

病院受付・会計業務（夜間）に携わっていただきま
す。 
 
＊救急当番日（８日毎に１日）の勤務です。 
　 
＊就業時間は、（１）、（２）選択可

社会医療法人　笠置
記念胸部外科 
松山笠置記念心臓血
管病院

愛媛県松山市末広町１８番地２

医療事務 外来診療所の受付事務 
・外来患者の受付、案内 
・電話対応 
・レセプト請求事務 
・電子カルテの整理、保管 
・環境整備　等 

このはな　脳とこころの
診療所

愛媛県東温市北野田８２０番地１

就業場所:東温市

（就業場所：従業員数　6　人）
ネットショップスタッフ
（商品小分け等）

通販商品のピックアップ、ネットショップの梱包、荷
受け、材料の計量、小分け、簡単な入力業務 
 
＊１０ｋｇ前後の商品の移動 
 

株式会社　松山丸三 愛媛県松山市花園町６番地１

就業場所:松山市
市内電車　南堀端電停

（就業場所：従業員数　61　人）

医療事務 ＜整形外科・内科での医療事務＞ 
・受付業務 
・電子カルテのＰＣ入力 
・レセブト業務 
・リハビリ受付、助手（資格なしでＯＫの作業）

伊予鉄総合企画　株
式会社　（いよてつ総
合企画）

愛媛県松山市三番町４丁目９－５

就業場所:松山市

（就業場所：従業員数　0　人）
医療事務員 小児科診療所の受付・会計・レセプト作成等 

ワクチンの予約や健康診断の予約も含め、小児科
診療の事務に関わる仕事です。 
 
 
小児科専門の有床診療所で、病児保育も行ってい

医療法人　石丸小児
科

愛媛県松山市三番町６丁目５－１

就業場所:松山市
松山市

（就業場所：従業員数　20　人）

集計管理・請求管理事
務

・本社事務所における、当社事業所の集計管理事
務（食数・食材・出退勤）及び請求事務 
 
＊終業時間、勤務日数等諸条件については、面接
時にお聞きしてご希望に沿えるよう考慮します。

株式会社　愛媛給食
調理サービス

愛媛県松山市久万ノ台３２２番地５

就業場所:松山市

（就業場所：従業員数　12　人）
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時給
900円

～
（年齢：　不問　） 1,000円 又は9時00分～18時00分の

パート労働者（1人） 38010- 9057611 間の4時間以上

時給
900円

～
（年齢：　59歳以下　） 1,000円 又は8時30分～17時30分の
パート労働者（1人） 38010- 8785511 間の4時間以上

時給 (1)9時00分～16時00分
830円

～
（年齢：　不問　） 830円

パート労働者（1人） 38010- 8935811

時給
900円

～
（年齢：　59歳以下　） 900円 又は8時30分～17時30分の
パート労働者（1人） 38010- 8782711 間の4時間以上

時給 (1)9時40分～16時10分
800円 (2)12時30分～19時00分

～
（年齢：　59歳以下　） 800円
パート労働者（1人） 38010- 8759811

時給 (1)9時45分～13時15分
940円 (2)9時45分～19時15分

～ (3)10時45分～20時15分
（年齢：　59歳以下　） 940円
パート労働者（1人） 38010- 8788311

時給 (1)8時30分～17時00分
950円 (2)9時00分～17時00分

～
（年齢：　不問　） 950円

パート労働者（1人） 38010- 9011411

時給 (1)9時00分～13時00分
900円 (2)13時30分～17時30分

～ (3)7時00分～11時00分
（年齢：　不問　） 900円 又は7時00分～18時00分の

パート労働者（1人） 38010- 9036511 間の4時間程度

日給 (1)8時30分～17時00分
900円 (2)10時00分～18時30分

～ (3)17時00分～8時30分
（年齢：　65歳以下　） 900円
パート労働者（2人） 38010- 8991711

時給 (1)7時30分～16時00分
874円 (2)8時30分～17時00分

～ (3)10時00分～18時30分
（年齢：　65歳以下　） 900円
パート労働者（2人） 38010- 8993211

時給 (1)8時30分～17時30分
990円

～
（年齢：　64歳以下　） 1,040円 又は8時30分～17時30分の
パート労働者（1人） 38010- 8820711 間の5時間程度

時給 (1)8時30分～17時30分
850円

～
（年齢：　不問　） 850円 又は8時30分～17時30分の

