
会社名 賃金形態 休日／

年齢 求人数 賃金 就業時間 (ﾊﾟｰﾄ労働日数) 加入保険等 必要な免許資格
求人番号 （パートは1時間あたり） ／週休二日制

時給
(1) 8時20分～17時05分 他

18歳以上 3 (2)17時05分～ 1時50分
TEL 0853-21-9523 (3)20時20分～ 5時05分

　    （従業員数 0人 ）
32030-10813481 就業場所 広島県三次市 有期雇用派遣 派遣 毎　週

時給
(1) 8時00分～17時00分 土日他

不問 1
TEL 0824-64-7735

　    （従業員数 7人 ）
34070- 3212381 就業場所 広島県三次市 有期雇用派遣 派遣 毎　週

月給
(1) 8時20分～17時05分 土日祝

不問 1
TEL 0824-62-6544

　    （従業員数 550人 ）
34070- 3213681 就業場所 広島県三次市 正社員 毎　週

月給 変形（１ヶ月単位） 保健師
(1) 8時30分～17時00分 他

40歳以下 1
TEL 0824-62-1108

　    （従業員数 186人 ）
34070- 3208781 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

月給 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時30分～17時15分 土日祝他 簿記検定（日商３級）

35歳以下 1
TEL 0824-62-3125

　    （従業員数 13人 ）
34070- 3209881 就業場所 広島県三次市 正社員 毎　週 厚生年金基金

時給
(1) 8時20分～17時05分 土日他

不問 2
TEL 0824-64-7735

　    （従業員数 0人 ）
34070- 3210181 就業場所 広島県三次市 有期雇用派遣 派遣 毎　週

日給 変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時00分～17時30分 日他

35歳以下 1
TEL 0824-66-3451

　    （従業員数 5人 ）
34070- 3211081 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

月給 変形（１年単位）
(1) 8時30分～17時00分 日祝他

不問 1 (2) 8時30分～12時00分
TEL 082-243-2611

　    （従業員数 71人 ）
34010-56377481 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

時給 変形（１ヶ月単位）
(1) 8時00分～17時00分 他

不問 2
TEL 0120-789-635

　    （従業員数 49人 ）
27020-68593981 就業場所 広島県三次市 正社員以外 その他

月給
(1) 8時30分～17時30分 日祝

不問 1 (2) 9時00分～18時00分
TEL 082-297-0838 (3) 9時30分～18時30分

　    （従業員数 8人 ）
34010-56224881 就業場所 広島県三次市 正社員 な　し

月給 変形（１ヶ月単位） 柔道整復師
(1) 8時30分～17時30分 日祝

不問 1 (2) 8時30分～12時30分
TEL 0824-63-5307

　    （従業員数 58人 ）
34070- 3200281 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

時給 準中型自動車免許
(1) 9時00分～18時00分 日祝他

不問 1
TEL 0824-63-4271

　    （従業員数 5人 ）
34070- 3201181 就業場所 広島県三次市 正社員以外 毎　週

時給
(1) 8時00分～16時30分 土日他

不問 3
TEL 0824-44-4103

　    （従業員数 431人 ）
34070- 3202081 就業場所 広島県三次市 正社員以外 毎　週

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時00分～17時00分 日祝他

不問 1
TEL 0824-66-1230

　    （従業員数 3人 ）
34070- 3203381 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

月給 変形（１ヶ月単位） 歯科衛生士
(1) 8時30分～17時30分 日祝他

不問 1 (2)10時00分～19時00分
TEL 0824-63-8476

　    （従業員数 11人 ）
34070- 3204681 就業場所 広島県三次市 正社員 毎　週

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ
(1) 5時00分～14時00分 月他

不問 1
TEL 0824-62-5356

　    （従業員数 14人 ）
34070- 3206581 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ
(1) 9時00分～18時00分 月他

不問 1
TEL 0824-62-5356

　    （従業員数 14人 ）
34070- 3207481 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

日給
(1) 8時30分～17時15分 土日祝他

不問 2
TEL 0824-62-6105

　    （従業員数 24人 ）
34070- 3196281 就業場所 広島県三次市 正社員以外 毎　週

三次市役所 広島県三次市十日市中２丁目８番１号 事務補助（課税課）
雇用・公災・
健康・厚生

146,304円～
146,304円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

有限会社　カドー 広島県三次市十日市東一丁目１６番１
９号

製造、小売り
雇用・労災・
健康・厚生

166,000円～
260,000円

雇用期間の定めなし

有限会社　カドー 広島県三次市十日市東一丁目１６番１
９号

製造、小売り
雇用・労災・
健康・厚生

176,000円～
260,000円

雇用期間の定めなし

医療法人　仁屋会　片
山歯科医院

広島県三次市十日市東１－７－１ 歯科衛生士
雇用・労災・
健康・厚生

218,000円～
218,000円

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

中国アステック
株式会社

広島県三次市高杉町１０２０５番地２ 受付及び経理事務
雇用・労災・
健康・厚生

165,000円～
176,000円

雇用期間の定めなし

リョービミラサカ
株式会社

広島県三次市三良坂町皆瀬１００７５
番地１

ダイカスト部品の加
工（軽作業）

雇用・労災・
健康・厚生・
財形172,115円～

172,115円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

株式会社　ヨコハマタ
イヤジャパン　広島カ
ンパニー　三次営業所

広島県三次市南畑敷町８２９－１ 配達員（臨時）

雇用・労災
168,000円～
168,000円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

雇用期間の定めなし

株式会社　ショウワ
コーポレーション　三
次支店

広島県三次市十日市南１－４－５　三
次ステ－ションプラザ４Ｆ

拡大鏡検査（サン
エー） 雇用・労災・

健康・厚生
163,200円～
163,200円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

医療法人社団　岡
崎医院

広島県三次市十日市中二丁目１４－３
３

柔道整復師
雇用・労災・
健康・厚生

185,000円～
205,000円

雇用期間の定めなし

有限会社　エヌ・
イー・ピー

広島県広島市中区堺町１丁目４－７－
６０３

医療事務／三次市
雇用・労災・
健康・厚生

142,000円～
142,000円

雇用期間の定めなし

佐川急便株式会社 大阪市此花区島屋４丁目４－５１ カスタマーサービス職
（三次営業所） 雇用・労災・

健康・厚生
154,800円～
154,800円

所在地・就業場所 職種

株式会社　アイデ
ン島根営業所

島根県出雲市塩冶有原町１－５５－１
芝原ビル２Ｆ

機械オペレーター

雇用・労災
180,400円～
180,400円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

三次商工会議所 広島県三次市三次町１８４３－１ 総合職（事務一般）
雇用・労災・
健康・厚生・
財形180,000円～

200,000円
雇用期間の定めなし

一般社団法人　三
次地区医師会

広島県三次市十日市東３丁目１６－１ 保健師（看護師）
雇用・労災・
健康・厚生・
財形193,600円～

221,200円
雇用期間の定めなし

株式会社　シナ
ジーテクニカ

広島県三次市東酒屋町３０６番地 営業技術
雇用・労災・
健康・厚生

180,000円～
270,000円

雇用期間の定めなし

株式会社　ショウワ
コーポレーション　三
次支店

広島県三次市十日市南１－４－５　三
次ステ－ションプラザ４Ｆ

製造事務業務（ニイ
テック） 雇用・労災・

健康・厚生
170,520円～
170,520円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

錦建設　株式会社 広島市中区国泰寺町２丁目５－４ 建築・土木現場施工
管理

雇用・労災・
健康・厚生・
財形210,000円～

334,000円
雇用期間の定めなし

有限会社　山中建
装

広島県三次市和知町２６６０－２ 建築作業員
雇用・労災・
健康・厚生

161,700円～
300,300円
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時給 普通自動車免許一種
(1) 8時30分～17時00分 土日祝

不問 2
TEL 0824-63-6111

　    （従業員数 0人 ）
34070- 3198081 就業場所 広島県三次市 正社員以外 毎　週

月給 変形（１ヶ月単位） 美容師
(1) 9時00分～19時00分 月他

35歳以下 2
TEL 0824-53-1250

　    （従業員数 0人 ）
34070- 3186781 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

日給
(1) 8時30分～17時15分 土日祝他

不問 1
TEL 0824-62-6105

　    （従業員数 14人 ）
34070- 3187881 就業場所 広島県三次市 正社員以外 毎　週

月給 変形（１ヶ月単位） メディクラーク２級
(1) 8時30分～17時30分 水他 医療事務管理士２級

59歳以下 1 (2) 9時30分～18時30分
TEL 0824-65-1071 (3) 8時30分～12時30分

　    （従業員数 10人 ）
34070- 3188281 就業場所 広島県三次市 正社員 な　し

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時30分～17時30分 日祝他

不問 2
TEL 084-954-2411

　    （従業員数 60人 ）
34050-23487381 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

月給 普通自動車免許一種
(1) 8時00分～16時50分 土日祝他

59歳以下 1
TEL 0852-21-6223

　    （従業員数 32人 ）
32010-15133381 就業場所 広島県三次市 正社員 毎　週

月給 普通自動車免許一種
(1) 8時00分～16時50分 土日祝他

45歳以下 1
TEL 0852-21-6223

　    （従業員数 32人 ）
32010-15136581 就業場所 広島県三次市 正社員 毎　週

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種
(1)10時30分～19時40分 他

21歳～30歳 2
TEL 0824-62-5011

　    （従業員数 20人 ）
34070- 3179781 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種
(1) 8時00分～17時00分 日他

