
求人広告

リビングまつやま 発行概要

■配布日 毎週水・木・金曜日

■配布方法 配布員による家庭への直接配布 / 182,400部

■配布部数 総配布部数 183,814部

■配布エリア 松山市、東温市、砥部町、松前町、伊予市
リビングえひめwebは
こちらからアクセス

えひめリビング新聞社　〒790-8583 松山市千舟町7丁目2-8　TEL：089-931-7001お問い合せ

リビングえひめweb 
メディアパワー
月間アクセス数約20万PV
（内、愛媛県内アクセス数 約10万PV）

Point

2

ビジュアルでも求人情報をつたえます。

掲載イメージ

に求人広告をご掲載いただくと、

web掲載期間は1週間！Point

1

求人情報を転載します！
リビングえひめwebに

日   月   火   水   木   金   土

　   　   　   １   ２   ３   ４広告掲載号 配布日
WEBサイト掲載期間
５　　 ６　　 ７

無料
特典！

参考：過去紙面より引用

広告掲載号配布から1週間、
当社運営の地域情報WEBサイト
「リビングえひめweb」にも

求人情報を掲載。

求人広告プラン

❶フォーマット求人広告

❷記事型求人広告
❸医療・介護求人特集
❹帰省求人特集
❺デザイン求人広告

リビングまつやま 紙面掲載
女性人材の採用、
有資格者の

掘り起こしに最適!

松山市・近郊の
約18万世帯の家庭に
直接配布!

女性

63.1% 男性
36.9%

●男女比

アクセス数内訳

●年齢 65歳以上4% 18-24歳 8%

55-64歳9%

45-54歳
18%

25-34歳

31%
35-44歳

34%

さらに！！ 無料特典

＜備考＞
※紙面に掲載する求人情報にプラスして、より詳しい情報（文章・画像）を
掲載することもできます。その場合、追加で載せたい情報（文章・画像）を求
人原稿校了締切（配布週月曜11時）までに営業担当へご送付ください。
※リビングえひめwebへ掲載する求人原稿は、基本的に校正出し致しま
せん。ご了承くださいませ。



1回掲載2回掲載3回掲載4回以上掲載

松山市千舟町7丁目2-8　
リビングビル3階
http://www.ehimeliving.co.jp
☎089・000・0000

リビングカンパニー

タイトルタイトルタイトルタイトルタイ

リビングカンパニー

検索ワード 検索

　

photo

正社員・契約社員・パート

職種／□□□□
雇用形態／□□□□
勤務時間／□□□□□□□□
給与／□□□□□□□□
待遇／□□□□□□□□
休日／□□□□□□□□
資格／□□□□□□□□

募　集　要　項 ココが働きやすい！
例：わが社の働き方を改革
しました。社内に託児所を
設置し、子育て世代の働
き方をサポート。□□□□
□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□

学校
行事対応

扶養
枠内

未経験
OK

土日祝
休み 短時間残業

なし
車通勤
OK

１回掲載申込時の追加掲載の場合

追加掲載分は10％ＯＦＦの特別料金の適用となります。
例）2段1/4サイズ 1回掲載申込時の追加掲載の場合
　 2段1/4サイズ定価 43,500円 → 追加掲載特別料金 39,150円

回数割引

●その都度追加お申し込みの場合
1回目…定価　　2回目…10%OFF　　3・4回目…20%OFF

※1回目の出稿から4週間以内の掲載に限る。
　5週間目以降は定価での料金に戻ります

●はじめに複数回お申し込みの場合
2回掲載…10%OFF（1回あたり）　3・４回掲載…20%OFF（1回あたり）

複数回掲載申込時の追加掲載の場合

申込時に適用した特別料金の適用となります。
例）2段1/4サイズ 4回掲載申込時の追加掲載の場合
　  2段1/4サイズ定価 43,500円 → 追加掲載特別料金 34,800円
（申込時の特別料金を適用）