パート労働者（1人） 38010- 8833011 間の6時間程度

時給 (1)11時00分～20時00分
800円 (2)16時00分～9時00分

～
（年齢：　59歳以下　） 820円
パート労働者（2人） 38010- 8849511

時給 (1)9時00分～17時30分
800円 (2)10時00分～18時30分

～
（年齢：　不問　） 920円

パート労働者（1人） 38010- 8852911

時給 (1)17時00分～9時00分
850円

～
（年齢：　不問　） 850円

パート労働者（2人） 38010- 8866411

時給 (1)7時00分～16時00分
1,050円 (2)8時30分～17時30分

～ (3)11時00分～20時00分
（年齢：　不問　） 1,200円

パート労働者（2人） 38010- 8745011

時給 (1)8時30分～10時30分
1,220円 (2)15時00分～17時30分

～
（年齢：　不問　） 1,220円

パート労働者（1人） 38010- 8725211

時給 (1)8時00分～10時00分
1,400円 (2)10時00分～15時00分

～ (3)12時00分～17時00分
（年齢：　不問　） 1,600円 又は8時00分～18時00分の

パート労働者（3人） 38010- 8860911 間の1時間以上

時給 (1)8時30分～12時30分
800円 (2)14時00分～18時30分

～ (3)13時30分～15時30分
（年齢：　59歳以下　） 1,000円
パート労働者（1人） 38010- 9023911

経理事務員 ・記帳代行の補助 
・簡単なコンピューターのデータ入力 
・事務全般 
・車を運転しての外出用務 
 
＊以下のような方からのご応募お待ちしています。 

株式会社　宮川会計
事務所

愛媛県松山市千舟町５丁目５－１５宮川ビ
ル３階

日商簿記３級就業場所:松山市
伊予鉄道　松山市

（就業場所：従業員数　11　人）
品質管理員（水産事業
部）

・シール機を使って製造する商品のシールを発行 
・細菌検査用の商品検体採取 
・工場内の洗剤の補充作業 
・パソコン入力業務（ワード、エクセル使用） 
 
＊品質管理経験者優遇 

デリカサラダボーイ株
式会社えひめ工場

愛媛県伊予郡松前町大字北川原字塩屋
西１１０１番地１

就業場所:伊予郡松前町
伊予鉄道・郡中線　岡田

（就業場所：従業員数　68　人）

経理事務 会社内での事務 
 
・請求書作成（Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌ使用） 
・経理処理 
 
＊業務は丁寧にお教えします。 

株式会社　葵　松山支
店

愛媛県松山市東長戸１丁目８－１９

就業場所:松山市

（就業場所：従業員数　28　人）

店内スタッフ（パート） ・商品の陳列、販売 
・店舗内のレイアウト 
・レジ業務 
・商品管理

株式会社　しまむら
ディバロ　ジョー・プラ
店

愛媛県松山市朝生田町５丁目１－２５ 
ジョー・プラ２Ｆ

就業場所:松山市

（就業場所：従業員数　3　人）
デイケアセンター職員 デイケアセンターゆりの苑にて 

・利用者様とゲーム、体操、カラオケ、フォークダン
ス、バー体操　等リハビリのお手伝い　等 
 
＊入浴介助や送迎の運転はありません。 
＊昼食及びおやつがあります。 

医療法人　久米窪田ク
リニック

愛媛県松山市久米窪田町１１４７

就業場所:松山市
伊予鉄横河原線　久米

（就業場所：従業員数　22　人）

コンピューター関係作
業員

・書類のデータ化及び整理 
・Ｅｘｃｅｌ・Ｗｏｒｄ・ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔの入力作業 
・事務全般 
・車を運転しての外出用務 
 
＊以下のような方からのご応募お待ちしています・ 

株式会社　宮川会計
事務所

愛媛県松山市千舟町５丁目５－１５宮川ビ
ル３階

就業場所:松山市
伊予鉄道　松山市

（就業場所：従業員数　11　人）
販売 婦人ウェア・リサイクル着もの・和雑貨の店頭販売 株式会社　ふく紗 愛媛県松山市空港通３丁目８番２０号

就業場所:松山市
伊予鉄道・松山市

（就業場所：従業員数　4　人）

介護員（ワンライフ） グループホーム（定員９名）内での介護業務全般を
行っていただきます。 
スタッフ３名で入居者に対して生活を援助するお仕
事です。 
＊無資格、未経験の方も歓迎します。 
＊就業時間は週３０時間未満で（１）～（４）選択可 