不問 1
TEL 0824-52-2357

　    （従業員数 2人 ）
34070- 3180081 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

月給 変形（１ヶ月単位） 歯科衛生士
(1) 8時30分～18時30分 日祝

不問 1 (2) 8時30分～12時00分
TEL 0824-64-3132 (3) 8時30分～13時00分

　    （従業員数 6人 ）
34070- 3182681 就業場所 広島県三次市 正社員 な　し

月給 普通自動車免許一種
(1) 9時00分～18時00分 他

不問 1
TEL 082-814-4489

　    （従業員数 4人 ）
34080- 4547281 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

月給 フレックス 普通自動車免許一種
日祝他

45歳以下 1
TEL 092-641-8181

　    （従業員数 13人 ）
40120-25739781 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種
(1) 9時00分～18時00分 他 普通自動車免許ＡＴ

18歳以上 1 (2)12時00分～21時00分
TEL 0120-314-520 (3)15時00分～ 0時00分

　    （従業員数 60人 ）
13040-17735482 就業場所 広島県三次市 正社員以外 その他

時給 変形（１ヶ月単位） 中型一種（８ｔ限定）
(1) 8時30分～17時30分 他 準中型一種（５トン限

不問 2 普通自動車免許ＡＴ
TEL 0120-789-635

　    （従業員数 49人 ）
27020-66892481 就業場所 広島県三次市 正社員以外 その他

時給 変形（１ヶ月単位）
(1) 8時00分～17時00分 他

不問 1 (2)13時00分～22時00分
TEL 0791-23-3810 (3)23時00分～ 8時00分

　    （従業員数 10人 ）
28211- 1938381 就業場所 広島県三次市 正社員以外 その他

時給 変形（１ヶ月単位）
他

不問 1
TEL 0791-23-3810

　    （従業員数 10人 ）
28211- 1939681 就業場所 広島県三次市 正社員以外 その他

月給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分 日祝他

44歳以下 1
TEL 0853-23-2633

　    （従業員数 1人 ）
32030-10300681 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

月給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分 日祝他

不問 1
TEL 0853-23-2633

　    （従業員数 1人 ）
32030-10304781 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

株式会社　イズコ
ン

島根県出雲市大津町１７７８－１ コンクリート製品管理業
務【広島第二工場】 雇用・労災・

健康・厚生
160,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

株式会社　イズコ
ン

島根県出雲市大津町１７７８－１ 工場生産スタッフ
【広島第二工場】

雇用・労災・
健康・厚生・
財形150,000円～

190,000円
雇用期間の定めなし

株式会社　西日本宇佐
美　山陽支店

兵庫県相生市那波野字下土穴３９０－
１

ガソリンスタンドスタッ
フ（広島県三次市） 雇用・労災・

健康・厚生
167,200円～
184,800円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 又は 8時00分～22時00分の

間の8時間程度

株式会社　西日本宇佐
美　山陽支店

兵庫県相生市那波野字下土穴３９０－
１

ガソリンスタンドスタッ
フ（広島県三次市） 雇用・労災・

健康・厚生
167,200円～
184,800円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 又は 8時00分～22時00分の

間の8時間程度

佐川急便株式会社 大阪市此花区島屋４丁目４－５１ 軽四セールスドライバー
職（三次営業所） 雇用・労災・

健康・厚生
172,000円～
172,000円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

株式会社　はま寿
司

東京都港区港南２－１８－１　
ＪＲ品川イ－ストビル

回転寿司業務（店長
候補）／三次店 雇用・労災・

健康・厚生
205,000円～
205,000円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 又は 9時00分～ 0時00分の間

の8時間程度

三菱ふそうトラック・
バス株式会社　九州ふ
そう

福岡市東区箱崎ふ頭５丁目４－１７ メカニック（トラック・
バスの整備）／三次サー
ビスセンター

雇用・労災・
健康・厚生・
財形170,000円～

250,000円
雇用期間の定めなし

又は 7時00分～22時00分の
間の8時間

株式会社　コダマ 広島県広島市安佐北区可部４丁目１０
－７

営業（スポーツ用品）ほ
か店内販売 雇用・労災・

健康・厚生
170,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

まつお歯科医院 広島県三次市畠敷町２４－１ 歯科衛生士
雇用・労災・
健康・厚生

217,500円～
247,500円

雇用期間の定めなし

株式会社　前進工
務店

広島県三次市三和町飯田３８９ 建築作業員
雇用・労災・
健康・厚生

180,000円～
220,000円

雇用期間の定めなし

株式会社　三次イン
ター自動車学校

広島県三次市東酒屋町５４５番地 自動車教習指導員
雇用・労災・
健康・厚生

155,000円～
160,000円

雇用期間の定めなし

大和森林株式会社
松江営業所

松江市東朝日町８７－６ 育林現業社員（三次・庄
原・安芸高田） 雇用・労災・

健康・厚生
176,100円～
293,300円

雇用期間の定めなし

大和森林株式会社
松江営業所

松江市東朝日町８７－６ 育林現業社員（三次・庄
原・安芸高田）経験者 雇用・労災・

健康・厚生
176,100円～
293,300円

雇用期間の定めなし

広建コンサルタン
ツ　株式会社

広島県福山市川口町１丁目７番３号 土木設計技術者
雇用・労災・
健康・厚生・
財形230,000円～

400,000円
雇用期間の定めなし

医療法人社団　こね森
内科医院

広島県三次市十日市東四丁目１番１号
サングリ－ン第２ビル１Ｆ

医療事務
雇用・労災・
健康・厚生

160,000円～
180,000円

雇用期間の定めなし

三次市役所 広島県三次市十日市中２丁目８番１号 一般事務補助（収納
課） 雇用・労災・

健康・厚生
155,448円～
155,448円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

ＢＡＬＡＮＣＥ 広島県三次市十日市東５丁目２－３９ 美容師

160,000円～
400,000円

雇用期間の定めなし
又は 8時30分～19時00分の
間の8時間程度

三次農業協同組合 広島県三次市十日市東三丁目１－１ 金融窓口担当及び一
般事務 雇用・労災・

健康・厚生
127,500円～
127,500円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

内容が変更された求人や、すでに採用決定等で取り消された求人もありますので、窓口で確認してください。
2



会社名 賃金形態 休日／

年齢 求人数 賃金 就業時間 (ﾊﾟｰﾄ労働日数) 加入保険等 必要な免許資格
求人番号 （パートは1時間あたり） ／週休二日制

所在地・就業場所 職種

     ℡ 0824-62-8609   

            ハローワーク三次 

             （三次公共職業安定所） ◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。 

◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。 

◎ パートタイム求人の場合、賃金欄は１時間あたりの賃金額です。また、労働時間によって記載されている各種社会保険 

    に加入できない場合があります。 

日給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種
(1) 8時00分～17時00分 日祝

不問 1
TEL 0824-67-3311

　    （従業員数 7人 ）
34070- 3160481 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

月給 変形（１ヶ月単位）
(1) 5時00分～13時00分 他

不問 1 (2) 9時00分～17時30分
TEL 0824-62-7700 (3) 9時30分～18時00分

　    （従業員数 15人 ）
34070- 3162881 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ
(1) 7時30分～16時00分 他 ホームヘルパー２級

59歳以下 2 (2) 8時30分～17時00分 介護福祉士
TEL 0824-62-7700 (3)10時00分～18時30分

　    （従業員数 220人 ）
34070- 3163281 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

月給 変形（１ヶ月単位） 看護師
(1) 8時30分～17時00分 他 准看護師

不問 3 (2)16時30分～ 9時00分
TEL 0824-62-7700

　    （従業員数 30人 ）
34070- 3164181 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

月給 変形（１ヶ月単位） 介護職員初任者研修
(1) 7時00分～15時30分 他 介護福祉士

不問 8 (2) 8時30分～17時00分
TEL 0824-62-7700 (3)10時30分～19時00分

　    （従業員数 0人 ）
34070- 3165081 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

月給 変形（１ヶ月単位） 看護師
(1) 8時00分～17時00分 他 准看護師

不問 1 (2) 9時30分～18時30分
TEL 0824-65-1122

　    （従業員数 43人 ）
34070- 3168981 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

月給 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時20分～17時05分 土日祝

40歳以下 1
TEL 0824-63-5331

　    （従業員数 91人 ）
34070- 3174381 就業場所 広島県三次市 正社員 毎　週

月給 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時20分～17時05分 土日祝

40歳以下 1
TEL 0824-63-5331

　    （従業員数 47人 ）
34070- 3175681 就業場所 広島県三次市 正社員 毎　週

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時30分～17時30分 他

不問 1
TEL 0847-67-2188

　    （従業員数 64人 ）
34070- 3176981 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

月給 変形（１ヶ月単位） 準中型一種（５トン限
(1) 7時00分～16時30分 他 中型自動車免許一種

不問 3 (2)10時00分～19時00分
TEL 0824-62-0770 (3)13時00分～22時00分

　    （従業員数 48人 ）
34070- 3177581 就業場所 広島県三次市 正社員以外 その他

月給 変形（１ヶ月単位） 看護師
(1) 8時30分～17時00分 他 准看護師

不問 1 普通自動車免許一種
TEL 0824-88-3000

　    （従業員数 30人 ）
34072- 1849781 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

月給 変形（１ヶ月単位） 看護師
(1) 8時30分～17時00分 他 准看護師

不問 1 (2) 9時00分～17時30分 普通自動車免許一種
TEL 0824-88-3000

　    （従業員数 11人 ）
34072- 1850081 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

月給 変形（１ヶ月単位） 看護師
(1) 8時30分～17時00分 他 准看護師

不問 1 普通自動車免許一種
TEL 0824-88-3000

　    （従業員数 32人 ）
34072- 1851381 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

月給 変形（１ヶ月単位） 看護師
(1) 7時00分～15時30分 他 准看護師

不問 1 (2) 8時00分～16時30分
TEL 0824-88-3000 (3) 8時30分～17時00分

　    （従業員数 36人 ）
34072- 1852681 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

月給 変形（１ヶ月単位） 看護師
(1) 7時00分～15時30分 他 准看護師

不問 1 (2) 8時30分～17時00分
TEL 0824-88-3000

　    （従業員数 11人 ）
34072- 1854581 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

月給 変形（１ヶ月単位） 看護師
(1) 7時00分～15時30分 他 准看護師

不問 1 (2) 8時30分～17時00分 普通自動車免許一種
TEL 0824-88-3000 (3)11時00分～19時30分

　    （従業員数 21人 ）
34072- 1855481 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

月給 変形（１ヶ月単位） 介護支援専門員
(1) 8時30分～17時00分 他 普通自動車免許一種

不問 1 普通自動車免許ＡＴ
TEL 0824-88-3000

　    （従業員数 30人 ）
34072- 1856781 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ
(1) 6時15分～14時45分 他 普通自動車免許一種

