
2012 就職フェア～春の陣～　参加企業求人情報
（記載内容に関しましては、必ず面談時に企業担当者に確認をしてください）

事業所名 事業内容 対象者 職種 募集人員 就業場所 就業時間 必要な経験・資格 賃金 休日

1 ㈱ツヅキ 鏡板販売　 一般求職者
ステンレスバフ研磨加工　他 － 技術営業 1名 新居浜市 8:00 ～ 17:00 普通自動車運転免許 ¥205,000 ～ ¥245,000 /月 103日/年

新規大学卒業予定者
2 ㈱ジェイコム 介護・福祉事業 一般求職者 介護職 西条市

新規高校卒業予定者 看護職 (市内８施設) 8:00 ～ 17:00 ¥131,000 ～ ¥208,500 /月 104日/年
新規大学卒業予定者 保育士

3 社会福祉法人三恵会 介護・福祉事業 一般求職者 介護職 やすらぎの郷 9:00 ～ 17:00 ¥152,100 ～ ¥196,000 /月 8日程度/月
新規高校卒業予定者 看護職 ﾊｰﾄﾗﾝﾄﾞ三恵 9:00 ～ 17:30 看護師または准看護師資格 ¥159,900 ～ ¥186,700 /月 110日/年
新規大学卒業予定者 福祉館恵海

4 東建コーポレーション㈱西条支店 不動産業 一般求職者 西条市
－ 入居仲介スタッフ 2名 (西条支店) 9:45 ～ 18:45 普通自動車免許 ¥197,400 ～ ¥293,200 /月 水、他
－ 高校卒業以上

5 医療法人綮愛会 石川病院 医療 一般求職者 総合職 四国中央市 大学卒に限る
－ 看護師 (石川病院) 職種による 看護師資格 職種による 職種による

新規大学卒業予定者 薬剤師 薬剤師資格
6 社会福祉法人 亀天会 介護・福祉事業 一般求職者 介護職 西条市

新規高校卒業予定者 看護職 今治市 職種による 職種による 職種による 職種による
新規大学卒業予定者 介護支援専門員

7 社会福祉法人 花咲会 社会福祉事業 一般求職者
新規高校卒業予定者 社会福祉 若干名 新居浜市 8:30 ～ 17:00 職種・経験により相談 週休２日
新規大学卒業予定者

8 ㈱アーバンライフ 不動産業 一般求職者 営業 1名 ¥145,000 ～ ¥265,000 /月 　73日/年
－ 賃貸管理 1名 新居浜市 9:00 ～ 17:00 普通自動車免許 ¥130,000 ～ ¥230,000 /月 　73日/年

新規大学卒業予定者 パソコン入力初級程度
9 ㈱長曽鉄工所 製造業 － 生産技術スタッフ 西条市 ～ 8日程度/月

新規高校卒業予定者 製造スタッフ 3名 (本社工場) 交替制
新規大学卒業予定者 品質管理スタッフ

10 ㈱一宮工務店 総合工事業 一般求職者 技術職 松山市
－ 営業・安全職 若干名 新居浜市 他 8:00 ～ 17:00 普通自動車免許 ¥220,000 ～ ¥310,000 /月 週休２日

新規大学卒業予定者 事務職 愛媛県内 １級建築士　等 職種による
11 医療法人 十全第二病院 医療 一般求職者 看護師 6名

－ 准看護師 2名 新居浜市 職種による 職種による 職種による 職種による
－ 看護助手 5名

12 ㈱ＪＶＡ シューシュー新居浜店 販売業 一般求職者
－ 販売スタッフ 1名 新居浜市 9:45 ～ 22:00の８時間程度 ¥175,000 ～ ¥210,000 /月 111日/年

新規大学卒業予定者
13 ㈲永愛ヒューマンリソーシズ ～

～

14 東田印刷㈱ 印刷業 一般求職者
－ コンサルティング営業 1名 新居浜市 8:00 ～ 16:45 普通自動車免許 ¥170,000 ～ ¥350,000 /月 日・祝

新規大学卒業予定者 会社カレンダーによる
15 ㈱四国興業 管工事業 一般求職者 設計 西条市 ５年程度の経験

新規高校卒業予定者 営業 (工場内 ～ ５年程度の経験 ～
新規大学卒業予定者 塩ビ加工、配管、製缶 および各現場)