有限会社　優寿の里 愛媛県松山市堀江町甲２０７－１

就業場所:松山市
山西

（就業場所：従業員数　20　人）
介護職員（デイサービ
ス）

デイサービスひだまり（ハーモニーガーデンに併
設、利用定員１７名）における介護業務のお仕事で
す。具体的な業務内容は以下の通りとなります。 
・食事、入浴、掃除などの介護サービス業務　 
 
＊普通自動車免許（ＡＴ限定可）をお持ちの方は、

有限会社　グリーンヘ
ルス

愛媛県松山市祇園町１－１２
ホームヘルパー
２級、介護職員
初任者研修修了
者

就業場所:松山市
伊予鉄横河原線　いよ立花

（就業場所：従業員数　40　人）

介護職員（ふくふく湊
町）

当法人が運営する介護付き有料老人ホームにて、
入居者の入浴介助をメインに食事介助、排泄介助
等を行っていただきます。 
 
＊当施設は、シーツ交換、お部屋の清掃、洗濯の
業務は専従のスタ　ッフがおり、介護に専念できる

医療法人　福井整形
外科・麻酔科

愛媛県松山市久米窪田町７８４番地１

介護職員初任者
研修修了者就業場所:松山市

伊予鉄道　松山市
（就業場所：従業員数　31　人）

介護職（優寿の里） 優寿の里　２階にて介護業務に就いていただきま
す。 
グループホーム（定員９名）内での介護業務全般を
行っていただきます。 
スタッフ３名で生活を援助するお仕事です。 
＊無資格・未経験の方も歓迎します。 

有限会社　優寿の里 愛媛県松山市堀江町甲２０７－１

就業場所:松山市
ＪＲ　和気

（就業場所：従業員数　11　人）

介護職（楓華） 利用者様に対し、介護・介助のサービス提供を行
う。 
 
 
 
 

株式会社民友会　在
宅介護ステーション

愛媛県松山市太山寺町１３２１－１
介護福祉士、介
護職員基礎研修
修了者就業場所:松山市

（就業場所：従業員数　11　人）
介護職員 「グループホームしいのみ」または「グループホー

ム紫竹庵」のいずれかで認知症高齢者のお世話を
していただきます。 
（食事介助・排泄介助・深夜見廻り等） 
 
＊夜勤は月に２～１０回程度での勤務となります。 

特定非営利活動法人
グループホームしいの
み

愛媛県松山市緑町１丁目７番地１５号

就業場所:松山市

（就業場所：従業員数　14　人）

介護職員 高齢者介護全般 
・デイサービス利用者の送迎 
・レクリエーション等の企画 
・入浴介助、食事介助 
・トイレ誘導など排泄介助

社会福祉法人　松山
紅梅会 
高齢者総合福祉施設
梅本の里

愛媛県松山市北梅本町１６２４番地１

介護福祉士就業場所:松山市
伊予鉄横河原線　平井

（就業場所：従業員数　20　人）
介護職員 グループホーム（２ユニット：定員１８名）にて入所

者様の介護サービスを提供していただきます。 
 
主な業務 
・移動、食事、入浴、排泄など日常生活の介助 
・介護記録、作成 

医療法人　たいさんじ
整形外科

愛媛県松山市太山寺町９１２－２１ 介護職員初任者
研修修了者、
ホームヘルパー
２級、介護福祉
士

就業場所:松山市

（就業場所：従業員数　20　人）

訪問介護員 ・市内ご利用者の自宅を訪問し、掃除、調理等の
生活援助、身体の介護業務を行います。 
 
＊移動にはバイク又は自転車を使用します。 
＊ヘルパー２級以上が必要です。訪問介護経験が
無くても応 

指定訪問介護事業所
一歩（特定非営利活動
法人グループホームし
いのみ）

愛媛県松山市平和通１丁目３番１１
ホームヘルパー
２級、原動機付
自転車免許就業場所:松山市

赤十字病院前
（就業場所：従業員数　17　人）

看護助手 外来対応 
看護師サポート

医療法人　平井こども
クリニック

愛媛県松山市和気町１丁目７１４－３

就業場所:松山市
ＪＲ伊予和気駅

（就業場所：従業員数　6　人）

介護スタッフ／サービ
ス付き高齢者向け住宅
（松山市）

全国で１３０ヶ拠点展開している学研グループの介
護事業です。学研グループならではの運営ガイドラ
イン（マニュアル）、教育研修がございます。介護職
が初めてサ高住が初めての方も歓迎です。 
・ケア提供（食事・入浴・排泄・移動支援・生活援助
等）ケア提供　全般を担当いただきます。 