不問 1 (2) 8時30分～17時00分
TEL 0824-88-3000 (3) 9時00分～17時30分

　    （従業員数 32人 ）
34072- 1857881 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

社会福祉法人　優
輝福祉会

広島県庄原市総領町大字中領家４７６ 調理員（ケアハウス
吉舎）

雇用・労災・
健康・厚生・
財形141,900円～

280,000円
雇用期間の定めなし

社会福祉法人　優
輝福祉会

広島県庄原市総領町大字中領家４７６ 介護支援専門員（ゆう
しゃいん三次） 雇用・労災・

健康・厚生・
財形180,100円～

280,000円
雇用期間の定めなし

社会福祉法人　優
輝福祉会

広島県庄原市総領町大字中領家４７６ 看護師（みら屋・三
良坂）

雇用・労災・
健康・厚生・
財形180,100円～

280,000円
雇用期間の定めなし

社会福祉法人　優
輝福祉会

広島県庄原市総領町大字中領家４７６ 看護師（藤原別荘）
雇用・労災・
健康・厚生・
財形180,100円～

280,000円
雇用期間の定めなし

社会福祉法人　優
輝福祉会

広島県庄原市総領町大字中領家４７６ 看護師（吉舎ゆう
しゃいん）

雇用・労災・
健康・厚生・
財形180,100円～

280,000円
雇用期間の定めなし

社会福祉法人　優
輝福祉会

広島県庄原市総領町大字中領家４７６ 看護師（ケアハウス
吉舎）

雇用・労災・
健康・厚生・
財形180,100円～

280,000円
雇用期間の定めなし

社会福祉法人　優
輝福祉会

広島県庄原市総領町大字中領家４７６ 看護師（ゆうしゃい
ん塩町）

雇用・労災・
健康・厚生・
財形180,100円～

280,000円
雇用期間の定めなし

社会福祉法人　優
輝福祉会

広島県庄原市総領町大字中領家４７６ 看護師（ゆうしゃい
ん三次）

雇用・労災・
健康・厚生・
財形180,100円～

280,000円
雇用期間の定めなし

福山通運　株式会
社　三次営業所

広島県三次市東酒屋町３０６－５０ 業務運転者
雇用・労災・
健康・厚生・
財形168,000円～

183,000円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

社会福祉法人　甲奴福
祉会　特別養護老人
ホーム　美山荘

広島県三次市甲奴町本郷１６７４ 事務員
雇用・労災・
健康・厚生・
財形170,000円～

170,000円
雇用期間の定めなし

株式会社　サン
エー

広島県三次市南畑敷町８７０－３８ 製造組立・検査員
（日勤）

雇用・労災・
健康・厚生・
財形155,500円～

253,500円
雇用期間の定めなし

株式会社　サン
エー

広島県三次市南畑敷町８７０－３８ 製造組立・検査員
（日勤）

雇用・労災・
健康・厚生・
財形155,500円～

253,500円
雇用期間の定めなし

株式会社　ディ
ア・レスト三次

広島県三次市十日市中三丁目６番６号 看護師
雇用・労災・
健康・厚生

180,000円～
316,100円

雇用期間の定めなし

医療法人　微風会 広島県三次市山家町６０５－２０ 介護職員（第二迦
葉）

雇用・労災・
健康・厚生・
財形168,500円～

200,000円
雇用期間の定めなし

医療法人　微風会 広島県三次市山家町６０５－２０ 看護師・准看護師
雇用・労災・
健康・厚生

185,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

医療法人　微風会 広島県三次市山家町６０５－２０ 介護職員
雇用・労災・
健康・厚生

168,500円～
200,000円

雇用期間の定めなし

有限会社　普賢 広島県三次市山家町６０５－２０ 調理師・調理員
雇用・労災・
健康・厚生・
財形148,500円～

175,000円
雇用期間の定めなし

有限会社　高本建
設

広島県三次市下川立町６２２－５ 土木作業員
雇用・労災・
健康・厚生

180,000円～
270,000円

雇用期間の定めなし

内容が変更された求人や、すでに採用決定等で取り消された求人もありますので、窓口で確認してください。
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会社名 賃金形態 休日／

年齢 求人数 賃金 就業時間 (ﾊﾟｰﾄ労働日数) 加入保険等 必要な免許資格
求人番号 （パートは1時間あたり） ／週休二日制

所在地・就業場所 職種

     ℡ 0824-62-8609   

            ハローワーク三次 

             （三次公共職業安定所） ◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。 

◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。 

◎ パートタイム求人の場合、賃金欄は１時間あたりの賃金額です。また、労働時間によって記載されている各種社会保険 

    に加入できない場合があります。 

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種
(1) 8時30分～17時00分 他 普通自動車免許ＡＴ

不問 1 (2) 9時00分～17時30分
TEL 0824-88-3000 (3) 9時30分～18時00分

　    （従業員数 30人 ）
34072- 1859181 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

月給 変形（１ヶ月単位） ホームヘルパー２級
(1) 8時00分～16時30分 他 介護職員初任者研修

不問 1 (2) 8時30分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ
TEL 0824-88-3000 (3) 9時00分～17時30分

　    （従業員数 30人 ）
34072- 1860681 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

月給 変形（１ヶ月単位） ホームヘルパー２級
(1) 8時00分～16時30分 他 介護職員初任者研修

不問 1 (2) 8時30分～17時00分 介護福祉士
TEL 0824-88-3000 (3) 9時00分～17時30分

　    （従業員数 36人 ）
34072- 1862581 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種
(1) 6時30分～15時00分 他 普通自動車免許ＡＴ

不問 1 (2) 7時30分～16時00分
TEL 0824-88-3000 (3) 8時30分～17時00分

　    （従業員数 30人 ）
34072- 1863481 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種
(1) 7時00分～15時30分 他 普通自動車免許ＡＴ

不問 1 (2) 8時00分～16時30分
TEL 0824-88-3000 (3) 8時30分～17時00分

　    （従業員数 11人 ）
34072- 1864781 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種
(1) 7時00分～15時30分 他 普通自動車免許ＡＴ

不問 1 (2) 8時30分～17時00分
TEL 0824-88-3000 (3)10時30分～19時00分

　    （従業員数 32人 ）
34072- 1865881 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種
(1) 7時00分～15時30分 他 普通自動車免許ＡＴ

不問 1 (2) 8時30分～17時00分
TEL 0824-88-3000 (3)10時30分～19時00分

　    （従業員数 11人 ）
34072- 1866281 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種
(1) 7時00分～15時30分 他 普通自動車免許ＡＴ

不問 1 (2) 8時30分～17時00分
TEL 0824-88-3000 (3)11時00分～19時30分

　    （従業員数 21人 ）
34072- 1867181 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種
(1) 8時30分～17時00分 他 自動車整備士（２級）

不問 1 自動車整備士（３級）
TEL 0824-88-3000

　    （従業員数 20人 ）
34072- 1868081 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

月給 変形（１ヶ月単位） 理学療法士
(1) 8時30分～17時00分 他 普通自動車免許一種

不問 1 普通自動車免許ＡＴ
TEL 0824-88-3000

　    （従業員数 32人 ）
34072- 1869381 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

月給 変形（１ヶ月単位） 介護支援専門員
(1) 8時30分～17時00分 他 普通自動車免許一種

不問 1 普通自動車免許ＡＴ
TEL 0824-88-3000

　    （従業員数 32人 ）
34072- 1870581 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

月給 変形（１ヶ月単位） 管理栄養士
(1) 8時30分～17時00分 他 栄養士

不問 1 (2)11時00分～19時30分 普通自動車免許一種
TEL 0824-88-3000

　    （従業員数 30人 ）
34072- 1872781 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

月給 変形（１ヶ月単位） 管理栄養士
(1) 8時30分～17時00分 他 栄養士

不問 1 (2)11時00分～19時30分 普通自動車免許一種
TEL 0824-88-3000

　    （従業員数 33人 ）
34072- 1873881 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

月給 変形（１ヶ月単位） 管理栄養士
(1) 8時30分～17時00分 他 栄養士

不問 1 (2)11時00分～19時30分 普通自動車免許一種
TEL 0824-88-3000

　    （従業員数 32人 ）
34072- 1874281 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

月給 変形（１ヶ月単位） 調理師
(1) 6時15分～14時45分 他 普通自動車免許一種

不問 1 (2) 8時30分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ
TEL 0824-88-3000 (3) 9時00分～17時30分

　    （従業員数 30人 ）
34072- 1876081 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

月給 変形（１ヶ月単位） 調理師
(1) 6時15分～14時45分 他 普通自動車免許一種

不問 1 (2) 8時30分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ
TEL 0824-88-3000 (3) 9時00分～17時30分

　    （従業員数 32人 ）
34072- 1877381 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ
(1) 6時15分～14時45分 他 普通自動車免許一種

不問 1 (2) 8時30分～17時00分
TEL 0824-88-3000 (3) 9時00分～17時30分

　    （従業員数 30人 ）
34072- 1879981 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ
(1) 6時15分～14時45分 他 普通自動車免許一種