広告を掲載してから、４週間以内に追加掲載の申込をいただいた場合には、
特別料金でご利用いただけます。

①申込時の広告掲載回数による特別料金の適用

②追加掲載申込時の特別料金の適用

❷記事型求人広告（フォーマット型）

掲載料金

10万円2Lサイズ（H85mm×W123.5mm） 
7万円2Mサイズ（H56mm×W123.5mm） 
5.5万円Lサイズ（H85mm×W60mm）
4万円Mサイズ（H56mm×W60mm）
2.2万円Sサイズ（H27mm×W60mm）

※原稿制作でデザイン処理が必要な場合は、別途制作料が必要です。

※月曜日が祝日の場合、前週の金曜日12：00が原稿校了締切となります。
※求人広告掲載面には限りがあります。お早めにお申し込みください。

原稿校了締切
月曜日 午前11:00まで配布週

掲載料金
【記事型半3段フォーマットサイズ】

15万円1回掲載

年間契約料金

2回掲載 13.5万円
１回あたり

3回掲載 12万円
１回あたり

4回掲載 10.5万円
１回あたり

2段1/4
サイズ

43,500円39,150円36,975円34,800円

半2段
サイズ

87,000円78,300円73,950円69,600円

半3段
サイズ

130,500円117,450円110,925円104,400円

※表の金額は掲載1回あたりの料金となります。　※原稿制作料は別金。

広告スペースにロゴや写真を入れることが出来ます

フォーマット型の求人広告

❶フォーマット求人広告
求人広告掲載面「医療・介護求人特集コーナー」

広告体裁はデザイン広告

求人広告面周辺に掲載。

職場の雰囲気、仕事のやりがいなど
雇用条件以外の要素を文章にまとめます

Sサイズ

Mサイズ 2Mサイズ

2LサイズLサイズ

❸医療・介護求人特集

2018年1月1日〈14面〉

これまで培った経験を地域へ
貢献できる訪問看護の
分野で役立てて見ませんか？
訪問経験のない方も歓迎です

給与/①270,000円～  ②③250,000円～

※詳細や面接希望の方は下記までお電話下さい

正社員

●別途 待機手当て・通勤手当てあり　●賞与あり  
●マイカー通勤可　●制服貸与

時給/①1,400円～  ②③1,350円～
パート

●4時間程度から応相談  ●制服貸与  ●マイカー通勤可

正社員・パート募集

給与 270,000円～ 諸手当含む

ステーション
訪問看護

松山市空港通2-18-7
（担当：立花）☎989-7977松山事業所

①訪問看護師
②作業療法士
③理学療法士

（諸手当含む）（諸手当含む）

応募 随時、施設見学も受け付けています。
お気軽にご連絡ください。

看護・介護職（パート）、登録ヘルパー、
学生アルバイト  募集

給与：[看護パート]時給１，０６０円～１，１８０円　賞与年３回
資格：正看護師または准看護師
給与：[介護パート]時給８８０円～９１０円　賞与年３回
資格：介護福祉士、ヘルパー２級、介護職員初任者研修修了者
[学生アルバイト]
給与：[介護パート]時給８５０円～８９０円

❶デイサービス看護・介護スタッフ（パート）

❷訪問サービス提供責任者
給与：[常勤]月給１６万円～１９万円　賞与年３回
　　 福祉医療機構 退職共済制度加入
資格：介護福祉士、ヘルパー２級、介護職員初任者研修修了者