株式会社　学研ココ
ファン　松山大手町事
業所

愛媛県松山市大手町１丁目４－１ 介護福祉士、介
護職員実務者研
修修了者、介護
職員初任者研修
修了者

就業場所:松山市
伊予鉄高浜線　大手町

（就業場所：従業員数　23　人）
運転手兼介護職員（デ
イサービスセンター重
信）

・ご利用者の自宅から事業所までの送迎 
・洗車、車両清掃等の車両管理 
・日常生活全般におけるご利用者の介護

社会福祉法人　喜久
寿　ウェルケア重信

愛媛県東温市北野田５３３番地１

就業場所:東温市
伊予鉄道・横河原線　梅本

（就業場所：従業員数　18　人）
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 　　　　　※ハローワーク松山をご利用の皆様へ。
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職種
年齢

雇用形態・採用人数
求人者名 必要資格仕事内容 賃 金 所在地・就業場所 就業時間

℡ 089-917-8609

松山公共職業安定所

松山市六軒家町3-27
◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。詳細をお知りになりたい方、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。（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。）また、パートタイムの求人情報は別途作成していますのでそちらをご利用ください。（仕事内

容欄はスペースの都合ですべて表示できない場合があります。詳しい内容については相談窓口または、ハローワークインターネットサービス

にてご確認ください。なお 右記にあるＱＲコードでハローワークインターネットサービスの検索画面に直接アクセスができますのでご利用くださ

時給 (1)9時00分～12時30分
850円 (2)9時00分～18時00分

～
（年齢：　59歳以下　） 950円
パート労働者（2人） 38010- 9075111

時給
900円

～
（年齢：　不問　） 1,200円 又は14時30分～18時30分

パート労働者（1人） 38010- 9045411 の間の3時間以上

時給 (1)9時00分～12時30分
850円

～
（年齢：　59歳以下　） 900円
パート労働者（1人） 38010- 8967711

時給
830円

～
（年齢：　不問　） 950円 又は8時00分～16時00分の

パート労働者（2人） 38010- 9048611 間の3時間以上

時給 (1)8時00分～12時00分
840円

～
（年齢：　64歳以下　） 840円
パート労働者（1人） 38010- 8810111

時給 (1)9時00分～12時00分
850円

～
（年齢：　不問　） 905円

パート労働者（1人） 38010- 8854711

時給 (1)6時00分～14時30分
800円 (2)7時00分～15時30分

～ (3)9時30分～18時00分
（年齢：　不問　） 850円

パート労働者（2人） 38010- 8795311

時給 (1)11時00分～15時00分
870円

～
（年齢：　不問　） 910円

パート労働者（1人） 38010- 9042811

時給
800円

～
（年齢：　不問　） 950円 又は10時00分～22時00分

パート労働者（1人） 38010- 8763611 の間の4時間以上

時給 (1)6時00分～11時00分
900円 (2)16時00分～22時00分

～
（年齢：　不問　） 1,250円 又は6時00分～22時00分の

パート労働者（3人） 38010- 8874011 間の4時間以上

時給
900円

～
（年齢：　不問　） 1,200円 又は10時00分～22時00分

パート労働者（3人） 38010- 8851611 の間の3時間以上

時給 (1)23時00分～8時00分
800円

～
（年齢：　18歳以上　） 850円
パート労働者（1人） 38010- 9025711

時給 (1)22時00分～7時00分
848円

～
（年齢：　18歳以上　） 848円
パート労働者（2人） 38010- 8996011

時給 (1)10時00分～18時00分
900円 (2)11時00分～19時00分

～
（年齢：　18歳以上　） 1,100円
パート労働者（1人） 38010- 9001211

その他 (1)17時15分～8時20分
793円

～