不問 1 (2) 8時30分～17時00分
TEL 0824-88-3000 (3) 9時00分～17時30分

　    （従業員数 33人 ）
34072- 1880781 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

社会福祉法人　優
輝福祉会

広島県庄原市総領町大字中領家４７６ 調理員（コージー
ガーデン）

雇用・労災・
健康・厚生・
財形141,900円～

280,000円
雇用期間の定めなし

社会福祉法人　優
輝福祉会

広島県庄原市総領町大字中領家４７６ 調理員（ゆうしゃい
ん三次）

雇用・労災・
健康・厚生・
財形141,900円～

280,000円
雇用期間の定めなし

社会福祉法人　優
輝福祉会

広島県庄原市総領町大字中領家４７６ 調理師（ケアハウス
吉舎）

雇用・労災・
健康・厚生・
財形141,900円～

280,000円
雇用期間の定めなし

社会福祉法人　優
輝福祉会

広島県庄原市総領町大字中領家４７６ 調理師（ゆうしゃい
ん三次）

雇用・労災・
健康・厚生・
財形141,900円～

280,000円
雇用期間の定めなし

社会福祉法人　優
輝福祉会

広島県庄原市総領町大字中領家４７６ 管理栄養士・栄養士（ケ
アハウス吉舎） 雇用・労災・

健康・厚生・
財形141,900円～

280,000円
雇用期間の定めなし

社会福祉法人　優
輝福祉会

広島県庄原市総領町大字中領家４７６ 管理栄養士・栄養士
（コージーガーデン） 雇用・労災・

健康・厚生・
財形141,900円～

280,000円
雇用期間の定めなし

社会福祉法人　優
輝福祉会

広島県庄原市総領町大字中領家４７６ 管理栄養士・栄養士（ゆ
うしゃいん三次） 雇用・労災・

健康・厚生・
財形141,900円～

280,000円
雇用期間の定めなし

社会福祉法人　優
輝福祉会

広島県庄原市総領町大字中領家４７６ 介護支援専門員（ケ
アハウス吉舎）

雇用・労災・
健康・厚生・
財形180,100円～

280,000円
雇用期間の定めなし

社会福祉法人　優
輝福祉会

広島県庄原市総領町大字中領家４７６ 理学療法士（ケアハ
ウス吉舎）

雇用・労災・
健康・厚生・
財形180,100円～

280,000円
雇用期間の定めなし

社会福祉法人　優
輝福祉会

広島県庄原市総領町大字中領家４７６ 自動車整備
雇用・労災・
健康・厚生・
財形180,100円～

280,000円
雇用期間の定めなし

社会福祉法人　優
輝福祉会

広島県庄原市総領町大字中領家４７６ 介護員（みら屋・三
良坂）

雇用・労災・
健康・厚生・
財形141,900円～

280,000円
雇用期間の定めなし

社会福祉法人　優
輝福祉会

広島県庄原市総領町大字中領家４７６ 介護員（藤原別荘）
雇用・労災・
健康・厚生・
財形141,900円～

280,000円
雇用期間の定めなし

社会福祉法人　優
輝福祉会

広島県庄原市総領町大字中領家４７６ 介護員（ケアハウス
吉舎）

雇用・労災・
健康・厚生・
財形141,900円～

280,000円
雇用期間の定めなし

社会福祉法人　優
輝福祉会

広島県庄原市総領町大字中領家４７６ 介護員（ゆうしゃい
ん塩町）

雇用・労災・
健康・厚生・
財形141,900円～

280,000円
雇用期間の定めなし

社会福祉法人　優
輝福祉会

広島県庄原市総領町大字中領家４７６ 介護員（ゆうしゃい
ん三次）

雇用・労災・
健康・厚生・
財形141,900円～

240,000円
雇用期間の定めなし

社会福祉法人　優
輝福祉会

広島県庄原市総領町大字中領家４７６ ヘルパー・介護福祉士
（吉舎ゆうしゃいん） 雇用・労災・

健康・厚生・
財形141,900円～

240,000円
雇用期間の定めなし

社会福祉法人　優
輝福祉会

広島県庄原市総領町大字中領家４７６ ヘルパー（ゆうしゃ
いん三次）

雇用・労災・
健康・厚生・
財形141,900円～

280,000円
雇用期間の定めなし

社会福祉法人　優
輝福祉会

広島県庄原市総領町大字中領家４７６ 生活支援員（ゆう
しゃいん三次）

雇用・労災・
健康・厚生・
財形141,900円～

280,000円
雇用期間の定めなし

内容が変更された求人や、すでに採用決定等で取り消された求人もありますので、窓口で確認してください。
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会社名 賃金形態 休日／

年齢 求人数 賃金 就業時間 (ﾊﾟｰﾄ労働日数) 加入保険等 必要な免許資格
求人番号 （パートは1時間あたり） ／週休二日制

所在地・就業場所 職種

     ℡ 0824-62-8609   

            ハローワーク三次 

             （三次公共職業安定所） ◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。 

◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。 

◎ パートタイム求人の場合、賃金欄は１時間あたりの賃金額です。また、労働時間によって記載されている各種社会保険 

    に加入できない場合があります。 

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ
(1) 6時15分～14時45分 他 普通自動車免許一種

不問 1 (2) 8時30分～17時00分
TEL 0824-88-3000 (3) 9時00分～17時30分

　    （従業員数 11人 ）
34072- 1882281 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ
(1) 6時15分～14時45分 他 普通自動車免許一種

不問 1 (2) 8時30分～17時00分
TEL 0824-88-3000 (3) 9時00分～17時30分

　    （従業員数 21人 ）
34072- 1883181 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種
(1) 6時00分～14時30分 他 普通自動車免許ＡＴ

不問 1 (2) 8時30分～17時00分
TEL 0824-88-3000 (3)11時30分～20時00分

　    （従業員数 32人 ）
34072- 1884081 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種
(1) 8時30分～17時00分 他 普通自動車免許ＡＴ

不問 1
TEL 0824-88-3000

　    （従業員数 30人 ）
34072- 1885381 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種
(1) 8時30分～17時00分 他 普通自動車免許ＡＴ

不問 1
TEL 0824-88-3000

　    （従業員数 32人 ）
34072- 1886681 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

月給 変形（１ヶ月単位） ホームヘルパー２級
(1) 8時00分～16時30分 他 介護職員初任者研修

不問 1 (2) 8時30分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ
TEL 0824-88-3000 (3) 9時00分～17時30分

　    （従業員数 11人 ）
34072- 1889481 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

月給 変形（１ヶ月単位） ホームヘルパー２級
(1) 8時00分～16時30分 他 介護職員初任者研修

不問 1 (2) 8時30分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ
TEL 0824-88-3000 (3) 9時00分～17時30分

　    （従業員数 21人 ）
34072- 1890281 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種
(1) 8時30分～17時00分 他 普通自動車免許ＡＴ

不問 2
TEL 0824-88-3000

　    （従業員数 33人 ）
34072- 1896581 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種
(1) 7時30分～16時00分 他 普通自動車免許ＡＴ

不問 2 (2) 8時00分～16時30分
TEL 0824-88-3000 (3) 8時30分～17時00分

　    （従業員数 33人 ）
34072- 1897481 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

月給 変形（１ヶ月単位） 看護師
(1) 8時30分～17時00分 他 准看護師

不問 1 普通自動車免許一種
TEL 0824-88-3000

　    （従業員数 33人 ）
34072- 1898781 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種
(1) 9時00分～18時00分 他 普通自動車免許ＡＴ