❸登録ヘルパー
給与：時給１，２８０円～１，５３０円　賞与年１回
資格：介護福祉士、ヘルパー２級、介護職員初任者研修修了者

済生会姫原 特別養護老人ホーム
※介護人材再就職準備金貸付制度対象施設
松山市姫原1丁目1656番地
TEL089-926-8388　担当：寺原

充実の福利厚生安心して働いていただけます！

諸 

手 

当

790-0023 松山市末広町18-2
http://www.kasagi-hosp.jp

☎089-941-2288（代）
0120-119-111

市駅より徒歩1分、
買物にも便利です。

救急指定病院

内科、外科、心臓血管外科、胸部外科、心臓内科、呼吸器内科、
感染症内科、救急科、放射線科、リハビリテーション科

●看　護　師：301,000円～
●理学療法士：260,000円～
●薬　剤　師：364,000円～

看護師･准看護師支度金あり
託児室有り（託児料10,000円/月）
住宅手当 半額20,000円まで
通勤手当 実費（上限15,000円まで）

※『介護業務スタッフを充実させ、看護業務に専念できるよう目指しています。』

HPにて  笠置記念病院のおしごとQ＆A公開中

社会医療法人 笠置記念胸部外科

募
集

詳細はお気軽
にお問い合わ
せ下さい

年末年始
求人特集

えひめの優良企業と
あなたを結ぶ

医療・介護
求人特集
スペシャリストとして
あなたの能力を
もっといかそう

松山南環状線

県中央病院

松山
市駅

中の川通り

石手川公園駅
いよ
立花駅

伊予鉄横河原線

GS

四国銀行

ガルウィング
松山店

フジ立花店

イオン
33

11

まごの手

まごの手 Ⅱ号館
NEW

オープニングスタッフ募集

サービス付高齢者住宅

松山市中村3丁目1-48
☎089-946-0008

2018年4月
新規
OPEN

お問合せ

入社お祝い金進呈 車通勤OK

松山市
小坂にまごの手 Ⅱ号館

介護職員初任者研修 資格取得全額補助
～働きながら必要な資格を取得できます～

未経験者歓 迎

サービス付高齢者住宅

パート
アルバイト
正社員
契約社員
派遣社員
業務委託

雇用形態

勤務地
勤務時間、
出勤日など
給与

仕事選びのポイント！求
人
広
告
の
見
方

サクラメント通りのパン屋です。パン好きの方歓迎！ 学生・主婦歓迎！
C①4：00～9：00 ②10：00～14：00 ③17：00～20：00
※相談に応じます　A時給780円～（試用期間は
時給750円） 応募>お電話にてお問い合わせください。

abパンの販売・製造 ※正社員も同時募集中！

ブーランジェリー プース・ド・シェフ
〒790-0062 松山市南江戸2丁目7-15 丹下ハイツⅡ 1階
☎089-923-2070 12/30～1/5は休み

『グループホーム』と『サ高住』の2施設で同時募集！！
B グループホームせと・ゆいまーるせと（サ高住）
A詳細は面談にて ※各種保険完備
応募>まずは、お気軽にお問い合せください。

ca介護職員・看護職員 

医療法人たくま会 せと
松山市余戸南2丁目19-33  http://www.takumakai.jp
☎089-965-1002  担当：蔭谷（カゲヤ）

松山市とその近郊の家庭に180,000部直接配布
イエロースタンド40ケ所で2,400部設置配布

求人特集

詳しくはWEBへ

※上記料金は税別金額です。 ※原稿制作料別途。

掲載料金 年間契約料金
【4段1/3（H114mm×W82mm）】

10万円2回掲載
１回あたり

12万円1回掲載
8万円3回掲載
１回あたり

求人広告掲載面周辺にデザイン広告で求人や
セミナー告知を掲載することができます

年末年始（12月末）・ＧＷ（4月末）・お盆（8月上旬）の年３回の実施。
企画特別サイズのお得なデザイン広告企画

※原稿制作料別途。

掲載料金

8.7万円1段
（H27mm×W250mm）

１回あたり

＝＠8.7万円×3段
１回あたり

26.1万円

〈11面〉2019年1月26日

名 称 サ　イ　ズ 料　金

S
M
L
2M
2L

　　W60mm  × H27mm

　　W60mm × H56mm

　　W60mm × H85mm

 W123.5mm × H56mm

 W123.5mm × H85mm

22,000円

40,000円

55,000円

70,000円

100,000円

（税別）

（税別）

（税別）

（税別）

（税別）

価  

格  

表

価  

格  

表

パート
アルバイト
正社員
契約社員
派遣社員
業務委託

雇用形態

勤務地
勤務時間、
出勤日など
給与

仕事選びのポイント！求
人
広
告
の
見
方

松山市とその近郊の家庭に180,000部直接配布
イエロースタンド40ヵ所で2,400部設置配布

℡089-931-7001
求人広告・WEB掲載の
お問い合わせは

求人特集

あなたにピッタリの
仕事・パート・アルバイトが見つかる！

まつやまに住む女性・主婦（夫）のための求人サービス

◀
Ｗ
Ｅ
Ｂ
へ

家事や育児と両立しながら働けます！！
20代～40代の女性が活躍中！！
B松山市堀之内5（NHK松山放送局内）
C10：00～16：30（週3日程度/扶養範囲内勤務）
A時給860円（研修期間15時間は770円）
内　容>書類確認や入力業務、電話対応（書類が不明確な