（年齢：　18歳以上　） 793円
パート労働者（1人） 38010- 8868311

時給 (1)8時30分～17時30分
850円

～
（年齢：　59歳以下　） 850円
パート労働者（2人） 38010- 8952511

時給
850円

～
（年齢：　不問　） 850円 又は9時30分～16時30分の

パート労働者（1人） 38010- 9043211 間の6時間程度

時給
900円

～
（年齢：　不問　） 1,000円 又は10時00分～19時10分

パート労働者（1人） 38010- 8892611 の間の2時間以上

時給 (1)7時30分～10時30分
1,000円 (2)15時30分～17時30分

～
（年齢：　不問　） 1,000円

パート労働者（1人） 38010- 8829111

薬局助手 調剤補助、納品伝票整理など、院内薬局における
薬剤師の補助業務を行っていただきます。

医療法人誠志会　砥
部病院

愛媛県伊予郡砥部町麻生４０番地１

就業場所:伊予郡砥部町

（就業場所：従業員数　181　人）
調理および接客 エミフル近郊のイタリア料理のお店です。 

【具体的な業務内容】 
・本場イタリアで学んだピッツァやパスタ、パニー
ニ、デザートを提供します。
・調理の補助やカウンターでの接客など、お店全体
を一緒に盛り上げていきます。能力に合わせた仕

イタリアスタンド　ｇｉｒａｓ
ｏｌｅ

愛媛県伊予郡松前町大字鶴吉８２０－１

就業場所:伊予郡松前町

（就業場所：従業員数　6　人）

リハビリ助手 リハビリ助手の業務 
・院長の指示による外来患者及び入院患者のリハ
ビリ

医療法人　玉井外科・
整形外科

愛媛県松山市森松町５９８番地

就業場所:松山市

（就業場所：従業員数　20　人）
歯科助手（歯科クリニッ
ク）

慣れない環境でも先輩達に優しく支えてもらえる職
場環境ですので、ご安心ください。 
 
・治療に使用する器具の準備 
・治療で使用した器具の洗浄・滅菌処理・片付け 
・クリニックの清掃 

医療法人社団　光紀
会　岡田歯科医院

愛媛県松山市太山寺町８８０－１

就業場所:松山市
ＪＲ予讃線　伊予和気

（就業場所：従業員数　7　人）

調理補助員 有料老人ホーム内での調理補助を行います。 
責任者の指示のもとローテーションにより調理の補
助を行います。 
主な業務は、盛り付け、配膳、食器洗浄等です。

社会福祉法人　聖隷
福祉事業団 
介護付有料老人ホー
ム　松山エデンの園

愛媛県松山市祝谷６丁目１２４８番地

就業場所:松山市

（就業場所：従業員数　63　人）
レストランスタッフ（えひ
めこどもの城・指定管
理）

えひめこどもの城の中にあるレストランでのお仕事
です。 
＜レストラン業務＞ 
・調理補助　・食器洗浄　・店内清掃　ほか 
 
＜勤務曜日＞ 

伊予鉄総合企画　株
式会社　（いよてつ総
合企画）

愛媛県松山市三番町４丁目９－５

調理師就業場所:松山市

（就業場所：従業員数　55　人）

調理員 園児１６名、職員８名分の給食を作ってもらいま
す。

特定非営利活動法人
カメリア保育園

愛媛県松山市吉藤３丁目１０番３６号

就業場所:松山市

（就業場所：従業員数　15　人）
臨時調理員（パート） 当法人が運営する福角保育園にて、調理の業務を

行って頂きます。 
 
【業務内容】 
園児・職員合わせて１００名程度の昼食、おやつの
調理を行って頂きます。 

社会福祉法人　福角
会

愛媛県松山市福角町甲１８２９番地

調理師就業場所:松山市
ＪＲ堀江駅

（就業場所：従業員数　19　人）

ホール係 店舗内のホール業務 
・うなぎ屋のホール 
・寿司屋のホール 

株式会社　小椋 愛媛県松山市２番町３丁目８番地５　美川
ビル６Ｆ

就業場所:松山市

（就業場所：従業員数　3　人）
ホテルフロントスタッフ
（ナイト係）

・ビジネスホテルのフロント業務 
（チェックイン・チェックアウト業務、電話対応など） 
・レストランでの配膳 
 
 
 

有限会社　ホテル
ニューカジワラ

愛媛県松山市大手町２丁目９－１０

就業場所:松山市
ＪＲ松山

（就業場所：従業員数　23　人）

調理補助 ＊「ｃｏｆｆｅｅ＆ｋｉｔｃｈｅｎ　ＡＮＮＥＴＴＥ」にて、以下
業務に携わっていただきます。　　　　　　　　　　　 
【具体的な業務内容】　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　・飲食店（カフェ・洋食）の調理業務 
　・簡単な洋菓、デザートの調理　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