16 特定非営利法人 ワーカーズコレクティブひと 介護・福祉事業 一般求職者 訪問介護員(パート) 1名 12:00 ～ 19:00の4時間程度 ヘルパー２級程度、普通自動車免許 ¥1,450 ～ ¥1,750 /時間 -
新規高校卒業予定者 看護師(フルタイム) 1名 新居浜市 8:30 ～ 17:30 看護師または准看護師 ¥178,800 ～ ¥202,100 /月 109日/年
新規大学卒業予定者 看護師(パート) 1名 8:30 ～ 17:30 看護師または准看護師 ¥1,450 ～ ¥1,750 /時間 -

17 ㈱トップシステム 製造業 一般求職者 西条市
新規高校卒業予定者 営業職 2名 東京都 9:00 ～ 17:00 ¥150,000 ～ ¥350,000 /月 114日/年
新規大学卒業予定者 大阪府

18 ㈲三皿園 農業・加工業 一般求職者
新規高校卒業予定者 農業 若干名 今治市 7:30 ～ 17:00 リーダーになるという気持ちがある人 ¥120,000 ～ 隔週土曜＋週１日
新規大学卒業予定者

19 ㈱ベルモニー 冠婚葬祭業 － 新居浜市
－ 施行係 4名 西条市 ～ ～

新規大学卒業予定者 四国中央市
20 GAP JAPAN ㈱ 販売業 一般求職者 販売員 ¥920 ～ ※社員 契約社員:完全週休２日

新規高校卒業予定者 契約社員 5～10名 新居浜市 8:00 ～ 23:00のシフト制 ¥850 ～ ※パート パート:週２日以上のシフト
新規大学卒業予定者 パート社員 ※短時間可能 チームインセンティブ制度

21 おくらの里 介護・福祉事業 一般求職者 介護職員 4名 交替制 ヘルパー２級または介護福祉士 ¥154,400 ～ ¥172,000 /月 113日/年
新規高校卒業予定者 看護職員 2名 新居浜市 交替制 正・准看護師 ¥166,235 ～ ¥221,050 /月 198日/年
新規大学卒業予定者

22 ㈱損害保険ジャパン 損害保険業 一般求職者
－ 企画営業職 5名 新居浜市 9:00 ～ 17:00 普通自動車免許 ¥300,000 ～ ¥300,000 /月 120日/年
－

23 ㈱中央コンタクト 小売業 一般求職者 新居浜市
－ 販売及び紹介、他 若干名 契約により全国 9:30 ～ 22:00 専門学校卒業以上 ～ 週休2日制

新規大学卒業予定者 の間で実働８時間 詳細は、お問い合わせください シフトにより決定
24 ㈲せとうち広告 広告業 一般求職者 看板作製・取付 PCスキル、ホームページ作成スキル

新規高校卒業予定者 ホームページ作製 新居浜市 8:30 ～ 17:30 HTML,HPビルダーのどちらか ¥130,000 ～ ¥230,000 /月 187日/年
新規大学卒業予定者 デザイン　他 普通自動車免許

25 日新工業㈱ 空調設備工事業 一般求職者
－ 施工管理 1名 新居浜市 8:30 ～ 17:00 ¥180,000 ～ ¥180,000 /月 日曜・祝日　隔週土曜日

新規大学卒業予定者
26 ㈲池田食品工場 食品製造業 一般求職者 管理栄養士 1名 7:00 ～ 16:00 大学卒、管理栄養士、普通自動車免許 ¥204,900 ～ ¥204,900 /月 108日/年

－ 配達パート 1名 新居浜市 9:00 ～ 14:30 学歴不問、普通自動車免許(オート可) ¥760 ～ ¥1,000 /時間 -
新規大学卒業予定者 午後洗浄パート 1名 14:00 ～ 18:30 不問 ¥710 ～ ¥710 /時間 -

27 ㈱富士薬品 医薬品販売業 一般求職者 営業
新規高校卒業予定者 ルート営業 新居浜市 ～ 高卒以上 ～ 詳細は、
新規大学卒業予定者 新規開拓 詳細は、お問い合わせください 普通自動車免許(オート限定不可) 詳細は、お問い合わせください お問い合わせください

28 日本興亜損害保険㈱ 損害保険業 一般求職者
－ ｲﾝｼｭｱﾗﾝｽｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 2名 新居浜市 9:00 ～ 17:00 普通自動車免許 ¥265,000 ～ ¥415,000 土日祝　他
－
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