場合の問合せ）です。
待　遇>交通費規定支給
休　日>土・日・祝日、年末年始、有給
応　募>事前に履歴書（写真貼付）を郵送ください。

書類選考後、面接日時を連絡いたします。
※応募書類は返却いたしません。当社で管理・廃棄いたします。
当社HP⇒http://www.nhk-nbs.co.jp/をご参照ください。

aＮＨＫ関連企業での事務のお仕事

NHK営業サービス株式会社 
〒790-8501 松山市堀之内5（NHK松山放送局内）
☎089-935-8849 担当：田村

B①10:00～15:00（休憩60分）
②13:00～17:15（休憩15分）
※定期評価により、昇給や時間延長の可能性あり

A時給770円～1,000円
内　容>オートバイ部品のクリーニング作業
資　格>障がい者手帳をお持ちの方（医師の意見書でも可）
休　日>週休2日（日曜及び希望日）
待　遇>皆勤手当、通勤手当、技能手当、その他（弊社規定による）

伊予鉄道久米駅～事業所間の無料送迎利用可。
就労支援事業所利用料はかかりません。

応　募>まずは事業所見学から！
お気軽にお問い合わせください。

a障がい者求人　軽作業

就労継続支援A型事業所 き楽庵
〒791-1102 松山市来住町1355
☎050-3433-6583 E-mail：info@kirakuan.me

未経験者OK　B平和通1丁目  「上一万」電停近く
C9：00～17：00の間で4～7時間  日数、時間は応相談
A時給850円  内容>簡単な調理と販売  待遇>雇用保険
休日>日曜・祝日、プラス希望日  応募>まずはお気軽にお電話下さい。 

ab調理・販売　スタッフ急募

あなごどろぼう　
〒790-8016 松山市久万ノ台348-1
☎089-926-0904

B松山市枝松6-6-5
C月・火・水・金・土　9：00～15：30（昼休憩あり）
A時給764円～830円　
※能力に応じて決定

内　容>洗いあがった清潔なおしぼりを一人一台の機械
にて包装するお仕事。
清潔なおしぼりを包装・検品するお仕事です。

待　遇>制服貸与あり、委細面談
休　日>木曜日・日曜日（週2日）
事　業>貸しおしぼり業
応　募>お電話の上、履歴書（写真貼付）を

ご持参ください。

aおしぼりの包装・検品など

おしぼりのタイヨウ株式会社
〒790-0962 松山市枝松6-6-5
☎089-943-1788 担当：新藤（しんどう）

̶̶̶正社員募集̶̶̶
子どもさんが好きな方、歓迎。
乳幼児の保育のお仕事です。
パートも同時募集中！

B松山市久万ノ台
Cシフト制 週5日
（夜勤あり）

A当社規定による
応　募>まずはお電話下さい。

c看護師・保育士・児童指導員

社会福祉法人 コイノニア協会
松山乳児院
〒791-8016 松山市久万ノ台173
☎089-922-9720 担当：中山

C7：30～15：30（休憩60分） A月給13万円（通勤手当含）
内容>建物の清掃等・簡単なパソコン操作ができる方 休日>日
曜、祭日、第2・第4土曜、年末年始 応募>2/2（土）までに下記まで
履歴書を郵送下さい。書類選考の上、面接日をお知らせします。

a管理人さん募集（男女不問）

シャトー宮西管理組合
〒790-0065 松山市宮西3-4-15
☎089-926-7887 受付/平日 10:00～15：00 

C10:00～18:00（内5～6時間） 
勤務日・曜日・時間応相談（土・日出勤出来る方歓迎） 
A時給764円 　　　休日>週休2～3日
応募>電話連絡の上、履歴書をご持参ください。

aパートスタッフ募集（手芸に興味のある方、好きな方）

株式会社 手芸マキ 松山店
〒790-0963 松山市小坂4丁目7-8
☎089-932-7138

事務・調理のお仕事をできる方、募集します！
※兼務できる方も大歓迎!!
「あったかい心を持つ子どもに育てる保育」を
保育理念にしています。
B松山市立桑原保育園（松山市桑原4-10-22）
C8:30～17:30
（勤務日数・時間応相談）
月～金　週5日勤務