株式会社　Ｋ．Ｃｏ． 愛媛県松山市高井町７２８審地３　さくら診
療所内

就業場所:松山市
伊予鉄道・高浜線　大手町

（就業場所：従業員数　4　人）
レストランサービスス
タッフ

・ホテル内レストランでの、サービス全般の業務を
お任せします。 
・主なお仕事は、バイキングスペースへの料理出
し、食器の片付け　やセッティングなど 
・バイキングスタイルなので、お客様へのオーダー
提供は、一部の　料理や、有料アルコールドリンク

湯快リゾート　四国松
山　道後彩朝楽（湯快
リゾート株式会社）

愛媛県松山市道後姫塚１１２番地１

就業場所:松山市
伊予鉄道　道後温泉

（就業場所：従業員数　60　人）

管理宿直 施設内巡視・電話対応・来客対応など 
年齢は問いません 
勤務の流れ 
１７：１５～２０：００事務室待機 
２０：００～２１：００休憩 
２１：００～２１：２０巡視 

社会福祉法人　三恵
会　障害者支援施設
三恵ホーム

愛媛県東温市則之内甲２８１９

就業場所:東温市

（就業場所：従業員数　80　人）
製造 パーティション・トイレブースの鋼製建具製造 

・アルミ切断、加工、プレス、組立作業 
・塗装作業 
・木枠組立作業 
・パネル貼り、カット作業 
 

株式会社　エムエス 愛媛県松山市西垣生町２８８４番地１

就業場所:松山市
鎌田

（就業場所：従業員数　34　人）

ナイトフロント 宝荘ホテル道後御湯（みゆ）のナイトフロントとして
業務に就いていただきます。 
夜間における接客サービス、館内巡回オペレー
ション全般、保安点検を行っていただきます。 
 
賃金は深夜割増を含むと夜警１回７，０００円となり

株式会社　宝荘ホテル 愛媛県松山市道後鷺谷２－２０

就業場所:松山市
道後温泉

（就業場所：従業員数　25　人）
保安警備 スーパー、ホームセンター店内を巡回し万引きの

防止・抑制をしていただくお仕事です。 
 
＊施設警備経験者優遇 
＊未経験者も歓迎します。親切丁寧に指導しま
す。 

株式会社　ＳＣ保安警
備　四国支社

愛媛県松山市六軒家町３番２４号　丸五ビ
ル４階

就業場所:松山市

（就業場所：従業員数　15　人）

運転手 デイサービス利用者の送迎を行っていただきます。 社会福祉法人　松山
紅梅会　デイサービス
センター梅本の里・小
梅

愛媛県松山市水泥町９６１番地

就業場所:松山市
伊予鉄横河原線　平井

（就業場所：従業員数　57　人）

納豆の製造 当社納豆事業部にて、納豆の製造工程の様々な
業務を行っていただきます。（埋込・梱包・発送応
援・工場内清掃等） 
 
＊未経験の方も丁寧に指導いたしますので、安心
してご応募ください。 

大一ガス　株式会社 愛媛県松山市萱町１丁目３番地１２

就業場所:松山市

（就業場所：従業員数　5　人）
整備（二輪） 原付から大型二輪までの整備や解体、清掃等のお

仕事です。 
 
＊週１日から就業可能です。 
＊時間帯等は相談に応じます。

Ｚｉ－ｃｒｏｗ 愛媛県松山市和泉北３丁目１７－６

自動車整備士
（二輪）就業場所:松山市

土居田
（就業場所：従業員数　4　人）
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 　　　　　※ハローワーク松山をご利用の皆様へ。
　　　　　システムの刷新にともない、求人情報誌はフルタイムとパート版になります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　皆様へはご迷惑をおかけして申し訳ございませんが、ご理解賜りますようよろしくお願いします。

職種
年齢

雇用形態・採用人数
求人者名 必要資格仕事内容 賃 金 所在地・就業場所 就業時間

℡ 089-917-8609

松山公共職業安定所

松山市六軒家町3-27
◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。詳細をお知りになりたい方、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。（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。）また、パートタイムの求人情報は別途作成していますのでそちらをご利用ください。（仕事内

