
№ 事業所名 業種 求人職種 採用予定 学歴 仕事の内容 必要な経験･免許 就業場所

1 ダイオーペーパーテック 株式会社 製造業 機械オペレーター(紙加工)(三交代) 3名 高卒以上 機械による紙の断裁及び包装作業 普通自動車免許 四国中央市(大王製紙(株)臨海工場

化学プラントの運転業務(三交代) 若干名 高卒以上 求人職種に同様 経験不問(自宅通勤可能な方) 新居浜市(住友化学 愛媛工場内)

保全･設計業務 若干名 高卒以上 求人職種に同様 経験不問(自宅通勤可能な方) 新居浜市(住友化学 愛媛工場内)

実験･分析業務 若干名 高卒以上 求人職種に同様 経験不問(自宅通勤可能な方) 新居浜市(住友化学 愛媛工場内)

設計技術者 1名 高卒以上(理系) 製薬機械装置の設計、設計サポート(AUTO-CAD使用)、客先での打ち合わせ及び手配 仕事内容に関する知識、経験 西条市

営業 2名 高卒以上(理系) 製薬機械装置の営業、客先での打ち合わせ、プレゼン、各プロジェクト窓口業務 仕事内容に関する知識、経験 西条市

鉄工製缶 1名 高卒以上 クレーン製造 3～10年以上 新居浜市内

製造管理 1名 高卒以上 製造工程管理 3～10年以上 新居浜市内

プラントメンテナンス監督 1名 高卒以上 メンテナンス管理 3～10年以上 新居浜市内

ＳＥ(システムエンジニア)

ＰＧ(プログラマ)
2名 高卒以上 オープン系システム設計・開発、制御系システム設計・開発、プログラミング作業 普通自動車免許、経験者優遇 新居浜市

施工管理監督 2名 高卒以上 工事管理業務、安全管理、工程管理、検査業務 普通自動車免許、経験者優遇 新居浜市

電気設計 2名 高卒以上 電気設計、シーケンス設計、制御盤設計、製図 普通自動車免許、CAD操作の経験者優遇 新居浜市

機械設計、プラント設備設計 3人 高卒以上 機械(産業機械・プラント設備)、製缶配管、設備開発、計画図、製作図及び詳細図の作成、構造計算 普通自動車免許、CAD操作の経験者優遇 新居浜市

土木建築設計 2名 高卒以上 土木基礎設計、構造・強度計算、測量 普通自動車免許、CAD操作の経験者優遇 新居浜市

6 米谷建設 株式会社 建設業 現場施工管理者 若干名 担当者の方にお聞き下さい 建設工事現場の施工管理 担当者の方にお聞き下さい 新居浜市

7 三王ハウジング株式会社 製造業 木製品検査･梱包兼配送業務 1名 高卒以上 住宅用プレカット製品の検査及び配送 普通自動車免許、パソコン操作ができると優遇新居浜市

8
株式会社 セイコー不動産

株式会社 アドバンス
不動産、住宅、リフォーム 営業(正社員及びシニアさん60～67歳) 2～3名 高卒以上 営業(訪問販売なし) 普通自動車免許、パソコン操作ができると優遇新居浜市

9 白石建設工業 株式会社 不動産、土木建築業 土地・建物取引業務 2名 不問 自社管理物件への客付
普通自動車免許、パソコンの出来る方、

宅地建物取引主任者(あれば優遇)
新居浜市

建築営業 5名 高卒以上
賃貸物件(アパート・賃貸マンション)等の営業受注活動を行います。具体的には、都市近郊農家等の土地所

有者の方々に、アパート・賃貸マンション・貸店舗等のリース建築経営をご提案する業務(土地活用コンサ
普通自動車免許 西条支店

仲介営業 2名 高卒以上 お客様からの物件の問合せの受付から賃貸借契約、入居(戸鍵引渡し)までの業務 普通自動車免許、宅地建物取引主任者 西条支店

賃貸管理 2名 高卒以上
賃貸経営管理や建物保守管理を通してオーナー様の経営環境を、また入居者からのクレーム・トラブルに

対する迅速な対応を通して入居者の生活環境の向上を図る業務
普通自動車免許、宅地建物取引主任者 西条支店

11 東予信用金庫 金融業 総合職 3名 大卒以上 営業及び預金、貸出、為替等の金融業務 不問 11店舗(新居浜市、四国中央市、西条市の支店)