18歳～35歳 1 (2)12時00分～21時00分
TEL 0120-314-520 (3)15時00分～ 0時00分

　    （従業員数 60人 ）
13040-16673382 就業場所 広島県三次市 正社員 その他 厚生年金基金

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ
(1) 9時00分～18時00分 日祝他

44歳以下 3
TEL 0569-29-4997

　    （従業員数 5人 ）
23070-12805781 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

時給
(1) 8時00分～17時00分 土日他

不問 1
TEL 082-511-1105

　    （従業員数 1人 ）
34010-54272381 就業場所 広島県三次市 有期雇用派遣 派遣 毎　週

時給
(1) 8時10分～16時55分 土日他

不問 1
TEL 082-511-1105

　    （従業員数 0人 ）
34010-54275581 就業場所 広島県三次市 有期雇用派遣 派遣 毎　週

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時30分～18時00分 日祝他

45歳以下 1
TEL 082-509-4160

　    （従業員数 8人 ）
34010-54558281 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

時給 交替制あり
(1) 8時20分～17時05分 他

不問 2 (2)17時05分～ 1時50分
TEL 082-490-3715 (3)20時20分～ 5時05分

　    （従業員数 0人 ）
34020-14119181 就業場所 広島県三次市 有期雇用派遣 派遣 毎　週

時給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分 土日他

不問 1
TEL 082-490-3715

　    （従業員数 0人 ）
34020-14125881 就業場所 広島県三次市 有期雇用派遣 派遣 毎　週

時給
(1) 8時20分～17時05分 他

不問 10 (2)17時05分～ 1時50分
TEL 082-421-8221 (3)20時20分～ 5時05分

　    （従業員数 12人 ）
34020-14166481 就業場所 広島県三次市 有期雇用派遣 派遣 毎　週

有限会社　ヒューマン
ズ・ユーミー　事業部
門

広島県東広島市西条町西条東８１５
溝手ビル１０５号

機械オペレーター
雇用・労災・
健康・厚生

192,000円～
192,000円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

株式会社　栄興産
広島営業所

広島県東広島市西条大坪町　１１－２
７　ラルクビル１階

コンクリート２次製品の
製造補助／三次市上川立
町

雇用・労災・
健康・厚生

217,000円～
217,000円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

株式会社　栄興産
広島営業所

広島県東広島市西条大坪町　１１－２
７　ラルクビル１階

電子部品の機械オペレー
ター／三次市東酒屋町 雇用・労災・

健康・厚生
180,400円～
180,400円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

株式会社　リョー
キ

広島県広島市西区大芝３－１５－２４ 建設機械整備職／三
次営業所

雇用・労災・
健康・厚生・
財形220,000円～

450,000円
雇用期間の定めなし

株式会社　キャリ
アメイク

広島県広島市中区鉄砲町６－７　槌本
ビル５０１

翻訳業務及び付随業
務／三次市 雇用・労災・

健康・厚生
252,000円～
252,000円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

株式会社　キャリ
アメイク

広島県広島市中区鉄砲町６－７　槌本
ビル５０１

店舗用マットの仕分け、
梱包作業／三次市三和町 雇用・労災・

健康・厚生
157,500円～
189,000円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

株式会社　中京医
薬品

愛知県半田市亀崎北浦町２丁目１５－
１

ルート営業（三次営
業所）

雇用・労災・
健康・厚生・
財形207,700円～

248,900円
雇用期間の定めなし

株式会社　はま寿
司

東京都港区港南２－１８－１　
ＪＲ品川イ－ストビル

回転寿司業務（店長・幹
部候補）／三次店 雇用・労災・

健康・厚生
210,000円～
234,500円

雇用期間の定めなし

社会福祉法人　優
輝福祉会

広島県庄原市総領町大字中領家４７６ 看護師（コージー
ガーデン）

雇用・労災・
健康・厚生・
財形180,100円～

280,000円
雇用期間の定めなし

社会福祉法人　優
輝福祉会

広島県庄原市総領町大字中領家４７６ 職業指導員（コー
ジーガーデン）

雇用・労災・
健康・厚生・
財形141,900円～

280,000円
雇用期間の定めなし

社会福祉法人　優
輝福祉会

広島県庄原市総領町大字中領家４７６ 営業（コージーガー
デン）

雇用・労災・
健康・厚生・
財形141,900円～

280,000円
雇用期間の定めなし

社会福祉法人　優
輝福祉会

広島県庄原市総領町大字中領家４７６ ヘルパー（みら屋・
三良坂）

雇用・労災・
健康・厚生・
財形141,900円～

280,000円
雇用期間の定めなし

社会福祉法人　優
輝福祉会

広島県庄原市総領町大字中領家４７６ ヘルパー（藤原別
荘）

雇用・労災・
健康・厚生・
財形141,900円～

280,000円
雇用期間の定めなし

社会福祉法人　優
輝福祉会

広島県庄原市総領町大字中領家４７６ 事務員（ケアハウス
吉舎）

雇用・労災・
健康・厚生・
財形138,800円～

179,200円
雇用期間の定めなし

社会福祉法人　優
輝福祉会

広島県庄原市総領町大字中領家４７６ 事務員（ゆうしゃい
ん三次）

雇用・労災・
健康・厚生・
財形138,800円～

179,200円
雇用期間の定めなし

社会福祉法人　優
輝福祉会

広島県庄原市総領町大字中領家４７６ 生活支援員（ケアハ
ウス吉舎）

雇用・労災・
健康・厚生・
財形141,900円～

280,000円
雇用期間の定めなし

社会福祉法人　優
輝福祉会

広島県庄原市総領町大字中領家４７６ 調理員（みら屋・三
良坂）

雇用・労災・
健康・厚生・
財形141,900円～

280,000円
雇用期間の定めなし

社会福祉法人　優
輝福祉会

広島県庄原市総領町大字中領家４７６ 調理員（藤原別荘）
雇用・労災・
健康・厚生・
財形141,900円～

280,000円
雇用期間の定めなし

内容が変更された求人や、すでに採用決定等で取り消された求人もありますので、窓口で確認してください。
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会社名 賃金形態 休日／