容欄はスペースの都合ですべて表示できない場合があります。詳しい内容については相談窓口または、ハローワークインターネットサービス

にてご確認ください。なお 右記にあるＱＲコードでハローワークインターネットサービスの検索画面に直接アクセスができますのでご利用くださ

時給 (1)8時30分～10時30分
1,000円 (2)15時30分～17時30分

～
（年齢：　不問　） 1,000円

パート労働者（1人） 38010- 8835611

時給 (1)12時00分～17時00分
1,000円

～
（年齢：　不問　） 1,000円

パート労働者（2人） 38010- 8985211

時給 (1)8時20分～9時50分
1,100円 (2)15時00分～16時30分

～ (3)11時45分～13時30分
（年齢：　不問　） 1,100円

パート労働者（1人） 38010- 8800611

時給 (1)9時00分～17時00分
800円 (2)9時00分～15時00分

～
（年齢：　不問　） 800円

パート労働者（1人） 38010- 8805211

時給 (1)18時00分～21時00分
900円

～
（年齢：　不問　） 1,000円

パート労働者（1人） 38010- 9085811

時給 (1)7時30分～11時30分
800円

～
（年齢：　不問　） 800円

パート労働者（1人） 38010- 8900711

時給 (1)9時00分～11時00分
800円 (2)13時00分～15時30分

～
（年齢：　不問　） 900円

パート労働者（5人） 38010- 8846711

時給
830円

～
（年齢：　18歳以上　） 830円 又は7時00分～23時00分の
パート労働者（2人） 38010- 8773111 間の5時間程度

時給 (1)9時00分～18時00分
840円

～
（年齢：　59歳以下　） 1,000円
パート労働者（1人） 38010- 8878111

時給 (1)10時00分～14時30分
950円

～
（年齢：　不問　） 1,000円

パート労働者（2人） 38010- 8923611

時給 (1)7時30分～12時00分
800円

～
（年齢：　不問　） 850円

パート労働者（1人） 38010- 8744411

時給 (1)8時00分～12時00分
800円 (2)13時00分～17時00分

～
（年齢：　不問　） 850円

パート労働者（2人） 38010- 8748911

時給
900円

～
（年齢：　不問　） 900円 又は7時00分～12時00分の

パート労働者（1人） 38010- 8757111 間の3時間以上

時給 (1)8時00分～12時00分
900円 (2)10時00分～14時00分

～
（年齢：　不問　） 900円

パート労働者（2人） 38010- 8973911

時給 (1)13時00分～16時00分
800円

～
（年齢：　69歳以下　） 800円
パート労働者（1人） 38010- 9094211

時給 (1)17時30分～20時00分
1,000円

～
（年齢：　不問　） 1,000円

パート労働者（1人） 38010- 9059111

運転手 デイサービス利用者の送迎 社会福祉法人　松山
紅梅会 
高齢者総合福祉施設
梅本の里

愛媛県松山市北梅本町１６２４番地１

就業場所:松山市
伊予鉄横河原線　平井

（就業場所：従業員数　20　人）

倉庫内での部品入出
庫業務（松山店）

・松山店倉庫内で、部品の入出庫業務をしていた
だきます。 
・小さな部品の番号を確認し出し入れをする作業も
あります。 
 
＊就業時間：（２）週１日　曜日は相談に応じます。 

日産部品西四国販売
株式会社

愛媛県松山市土居町８００番地

就業場所:松山市
いよ立花

（就業場所：従業員数　34　人）
配送業務（軽貨物） 宅急便の配送業務 

・社用車（軽自動車）にて、主に松山市内（三津方
面）に荷物を配　送していただきます。 
・主に個人様のお宅（一部企業も含まれます） 
・軽自動車への荷物の積み込み作業もしていただ
きます。 