A時給880円～910円
（経験給導入）
待　遇>社保完備（規定有）、有休制度、交通費支給、

マイカー通勤可、健康診断全額補助
応　募>履歴書（写真貼付）をＨ31年2月8日（金）必着にて

下記へ郵送下さい。書類選考の上、後日面接日時を
ご案内いたします。 （面接は現地で行います）
お気軽にお問い合せください。

a事務員・調理員

株式会社 小学館集英社プロダクション
総合保育事業部 関西事務局
〒530-0002 大阪市北区曽根崎新地2-6-12 小学館ビル5階
☎06-6485-8080 担当：深田  http://www.shopro.co.jp

明るく笑顔の元気な方お待ちしています！
BJR堀江駅 近く
C 7：45～16：15　 要相談
A面談の上、決定します。
内　容>アットホームな小規模園です。

子ども一人一人としっかりかかわれる
保育と教育ができます。　※経験者優遇

待　遇> 昇給年１回、賞与年２回、社会保険完備
 交通費支給（当社規定）、有給あり
休　日> 土・日・祝日（行事の時は出勤）　 面接時に相談
応　募>電話連絡の上、履歴書（写貼）をご持参下さい。

ca幼稚園教諭

学校法人 堀江幼稚園
〒799-2651 松山市堀江町甲1533
☎089-978-0355 担当：土居

やりがいのある仕事をお探しの方、空港関連業務
に興味のある方、ぜひご応募ください。
B松山空港　松山市南吉田町2731
C シフト制　6：30～15：30／8：30～17：30／

12：30～21：30  各休憩135分
勤務日・時間は応相談 土日祝のみの勤務も可

A 月給151,000円～  別途手当あり、賞与年2回
時給770円～

内　容>①飛行機内・空港館内の清掃、手荷物仕分け、搬送業務など
②松山空港内カフェ「ノボール・ノボサン」での飲食業務

待　遇>昇給あり、制服貸与、無料ドリンクバー利用可
社会保険、交通費支給あり（規定あり） 正社員登用あり

応　募>電話連絡の上、履歴書（写真貼付）をご持参下さい。

cab①グランドハンドリング業務 ②飲食業務

株式会社和光ビルサービス
〒790-0052 松山市竹原町1丁目10-16
☎089-974-3920 担当：近藤

【応募】まずはお電話でご予約の上、履歴書・資格証（コピー可）ご持参でお越しください。

マイカー通勤ＯＫ、交通費別途支給あり

松山市道後姫塚乙21-21　
デイケア開設準備室 担当/緒方・横山

【要資格】下記いずれかの資格取得者

※給与ほか　委細面談の上

●理学療法士　●看護師　●介護福祉士

☎089-933-5131
医療法人千寿会

道後温泉病院

2019年4月新設予定の
通所リハビリテーション勤務

正社員

道後温泉病院
敷地内

オープニングスタッフ募集！！
運転手（パート）
同時募集中！

※AT限定可　時給:850円
シフト制・勤務時間応相談

オープニングスタッフ募集！！

●特別養護老人ホーム
●介護付有料老人ホーム　
●グループホーム
●デイサービス
●居宅介護支援事業所

【応 募】 まずはお電話でご予約の上、履歴書・
資格証（コピー可）ご持参でお越しください。

☎089-994-5811
担当：浦谷（うらや）松山市祝谷6丁目1027番地1

《共通項目》 正職員…勤務／1日8時間  休日／月9日 　パート…時間／応相談 休日／応相談　待遇／社保完備、交通費支給、
　　　　　  日・祝日出勤手当、正職員には昇給・賞与（年2回）、早出遅出手当、正月出勤手当など