企画･営業職 若干名 高卒以上 損害保険営業･企画 普通自動車免許 新居浜市

対人賠償主事 1名 高卒以上 対人賠償担当 普通自動車免許 新居浜市

営業職幹部候補 2名 不問
企業向けにインターネット回線や通信機器等、オフィス環境の向上を総合提案する業務。新事業設立に伴

い事業を牽引する役割を担う
61歳以下 普通自動車免許 愛媛県全域

営業職 4名 不問
企業向けに電話及びネット回線や通信機器などオフィス環境の向上を総合提案する業務。(未経験者の方で

も研修制度あり)
40歳以下 普通自動車免許 愛媛県全域

営業職 5名 不問
インターネット回線の販売(訪問販売、テレマーケティングなど自分に合った手法で営業活動を行い、お客

様に満足していただけるプランを提供する業務)
38歳以下 普通自動車免許 愛媛県全域

パソコン設置スタッフ 5名 不問 お客様のパソコンの設定する。(未経験者の方でも研修制度あり) 39歳以下 普通自動車免許 愛媛県全域

提案・営業 提案・営業 5名 不問 企業向けにオフィス機器を中心とした商品を企画提案業務(未経験者の方でも研修制度あり) 普通自動車免許 愛媛県全域

コンサルティング営業 コンサルティング営業 3名 不問 オフィスのインフラを総合提案する業務 普通自動車免許 愛媛県全域

企画・営業 企画・営業 5名 不問 企業向けにコピー機を中心としてインターネット回線、携帯電話などオフィス環境の向上を総合提案する 40歳以下 普通自動車免許 愛媛県全域

株式会社 プライムステージ コールスタッフ コールスタッフ 3名 不問 NTT販売代理店として、インターネット関連の商品情報の提供をご案内する業務。初心者歓迎 40歳以下 普通自動車免許 愛媛県全域

株式会社 ライフグローバライズ 法人向け携帯電話販売員 法人向け携帯電話販売員 5名 不問 企業・店舗などの法人に訪問しインターネット広告や携帯電話の販売業務 未経験者大歓迎 愛媛県全域

14 イヨテツケーターサービス 株式会社 受付事務 サービスカウンタ－受付 2名 不問 サービス案内、商品券の販売、店内放送その他付属業務 接客経験があると優遇 新居浜市

15 株式会社 しゃらく 呉服、宝飾、寝具他、小売業 営業 2名 高卒以上 展示会のご案内、パンフレット配布他、営業業務 営業経験があると優遇 新居浜市

営業エリア‥四国中央市(伊予三島・土居)で1名

営業エリア‥旧東予市・丹原・小松で1名

販売員(正社員) 1名 高卒以上
店頭販売及び商品管理、店頭における商品アドバイザー、販売促進企画・商品の仕入れ。全国転勤が可能

な方は優遇(転勤については、相談に応じます。)
不問 新居浜市(転勤の可能性あり)

販売員(正社員以外 契約社員) 1名 高卒以上 店頭販売及び商品管理、店頭における商品アドバイザー、販売促進企画、商品の仕入れ 不問 新居浜市

18 有限会社 永愛ヒューマンリソーシズ 派遣業 10名 不問 一般事務、リフトマン、オペレーター フォークリフト 四国中央市、新居浜市

19 株式会社 ジェイコム 介護職 介護職 5名 高卒以上 介護施設での、利用者の生活支援及び介護業務全般 資格なし可 ※資格があれば優遇 西条市内7つの事業所

20 カイロサロン ラクロス
カイロプラクティック

美容エステ・カイロ
サービス業 2～3名 不問 カイロプラクティック･美容カイロ 不問(資格取得し独立開業する) 愛媛県全域

幹部候補生 担当者の方にお聞き下さい 陸・海・空自衛隊の幹部として 22歳以上26歳未満 全国各地の駐屯地・基地及び艦艇

自衛官候補生 担当者の方にお聞き下さい 陸・海・空自衛官として 18歳以上27歳未満 全国各地の駐屯地・基地及び艦艇

【一般】18歳以上34歳未満

【技能】国家資格により55歳まで

22 JICA 独立行政法人 国際協力機構
青年海外協力隊

シニア海外ボランティア等 120職
業種全般(ボランティア)

年間600名

派遣中
職種による 開発途上国を対象に、1年ないし2年間、自己の特技等を活かして、現地の方とともに活動 職種による 全世界（主に開発途上国）

23 東田印刷 株式会社 印刷業 製本・断裁オペレーター 1名 高卒以上 印刷されたものを丁合綴り、仕上げをする 経験者優遇 新居浜市

食品衛生管理担当 1名 高卒以上 食品品質管理、衛生管理業務 担当者の方にお聞き下さい 新居浜市

栄養士 1名 短大卒以上 献立レシピ作成等 栄養士 新居浜市

『元気が出る!! 合同企業説明会』参加企業一覧

担当者の方にお聞き下さい 教育訓練終了後、予備自衛官として 全国各地の駐屯地・基地及び艦艇

16

17

2名 高卒以上

21 自衛官

予備自衛官補

10

損害保険業株式会社 損害保険ジャパン

株式会社 ジーンズカジュアル ダン 衣料品、雑貨、小売業

13

株式会社 アドバンスサポート

住友化学 株式会社2

3

4

製造業

5

株式会社 トップシステム

製造業、メンテナンス

製造業

有限会社 石野商店(シャディ石野) ギフト、小売業 営業

総合設計業

営業

株式会社 ジャパンオフィスサプライズ

総合建設業

24 フードピアせいしん 株式会社 食品製造加工業

普通自動車免許(オートマ不可)

瀬戸内エンジニアリング 株式会社

おべ工業 株式会社

葬儀後の四十九日忌のお返し販売

12

東建コーポレーション株式会社

自衛隊 愛媛地方協力本部 新居浜出張所