年齢 求人数 賃金 就業時間 (ﾊﾟｰﾄ労働日数) 加入保険等 必要な免許資格
求人番号 （パートは1時間あたり） ／週休二日制

所在地・就業場所 職種

     ℡ 0824-62-8609   

            ハローワーク三次 

             （三次公共職業安定所） ◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。 

◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。 

◎ パートタイム求人の場合、賃金欄は１時間あたりの賃金額です。また、労働時間によって記載されている各種社会保険 

    に加入できない場合があります。 

時給 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時30分～17時00分 日祝

不問 2
TEL 0824-66-2603

　    （従業員数 3人 ）
34070- 3126581 就業場所 広島県三次市 正社員以外 な　し

月給 交替制あり 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時20分～17時05分 土日祝

45歳以下 1 (2)20時20分～ 5時05分
TEL 0824-63-5331 (3)17時20分～ 2時05分

　    （従業員数 47人 ）
34070- 3127481 就業場所 広島県三次市 正社員 毎　週

月給 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時20分～17時05分 土日祝

59歳以下 1
TEL 0824-63-5331

　    （従業員数 91人 ）
34070- 3128781 就業場所 広島県三次市 正社員 毎　週

月給 管理栄養士
(1) 8時00分～17時00分 日他

不問 1
TEL 0824-62-5537

　    （従業員数 30人 ）
34070- 3130181 就業場所 広島県三次市 正社員以外 毎　週

月給 変形（１ヶ月単位） 調理師
(1) 5時00分～14時00分 他 普通自動車免許一種

不問 1 (2) 5時00分～15時00分
TEL 0824-63-6201

　    （従業員数 9人 ）
34070- 3131081 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

月給 変形（１ヶ月単位）
他

不問 1
TEL 0824-63-6201

　    （従業員数 4人 ）
34070- 3132381 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

月給 交替制あり 普通自動車免許ＡＴ
(1) 7時00分～15時45分 土日他

不問 1 (2)15時45分～ 0時30分
TEL 0824-63-1121

　    （従業員数 60人 ）
34070- 3136481 就業場所 広島県三次市 正社員 毎　週

月給 変形（１ヶ月単位）
(1) 6時00分～15時00分 他

18歳以上 1 (2)11時00分～20時00分
TEL 0824-64-8150 (3)16時00分～ 1時00分

　    （従業員数 40人 ）
34070- 3137781 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

月給 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時30分～17時00分 土日祝

不問 1
TEL 0824-63-1896

　    （従業員数 4人 ）
34070- 3138881 就業場所 広島県三次市 正社員以外 毎　週

月給 変形（１ヶ月単位） 看護師
(1) 8時30分～18時00分 日祝他 准看護師

39歳以下 1 (2) 8時30分～12時30分
TEL 0824-52-2116

　    （従業員数 4人 ）
34070- 3140381 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

月給 変形（１年単位） 大型自動車免許一種
(1) 8時00分～17時00分 日他

不問 1
TEL 0824-54-2019

　    （従業員数 8人 ）
34070- 3141681 就業場所 広島県三次市 正社員以外 その他

月給 変形（１ヶ月単位）
(1) 7時30分～16時10分 他

64歳以下 2 (2) 8時30分～17時10分
TEL 0824-53-2016 (3)10時30分～19時10分

　    （従業員数 48人 ）
34070- 3144481 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

時給 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時30分～17時00分 土日他

不問 2
TEL 090-1017-9140

　    （従業員数 3人 ）
34070- 3147281 就業場所 広島県三次市 正社員以外 その他

月給 フォークリフト技能者
(1) 8時00分～16時30分 土日他 溶接作業技能者

45歳以下 2 ガス溶接技能者
TEL 0824-44-4103

　    （従業員数 431人 ）
34070- 3148181 就業場所 広島県三次市 正社員 毎　週

月給 フォークリフト技能者
(1) 8時00分～16時30分 土日他 溶接作業技能者

45歳以下 1 ガス溶接技能者
TEL 0824-44-4103

　    （従業員数 431人 ）
34070- 3149081 就業場所 広島県三次市 正社員 毎　週

月給 交替制あり
(1) 8時00分～16時30分 土日他

35歳以下 6 (2)15時30分～ 0時00分
TEL 0824-44-4103 (3)23時45分～ 8時15分

　    （従業員数 438人 ）
34070- 3150981 就業場所 広島県三次市 正社員 毎　週

月給 交替制あり
(1) 8時00分～16時30分 土日他

35歳以下 2 (2)15時30分～ 0時00分
TEL 0824-44-4103 (3)23時45分～ 8時15分

　    （従業員数 438人 ）
34070- 3151581 就業場所 広島県三次市 正社員 毎　週

月給
(1) 8時00分～17時00分 土日他

40歳以下 3
TEL 0824-62-1191

　    （従業員数 101人 ）
34070- 3153781 就業場所 広島県三次市 正社員 毎　週

ＪＵＫＩ広島　株
式会社

広島県三次市東酒屋町３０６－３１ 自動車部品の組立作
業 雇用・労災・

健康・厚生
190,000円～
220,000円

雇用期間の定めなし

リョービミラサカ
株式会社

広島県三次市三良坂町皆瀬１００７５
番地１

合金オペレーター
雇用・労災・
健康・厚生・
財形179,000円～

210,500円
雇用期間の定めなし

リョービミラサカ
株式会社

広島県三次市三良坂町皆瀬１００７５
番地１

鋳造オペレーター
雇用・労災・
健康・厚生・
財形179,000円～

210,500円
雇用期間の定めなし

リョービミラサカ
株式会社

広島県三次市三良坂町皆瀬１００７５
番地１

加工設備技術者
雇用・労災・
健康・厚生・
財形185,000円～

223,000円
雇用期間の定めなし

リョービミラサカ
株式会社

広島県三次市三良坂町皆瀬１００７５
番地１

生産技術・設備保全
技術者

雇用・労災・
健康・厚生・
財形185,000円～

223,000円
雇用期間の定めなし

坂本農園（三次ピオー
ネ生産組合）

広島県三次市東酒屋町２０４４－１ 農作業（ピオーネ栽
培） 雇用・労災

154,575円～
154,575円

雇用期間の定めなし

社会福祉法人　備
北福祉会

広島県三次市君田町東入君２０９－１ 介護職員（松伯園）
雇用・労災・
健康・厚生・
財形146,200円～

202,000円
雇用期間の定めなし

三次レミコン　株
式会社

広島県三次市布野町下布野８５２－１ 生コン車運転手
雇用・労災・
健康・厚生

210,000円～
250,000円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

医療法人　津島医
院

広島県三次市三和町敷名４８３０－１ 准看護師・看護師
雇用・労災・
健康・厚生

270,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

一般社団法人　備北地
域生活支援協会

広島県庄原市宮内町１１５７番地 障害者自立支援員（セン
ター長候補） 雇用・労災・

健康・厚生
150,000円～
289,000円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

株式会社　Ｌ’ａｕｂ
ｅ　日本マクドナルド
１８３三次店

広島県三次市南畑敷町６０－５ ハンバーガーの販
売・製造 雇用・労災・

健康・厚生
200,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

ＴＲＷ　オートモー
ティブジャパン　株式
会社　三次工場

広島県三次市東酒屋町３０６－３６ 設備管理（保全）
雇用・労災・
健康・厚生・
財形286,000円～

360,000円
雇用期間の定めなし

株式会社　鳩家 広島県三次市畠敷町９２３（三次総合
卸セン夕－内）

ホールスタッフ（バ
ン） 雇用・労災・

健康・厚生
160,362円～
190,000円

雇用期間の定めなし
又は 8時30分～19時30分の
間の8時間程度

株式会社　鳩家 広島県三次市畠敷町９２３（三次総合
卸セン夕－内）

調理師及び調理師見
習（仕出し工場） 雇用・労災・

健康・厚生
155,000円～
270,000円

雇用期間の定めなし

医療法人社団　加美川
クリニック

広島県三次市十日市東一丁目４番１２
号

管理栄養士
雇用・労災・
健康・厚生

180,000円～
200,000円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

株式会社　サン
エー

広島県三次市南畑敷町８７０－３８ 生産技術者
雇用・労災・
健康・厚生・
財形190,500円～

340,500円
雇用期間の定めなし

株式会社　サン
エー

広島県三次市南畑敷町８７０－３８ 製造装置オペレー
ター（２交替制）

雇用・労災・
健康・厚生・
財形169,500円～

253,500円
雇用期間の定めなし

伊豆農園（三次ピオー
ネ生産組合）

広島県三次市向江田町１３８６ 農作業

雇用・労災
151,200円～
151,200円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

内容が変更された求人や、すでに採用決定等で取り消された求人もありますので、窓口で確認してください。
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会社名 賃金形態 休日／

年齢 求人数 賃金 就業時間 (ﾊﾟｰﾄ労働日数) 加入保険等 必要な免許資格
求人番号 （パートは1時間あたり） ／週休二日制

所在地・就業場所 職種

     ℡ 0824-62-8609   

            ハローワーク三次 

             （三次公共職業安定所） ◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。 

◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。 

◎ パートタイム求人の場合、賃金欄は１時間あたりの賃金額です。また、労働時間によって記載されている各種社会保険 

    に加入できない場合があります。 

月給 変形（１ヶ月単位） 大型自動車免許一種
(1) 7時45分～16時45分 日祝他

不問 2
TEL 0824-66-2234

　    （従業員数 10人 ）
34070- 3154881 就業場所 広島県三次市 正社員 毎　週

月給 変形（１ヶ月単位） 管理栄養士
(1) 8時30分～17時30分 他

不問 1
TEL 0824-62-2841

　    （従業員数 111人 ）
34070- 3155281 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

月給 普通自動車免許ＡＴ
(1)13時00分～21時00分 他

不問 2 (2)14時00分～22時00分
TEL 080-5068-1617

　    （従業員数 18人 ）
34070- 3157081 就業場所 広島県三次市 正社員以外 毎　週 厚生年金基金

月給 普通自動車免許ＡＴ
(1)13時00分～21時00分 他

不問 2 (2)14時00分～22時00分
TEL 080-5068-1617

　    （従業員数 27人 ）
34070- 3159681 就業場所 広島県三次市 正社員以外 その他 厚生年金基金

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ
(1) 9時00分～18時15分 日他

59歳以下 1 (2) 9時00分～15時15分
TEL 0829-38-1198 (3) 9時15分～16時45分

　    （従業員数 7人 ）
34150- 3761981 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

月給 変形（１年単位） 土木施工管理技士１級
(1) 8時00分～17時00分 日他 土木施工管理技士２級

不問 2
TEL 0855-87-0288

　    （従業員数 16人 ）
32022- 1049881 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

時給
(1) 8時30分～17時10分 日他

不問 1
TEL 082-831-5915

　    （従業員数 2人 ）
34010-52557181 就業場所 広島県三次市 正社員以外 毎　週

日給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分 他

18歳以上 10 (2)20時00分～ 5時00分
TEL 082-227-6584

　    （従業員数 30人 ）
34010-52783081 就業場所 広島県三次市 正社員以外 請負 その他

時給 変形（１ヶ月単位） 大型自動車免許一種
(1) 8時40分～17時00分 日祝

不問 1
TEL 082-922-1411

　    （従業員数 40人 ）
34010-53141681 就業場所 広島県三次市 正社員以外 その他

月給 変形（１ヶ月単位） 自動車整備士（２級）
(1) 8時40分～17時00分 日祝他 自動車整備士（３級）

39歳以下 1 準中型一種（５トン限
TEL 082-922-1411

　    （従業員数 28人 ）
34010-53199381 就業場所 広島県三次市 正社員 その他 確定給付年金

月給 交替制あり
(1) 6時30分～15時30分 他

不問 1 (2) 9時30分～18時30分
TEL 0120-22-7805

　    （従業員数 33人 ）
34010-53353481 就業場所 広島県三次市 正社員以外 請負 毎　週

月給 交替制あり 調理師
(1) 5時00分～14時00分 他

不問 1 (2) 9時00分～18時00分
TEL 0120-22-7805

　    （従業員数 33人 ）
34010-53359381 就業場所 広島県三次市 正社員以外 請負 毎　週

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時00分～17時30分 日祝他 原動機付自転車免許

18歳～59歳 3
TEL 082-926-2330

　    （従業員数 7人 ）
34010-53569681 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

時給 変形（１ヶ月単位）
(1) 9時15分～18時15分 他

18歳以上 1 (2)10時30分～19時30分
TEL 082-270-2750

　    （従業員数 18人 ）
34010-53576381 就業場所 広島県三次市 正社員以外 請負 その他

日給 普通自動車免許ＡＴ
(1) 9時00分～18時00分 日祝他 原動機付自転車免許

18歳～59歳 10
TEL 082-926-2330

　    （従業員数 7人 ）
34010-53585681 就業場所 広島県三次市 正社員以外 毎　週

月給 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時30分～17時15分 土日祝他

不問 3
TEL 082-502-7470

　    （従業員数 40人 ）
34010-53686281 就業場所 広島県三次市 正社員以外 毎　週

月給
(1) 8時30分～17時15分 土日祝他

35歳以下 3
TEL 082-502-7470

　    （従業員数 40人 ）
34010-53697381 就業場所 広島県三次市 正社員 毎　週

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ
(1) 9時00分～20時00分 他

18歳～34歳 2 (2)20時00分～ 9時00分
TEL 082-243-3111

　    （従業員数 20人 ）
34010-53755481 就業場所 広島県三次市 正社員 その他 確定拠出年金

セコム　株式会社
中国本部

広島市中区銀山町３－１　ひろしまハ
イビル２１　７Ｆ

総合職／セコム三次事務
所／地域限定採用 雇用・労災・

健康・厚生・
財形190,500円～

200,000円
雇用期間の定めなし

広島県土地改良事
業団体連合会

広島県広島市中区鉄砲町４－１　広島
県土地改良会館

農業土木技術職
雇用・労災・
健康・厚生

142,900円～
183,800円

雇用期間の定めなし

広島県土地改良事
業団体連合会

広島県広島市中区鉄砲町４－１　広島
県土地改良会館

農業土木技術職
雇用・労災・
健康・厚生

201,600円～
242,000円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

シンライト　株式
会社

広島県広島市佐伯区五日市町大字上河
内２９８－１

総合警備保障業務／
三次市 雇用・労災・

健康・厚生
189,000円～
231,000円

雇用期間の定めなし

株式会社イズミテ
クノ

広島県広島市西区商工センター２丁目
３－１

建物設備の運転・保
守／三次市 雇用・労災・

健康・厚生
142,800円～
142,800円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

シンライト　株式
会社

広島県広島市佐伯区五日市町大字上河
内２９８－１

総合警備保障業務／
三次市 雇用・労災・

健康・厚生
200,000円～
400,000円

雇用期間の定めなし

日清医療食品　株式会
社　中国支店

広島県広島市中区八丁堀３－３３　広
島ビジネスタワー２１Ｆ

調理師（三次中央病
院）

雇用・労災・
健康・厚生・
財形184,800円～

220,000円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

日清医療食品　株式会
社　中国支店

広島県広島市中区八丁堀３－３３　広
島ビジネスタワー２１Ｆ

調理員（三次中央病
院）

雇用・労災・
健康・厚生・
財形158,400円～

176,000円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

いすゞ自動車中国四国
株式会社

広島市佐伯区五日市港　３丁目７－１
１

自動車整備員／三次
市 雇用・労災・

健康・厚生
161,800円～
212,000円

雇用期間の定めなし

いすゞ自動車中国四国
株式会社

広島市佐伯区五日市港　３丁目７－１
１

車両回送員／三次市
雇用・労災・
健康・厚生

193,512円～
193,512円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

株式会社　テイケ
イ西日本

広島県広島市中区東白島町１９－７７ 交通誘導警備員＜準社員
＞／広島県三次市 雇用・労災・

健康・厚生
148,720円～
193,600円

雇用期間の定めなし

広島市農業協同組
合

広島県広島市安佐南区中筋３－２６－
１６

一般事務／三次市
雇用・労災・
健康・厚生

166,222円～
166,222円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

有限会社　勇輝興
業島根支店

島根県邑智郡邑南町下口羽１５７５－
５

土木施工管理技士
雇用・労災・
健康・厚生

180,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

株式会社　ヨシケイ広
島　廿日市配送セン
ター

広島県廿日市市宮内工業団地１番４ エリアスタッフ・営業配
達員／三次営業所 雇用・労災・

健康・厚生
177,000円～
177,000円

雇用期間の定めなし
又は 9時30分～19時15分の
間の8時間程度

ヤマト運輸株式会社
三次町センター

広島県三次市畠敷町８５９－１ 配達ドライバー（アン
カーキャスト） 雇用・労災・

健康・厚生・
財形228,420円～

228,420円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

ヤマト運輸株式会社
三次塩町センター

広島県三次市江田川之内町５０８－４
３

配達ドライバー（アン
カーキャスト） 雇用・労災・

健康・厚生・
財形228,420円～

228,420円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

社会福祉法人　水
明会

広島県三次市南畑敷町４４１ 管理栄養士
雇用・労災・
健康・厚生・
財形187,500円～

253,100円
雇用期間の定めなし

有限会社　エイブ
ル　生コン工場

広島県三次市高杉町１４７０－３ 生コンクリートミキサー
車の運転手 雇用・労災・

健康・厚生
180,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

内容が変更された求人や、すでに採用決定等で取り消された求人もありますので、窓口で確認してください。
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会社名 賃金形態 休日／