株式会社　ＫＳ－Ａｃｔｉ
ｏｎ

愛媛県松山市福音寺町１０２－６

就業場所:松山市

（就業場所：従業員数　2　人）

送迎業務（アスレネオ
石井）

デイサービスセンター（アスレネオ石井）において、
送迎車のドライバー業務に携わっていただきます。 
 
業務内容：ご利用者様のご自宅から当施設までの
送迎 
 

株式会社　ケアライフ
エナジー

愛媛県松山市西石井１丁目１番３０号

就業場所:松山市

（就業場所：従業員数　8　人）
デイケアの送迎運転手 ・デイケアご利用者の送迎運転業務 

・車両管理業務（洗車・清掃など） 
＊エリア：松山市中央地域、西部地域 
 
＊１日の就業時間は 
　０８：２０～０９：５０の１．５時間 

医療法人　仁勇会　介
護老人保健施設合歓
の木

愛媛県松山市古三津３丁目５番５号

就業場所:松山市
伊予鉄高浜線　山西

（就業場所：従業員数　91　人）

バイク配達員 バイクにて商品のお届けをしていただく仕事です。 
 
＊店舗の原付使用 
＊配達エリア：店舗から１０分程度のエリア 
＊次回からは１年毎（年度毎）の更新となります。

日本マクドナルド株式
会社　松山南店

愛媛県松山市朝生田町５－３－２４

原動機付自転車
免許就業場所:松山市

伊予鉄道　横河原線　いよ立花駅
（就業場所：従業員数　50　人）

管理マンション清掃員 日本エイジェント管理マンションの「清掃」のお仕事
です。 
社用車で管理マンションを訪問し、一定の決まった
項目をベースに定期清掃をしていただきます。 
 
＊営業等お客様への接客はございませんので、 

株式会社日本エイジェ
ント

愛媛県松山市湊町１丁目１番地１６

就業場所:松山市

（就業場所：従業員数　25　人）

魚の配送 居酒屋、病院施設等に鮮魚の納品を行っていただ
きます。 
２０ｋｇ程度までの運搬があります。 
 
＊エリア：主に松山市内 
＊軽トラックを使用します。

株式会社　魚経 愛媛県松山市湊町３丁目２－５

就業場所:松山市
伊予鉄　松山市

（就業場所：従業員数　1　人）
配達 弁当のルート配達・集金 

配達エリアは、松山城南地区・東温方面です 
２５食程度を担当していただきます 
社用車（軽バン）あり

合同会社　栄光 愛媛県松山市南高井町１２３２

就業場所:松山市

（就業場所：従業員数　5　人）

病院内清掃（松山市南
高井）

病院内の共有スペース及び病室の床の掃き拭き、
ホール・洗面所の掃き掃除を中心に行っていただ
きます。 
１つのフロアを担当していただきますが、慣れるま
では指導員が清掃作業の補助を行いますので、清
掃作業が未経験の方も大丈夫です。最終的には１

株式会社　カネカ 愛媛県松山市正円寺町１丁目８－２９

就業場所:松山市

（就業場所：従業員数　10　人）
清掃員 会社及び寮の共有スペースの清掃 

（エントランス、トイレ、台所、風呂場、ホール、ゴミ
の分別、ゴミ出し等） 
 
＊就業時間は７：００～１２：００の間の３～５時間、 
　日数は月曜～土曜日の間の２～３日間で相談に

株式会社　ナガセ 愛媛県松山市会津町２番２１号

就業場所:松山市
ＪＲ　三津浜

（就業場所：従業員数　45　人）

清掃員 伊予鉄道古町車庫にて、市内電車・郊外電車の清
掃をするお仕事です。車内清掃・洗車・洗濯など 
 
※５人でする作業です 
※脚立・足場にのぼる作業もあります 
 

株式会社　かめだ 愛媛県松山市喜与町１丁目９－１

就業場所:松山市
伊予鉄　古町

（就業場所：従業員数　6　人）

客室清掃（ドーミーイン
松山）

客室の清掃 
一人で黙々とできる仕事です。 
 

太平ビルサービス　株
式会社　松山支店

愛媛県松山市三番町４丁目９番地６ ＮＢＦ
松山日銀前ビル３Ｆ

就業場所:松山市
伊予鉄城南線　大街道

（就業場所：従業員数　30　人）
病院内の清掃（松山市
道後）

請負先である病院にて、清掃業務に携わっていた
だきます。 
院内の掃き、拭き作業および一般ゴミ回収作業 
 
・病室等の清掃（３名～４名で交代制） 
・ホール、廊下、階段等の清掃（３名～４名で交代

株式会社　カネカ 愛媛県松山市正円寺町１丁目８－２９

就業場所:松山市

（就業場所：従業員数　7　人）

病院厨房 配膳車運搬、食器洗浄等 
＊シフトによる２名での担当です。 
＊高年齢の方の応募も歓迎します。

一般財団法人　真光
会　真光園

愛媛県松山市南高井町１４９１番地

就業場所:松山市

（就業場所：従業員数　155　人）

清掃スタッフ 社内、社外、社宅などの清掃を行っていただきま
す。 
各フロアの清掃、社外の掃き掃除、トイレ掃除など
曜日ごとに決められたエリアの清掃をお願いしま
す。 
 

ＡＬＷ　株式会社 愛媛県松山市六軒家町２－１９

就業場所:松山市
古町

（就業場所：従業員数　9　人）
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