●介護職員（特養・介護付有料老人ホーム）

夜勤可/月給207,500円～310,800円
日勤のみ/月給182,500円～

正職員（一般職 ※総合職への登用あり、賞与MAX4ケ月）

パート

あいじゅ祝谷
高齢者総合福祉施設

無資格/時給960円～
パート●介助員 時給770円～

パート●給食調理員 時給880円～
介護職員初任者研修修了者/時給1,010円～
介護福祉士/時給1,050円～

※夜勤5回分
　手当含む

●看護職員
月給220,100円～310,100円 パート

パート月給210,000円～300,000円
時給1,200円～
時給1,100円～

正職員正：
准：正職員

スタッフ増員募集中
〈デイサービスのご利用者募集中〉

※介護職員及び介助員は処遇改善手当を含む

●栄養士 月給153,000円～正職員

医療・介護求人特集
スペシャリストとしてあなたの能力をもっといかそう

　今、医療や介護・福祉の現場では、情熱と専門スキルを持った人
を求めています。就職、再就職したい人、新しい一歩を踏み出して
みませんか。介護や医療の専門知識は社会の資産です。あなたの能
力、資格を社会にいかしてください。

matsuyama-
oshigoto.com

〒790-8583松山市千舟町7丁目2-8

まつやまに住む女性・主婦(夫)のための求人サイト

人材サービス事業部

TEL089-986-3111特 集
看護師・薬剤師・
歯科衛生士・介護福祉士・
生活相談員・ケアマネジャーなど

～あなたにピッタリの仕事・パート・アルバイトが見つかる！～

医療・介護の
お仕事

「扶養の範囲で」「週3日から」「主婦（夫）歓迎」などの女性目線の検索ができ、職場の雰囲気、主婦（夫）への

優しさがわかるリビングまつやまの求人サイト。気になるお仕事情報を見つけたら、パソコンやスマートフォン

からその場で応募ができます！　もちろん応募受付は24時間♪会員登録をするとご希望の条件にあう新着の

お仕事をメールでお知らせ。お仕事探しが、もっと身近に、もっと優しくなりました。

まつやまのお仕事探しは、『まつやまのオシゴト.com』で。

まつやまで
オシゴト
探すなら

ba食堂のオープニングスタッフ

JAえひめ中央 直販市 「太陽市（おひさまいち）」  
〒790-0012 松山市湊町8丁目120-1  ☎089-913-7707（向井・光宗）

JAえひめ中央「太陽市」横に、食堂とカフェが新春オープン！ おかげさまで定員締切まで間近！

未経験者歓迎！
（定年65歳）

BCA下記を参照下さい

応　募> まずは太陽市の担当までお気軽にお電話ください。平成31年2月からの勤務になります。
（CAFEは募集終了、食堂も定員になり次第、募集は終了）

食堂・CAFEともにセルフ形式の店舗になります。

オープニングスタッフ大募集！！

内  容▶ ①ホールスタッフ（テーブル拭き、飲食後の整理など）
②調理補助スタッフ（シェフの補助）　　③洗い場スタッフ

時  給▶800円～　 資 格▶長期勤務歓迎、扶養内勤務可
時  間▶ 7：00～19：00  ※上記時間内で4・6・8時間勤務のいずれかで相談可
勤務日▶週5日程度（シフト制）　　待 遇▶各種保険完備（規定あり）、制服有

複合施設内店舗ロゴデザイン案

女性が働きやすく、活躍できる職場です。

❺デザイン求人広告

❹帰省求人特集

雇用形態
正社員・契約社員・パートの表記 会社・事業所名

アイコン
表記
学校
行事対応

扶養
枠内

未経験
OK

土日祝
休み

短時間

残業
なし

車通勤
OK

当てはまる
モノを表記
します

応募資格や待遇などを表記。詳しい条件を表記
することは応募数に反映される重要なポイント

詳細BOX

仕事選びのポイントになる、
勤務地・勤務形態・給与を表記

会社名（店名）、住所、
電話番号、URL、を表記

問い合せBOX

ポイントBOX

会社・職場の特長や求職者へ
のメッセージなど

アピールBOX ジョブBOX 雇用形態、職種を表記

（※税別金額）

（※税別金額）

（※税別金額）

掲載料金（※税別金額）

8週間の期間内に複数回掲載の申込をいただきますと、下記の特別料金で
ご利用いただけます。

参考：過去紙面より引用

参考：過去紙面より引用