年齢 求人数 賃金 就業時間 (ﾊﾟｰﾄ労働日数) 加入保険等 必要な免許資格
求人番号 （パートは1時間あたり） ／週休二日制

所在地・就業場所 職種

     ℡ 0824-62-8609   

            ハローワーク三次 

             （三次公共職業安定所） ◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。 

◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。 

◎ パートタイム求人の場合、賃金欄は１時間あたりの賃金額です。また、労働時間によって記載されている各種社会保険 

    に加入できない場合があります。 

月給 変形（１年単位）
(1) 8時10分～17時20分 他

18歳～45歳 10 (2)17時00分～ 0時10分
TEL 082-428-7771

　    （従業員数 540人 ）
34020-13841481 就業場所 広島県東広島市 正社員 請負 その他

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種
(1) 9時00分～18時00分 日祝他

35歳以下 2
TEL 0824-63-7104

　    （従業員数 14人 ）
34070- 2921581 就業場所 広島県三次市 正社員 その他 確定拠出年金

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種
(1) 9時00分～18時00分 日祝他

35歳以下 2
TEL 0824-63-7104

　    （従業員数 14人 ）
34070- 2923781 就業場所 広島県三次市 正社員 その他 確定拠出年金

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種
(1) 9時00分～18時00分 日祝他

35歳以下 2
TEL 0824-63-7104

　    （従業員数 14人 ）
34070- 2924881 就業場所 広島県三次市 正社員 その他 確定拠出年金

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ
(1)10時00分～19時00分 他 宅地建物取引士

不問 4
TEL 0824-65-6511

　    （従業員数 4人 ）
34070- 2933281 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種
(1) 8時30分～17時00分 他

不問 1
TEL 0824-62-1234

　    （従業員数 42人 ）
34070- 2934181 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

日給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種
(1) 8時15分～17時10分 日他

不問 1
TEL 0824-43-3148

　    （従業員数 11人 ）
34070- 2935081 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

日給 変形（１年単位） 車両系整地掘削用運転
(1) 8時00分～17時00分 日他 普通自動車免許一種

不問 1
TEL 0824-69-2039

　    （従業員数 3人 ）
34070- 2936381 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

日給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種
(1) 8時00分～17時00分 日他

不問 2
TEL 0824-69-2039

　    （従業員数 3人 ）
34070- 2937681 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種
(1) 8時00分～17時00分 日祝他

不問 1
TEL 0824-63-2260

　    （従業員数 4人 ）
34070- 2938981 就業場所 広島県三次市 正社員 隔　週

月給 変形（１ヶ月単位） 理学療法士
(1) 8時30分～17時30分 日他

不問 1 (2) 8時30分～17時00分
TEL 0824-62-7700 (3) 8時30分～12時15分

　    （従業員数 27人 ）
34070- 2939581 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

月給 変形（１ヶ月単位） 作業療法士
(1) 8時30分～17時30分 日他

不問 2 (2) 8時30分～17時00分
TEL 0824-62-7700 (3) 8時30分～12時15分

　    （従業員数 27人 ）
34070- 2940881 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

日給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分 日祝他

18歳以上 10
TEL 0824-66-1728

　    （従業員数 5人 ）
34070- 2941281 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種
(1) 7時30分～16時30分 日祝

35歳以下 3
TEL 0824-44-3151

　    （従業員数 8人 ）
34070- 2942181 就業場所 広島県三次市 正社員 隔　週

月給
(1) 8時20分～17時05分 土日他

不問 5 (2)20時20分～ 5時05分
TEL 0824-62-6544

　    （従業員数 423人 ）
34070- 2945681 就業場所 広島県三次市 正社員 毎　週

時給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種
(1) 6時30分～17時30分 他

不問 2 (2) 8時00分～19時00分
TEL 0824-63-1900 (3)10時00分～21時00分

　    （従業員数 6人 ）
34070- 2947581 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

時給 交替制あり
(1)10時15分～19時15分 他

不問 1 (2) 5時45分～14時45分
TEL 0824-63-6258 (3) 8時00分～17時00分

　    （従業員数 55人 ）
34070- 2950081 就業場所 広島県三次市 正社員以外 毎　週

日給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種
(1) 8時00分～17時00分 日他

不問 1
TEL 0824-54-2025

　    （従業員数 5人 ）
34070- 2951381 就業場所 広島県三次市 正社員 隔　週

松岡建設　有限会
社

広島県三次市布野町上布野１３４５－
８

土木施工管理技士
一般作業員 雇用・労災・

健康・厚生
190,350円～
235,000円

雇用期間の定めなし

社会福祉法人　く
るみ会

広島県三次市粟屋町１７１８－２ 給食調理員（コーポ
みよし）

雇用・労災・
健康・厚生・
財形145,520円～

162,640円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

えむエナジー　株
式会社

三次市十日市南１－５－８ ＳＳスタッフ
（フルサービス） 雇用・労災・

健康・厚生
205,000円～
205,000円

雇用期間の定めなし

株式会社　シナ
ジーテクニカ

広島県三次市東酒屋町３０６番地 精密機械オペレー
ター 雇用・労災・

健康・厚生
140,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

中国レミテック
株式会社

広島県三次市吉舎町敷地１ 品質管理・製造出荷
（三次工場）

雇用・労災・
健康・厚生・
財形200,000円～

250,000円
雇用期間の定めなし

株式会社　ＳＴ警
備

広島県三次市江田川之内町５０８番地
４５

交通誘導警備員
雇用・労災・
健康・厚生

216,000円～
248,400円

雇用期間の定めなし

医療法人　微風会 広島県三次市山家町６０５－２０ 作業療法士
雇用・労災・
健康・厚生・
財形240,000円～

250,000円
雇用期間の定めなし

医療法人　微風会 広島県三次市山家町６０５－２０ 理学療法士
雇用・労災・
健康・厚生・
財形240,000円～

250,000円
雇用期間の定めなし

有限会社　佐々木
利水工業

広島県三次市三次町３０３－１ 配管工
雇用・労災・
健康・厚生

200,000円～
280,000円

雇用期間の定めなし

有限会社　桟敷組 広島県三次市石原町４７６ 土木作業員
雇用・労災・
健康・厚生

184,800円～
207,900円

雇用期間の定めなし

有限会社　桟敷組 広島県三次市石原町４７６ 重機オペレーター
雇用・労災・
健康・厚生

231,000円～
231,000円

雇用期間の定めなし

有限会社　寿産業 広島県三次市吉舎町吉舎６７８－１ 溶接・鉄加工
雇用・労災・
健康・厚生

173,250円～
184,000円

雇用期間の定めなし

ユウベル　株式会
社　　　三次店

広島県三次市十日市南１丁目５－５ 葬祭スタッフ（平安
祭典）

雇用・労災・
健康・厚生・
財形166,590円～

176,500円
雇用期間の定めなし

株式会社　ジャスマッ
ク不動産　エイブル
ネットワーク三次店

広島県三次市十日市東１－４－３０ 一般営業・宅地建物
取引主任士 雇用・労災・

健康・厚生
250,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

株式会社　グラス
ワン

広島県三次市粟屋町２２３７－８ 自動車部品及びカー用品
の販売・施工（三次市） 雇用・労災・

健康・厚生
196,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

株式会社　グラス
ワン

広島県三次市粟屋町２２３７－８ 自動車整備（自動車ガラ
スの販売及び施工）（三
次市）

雇用・労災・
健康・厚生

196,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

株式会社　グラス
ワン

広島県三次市粟屋町２２３７－８ 運転業務及び作業補
助（三次市） 雇用・労災・

健康・厚生
196,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

株式会社　伯和 広島県東広島市八本松西１丁目３－４ アミューズメント店舗運
営スタッフ（幹部候補） 雇用・労災・

健康・厚生
228,400円～
238,400円

雇用期間の定めなし

内容が変更された求人や、すでに採用決定等で取り消された求人もありますので、窓口で確認してください。
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会社名 賃金形態 休日／

年齢 求人数 賃金 就業時間 (ﾊﾟｰﾄ労働日数) 加入保険等 必要な免許資格
求人番号 （パートは1時間あたり） ／週休二日制

所在地・就業場所 職種

     ℡ 0824-62-8609   

            ハローワーク三次 

             （三次公共職業安定所） ◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。 

◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。 

◎ パートタイム求人の場合、賃金欄は１時間あたりの賃金額です。また、労働時間によって記載されている各種社会保険 

    に加入できない場合があります。 

月給 変形（１ヶ月単位） 大型自動車免許二種
(1) 8時00分～17時00分 他

不問 1
TEL 0824-53-2314

　    （従業員数 14人 ）
34070- 2952681 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

月給 変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～17時00分 日祝他

不問 2
TEL 0824-62-6105

　    （従業員数 0人 ）
34070- 2953981 就業場所 広島県三次市 正社員以外 その他

日給 変形（１ヶ月単位） 看護師
(1) 7時30分～16時00分 日祝他 普通自動車免許ＡＴ

不問 1 (2) 8時30分～17時00分
TEL 0824-62-6105 (3) 9時30分～18時00分

　    （従業員数 40人 ）
34070- 2954581 就業場所 広島県三次市 正社員以外 その他

月給 変形（１ヶ月単位）
他

64歳以下 1
TEL 0824-63-5301

　    （従業員数 25人 ）
34070- 2955481 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時10分～17時10分 日祝他

45歳以下 1
TEL 0824-62-2004

　    （従業員数 15人 ）
34070- 2961981 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種
(1) 8時00分～17時00分 日他 土木施工管理技士２級

不問 1
TEL 0824-68-2734

　    （従業員数 24人 ）
34070- 2963481 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

日給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種
(1) 8時00分～17時00分 日他

不問 2
TEL 0824-66-3356

　    （従業員数 7人 ）
34070- 2964781 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

月給 変形（１ヶ月単位） 看護師
(1) 8時30分～17時10分 他 准看護師

64歳以下 1
TEL 0824-53-2016

　    （従業員数 8人 ）
34070- 2965881 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時00分～17時15分 水他

40歳以下 1
TEL 0824-64-2200

　    （従業員数 6人 ）
34070- 2968081 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

日給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分 日祝他

45歳以下 1
TEL 0824-66-2134

　    （従業員数 18人 ）
34070- 2969381 就業場所 広島県三次市 正社員 隔　週

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種
(1) 8時30分～17時15分 日祝他

不問 2
TEL 0824-63-7125

　    （従業員数 24人 ）
34070- 2970581 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時30分～17時15分 日祝他

不問 1
TEL 0824-63-7125

　    （従業員数 24人 ）
34070- 2971481 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時30分～17時15分 日祝他

不問 1
TEL 0824-63-7125

　    （従業員数 24人 ）
34070- 2972781 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

月給 臨床検査技師
(1) 8時30分～17時00分 土日祝他

不問 1 (2)17時00分～21時00分
TEL 0824-65-0101

　    （従業員数 500人 ）
34070- 2980781 就業場所 広島県三次市 正社員以外 毎　週

月給 変形（１ヶ月単位）
(1) 9時30分～18時30分 他

不問 1 (2)10時30分～19時30分
TEL 0824-62-1160

　    （従業員数 5人 ）
34070- 2983181 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

月給 中型自動車免許一種
(1) 7時45分～16時45分 土日祝他

45歳以下 1
TEL 0824-63-4008

　    （従業員数 45人 ）
34070- 2984081 就業場所 広島県三次市 正社員 毎　週

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種
(1) 7時00分～16時00分 他

不問 2 (2) 8時30分～17時30分
TEL 0847-67-2188 (3)10時30分～19時30分

　    （従業員数 64人 ）
34070- 2985381 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種
(1) 8時30分～17時30分 他 介護福祉士

不問 2 介護職員初任者研修
TEL 0847-67-2188

　    （従業員数 64人 ）
34070- 2987981 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

社会福祉法人　甲奴福
祉会　特別養護老人
ホーム　美山荘

広島県三次市甲奴町本郷１６７４ 訪問介護員
雇用・労災・
健康・厚生・
財形185,000円～

185,000円
雇用期間の定めなし

社会福祉法人　甲奴福
祉会　特別養護老人
ホーム　美山荘

広島県三次市甲奴町本郷１６７４ 介護員
雇用・労災・
健康・厚生・
財形185,000円～

185,000円
雇用期間の定めなし

株式会社　コスモ
ス

広島県三次市西酒屋町５３８番地の１ 一般作業員
雇用・労災・
健康・厚生

210,000円～
210,000円

雇用期間の定めなし

有限会社　おしゃ
れ屋

広島県三次市十日市東４丁目１－３０
サングリーン内

化粧品販売・接客
雇用・労災・
健康・厚生

165,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

市立三次中央病院【三
次市病院事業】

広島県三次市東酒屋町１０５３１番地 臨床検査技師
雇用・労災・
健康・厚生

175,700円～
183,700円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

三次自動車サービ
ス　株式会社

広島県三次市西酒屋町７５－１ 自動車整備士
雇用・労災・
健康・厚生

165,000円～
270,000円

雇用期間の定めなし

三次自動車サービ
ス　株式会社

広島県三次市西酒屋町７５－１ 営業事務（営業アシ
スタント） 雇用・労災・

健康・厚生
170,000円～
270,000円

雇用期間の定めなし

三次自動車サービ
ス　株式会社

広島県三次市西酒屋町７５－１ ルート営業
雇用・労災・
健康・厚生

175,000円～
270,000円

雇用期間の定めなし

有限会社　興和産
業

広島県三次市向江田町１５７０－１ 機材管理作業員
雇用・労災・
健康・厚生・
財形154,000円～

220,000円
雇用期間の定めなし

株式会社　佐々部
材木店

広島県三次市東酒屋町３０６－４８ 営業（注文住宅の販
売）

雇用・労災・
健康・厚生・
財形180,000円～

250,000円
雇用期間の定めなし

社会福祉法人　備
北福祉会

広島県三次市君田町東入君２０９－１ 看護職（松伯園デイサー
ビスセンター） 雇用・労災・

健康・厚生・
財形191,000円～

257,000円
雇用期間の定めなし

中国セラミックス
株式会社

広島県三次市江田川之内町９９４－１
３

屋根瓦工事
雇用・労災・
健康・厚生

194,400円～
259,200円

雇用期間の定めなし

有限会社　川地ク
ラウド

広島県三次市下川立町６３０ 建設業（土木）管理
者 雇用・労災・

健康・厚生
230,000円～
350,000円

雇用期間の定めなし

毛利醸造　株式会
社

広島県三次市三原町１８９ 製造部員
雇用・労災・
健康・厚生

163,500円～
203,500円

雇用期間の定めなし

三次フードセン
ター株式会社

広島県三次市南畑敷町４８４番地 スーパーマーケット
業務（全般） 雇用・労災・

健康・厚生
160,000円～
180,000円

雇用期間の定めなし
又は 6時00分～20時00分の
間の8時間

三次市役所 広島県三次市十日市中２丁目８番１号 看護師（子育て支援
課） 雇用・労災・

健康・厚生
164,400円～
164,400円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

三次市役所 広島県三次市十日市中２丁目８番１号 給食調理（子育て支
援課） 雇用・労災・

健康・厚生
155,700円～
155,700円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

有限会社君田交通 広島県三次市君田町東入君６８２－１ 運転手
雇用・労災・
健康・厚生

200,000円～
350,000円

雇用期間の定めなし

内容が変更された求人や、すでに採用決定等で取り消された求人もありますので、窓口で確認してください。
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会社名 賃金形態 休日／

年齢 求人数 賃金 就業時間 (ﾊﾟｰﾄ労働日数) 加入保険等 必要な免許資格
求人番号 （パートは1時間あたり） ／週休二日制

所在地・就業場所 職種

     ℡ 0824-62-8609   

            ハローワーク三次 

             （三次公共職業安定所） ◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。 

◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。 

◎ パートタイム求人の場合、賃金欄は１時間あたりの賃金額です。また、労働時間によって記載されている各種社会保険 

    に加入できない場合があります。 

時給 変形（１ヶ月単位）
(1)10時00分～19時00分 日他

不問 1
TEL 0824-44-2815

　    （従業員数 2人 ）
34070- 2989481 就業場所 広島県三次市 無期雇用派遣 派遣 その他

時給 変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～17時30分 他

不問 1
TEL 0824-44-2815

　    （従業員数 0人 ）
34070- 2991181 就業場所 広島県三次市 無期雇用派遣 派遣 その他

時給 変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～17時30分 他

不問 1
TEL 0824-44-2815

　    （従業員数 0人 ）
34070- 2992081 就業場所 広島県三次市 無期雇用派遣 派遣 その他

時給 変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～17時30分 他

不問 1
TEL 0824-44-2815

　    （従業員数 0人 ）
34070- 2996581 就業場所 広島県三次市 無期雇用派遣 派遣 その他

月給 変形（１ヶ月単位） 美容師
(1) 9時00分～19時00分 月他

30歳以下 1
TEL 0824-64-1266

　    （従業員数 9人 ）
34070- 2997481 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

月給 変形（１ヶ月単位） 美容師
(1) 9時00分～19時00分 月他

35歳以下 2
TEL 0824-64-1266

　    （従業員数 9人 ）
34070- 2998781 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

日給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種
(1) 8時00分～17時00分 日他

不問 1
TEL 0824-62-3143

　    （従業員数 3人 ）
34070- 2999881 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

日給 変形（１年単位）
(1) 8時30分～17時00分 日祝他

不問 2
TEL 0824-65-6700

　    （従業員数 25人 ）
34070- 3001381 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

日給 変形（１年単位）
(1) 8時30分～17時00分 日祝他

不問 2
TEL 0824-65-6700

　    （従業員数 25人 ）
34070- 3002681 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

日給 変形（１年単位） フォークリフト技能者
(1) 8時30分～17時00分 日祝他

不問 2
TEL 0824-65-6700

　    （従業員数 25人 ）
34070- 3003981 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

日給 変形（１年単位） 土木施工管理技士２級
(1) 8時00分～17時00分 日祝他 準中型一種（５トン限

不問 1
TEL 0824-67-3311

　    （従業員数 7人 ）
34070- 3005481 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

日給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種
(1) 8時00分～17時00分 日祝 車両系整地掘削用運転

不問 1
TEL 0824-67-3311

　    （従業員数 7人 ）
34070- 3006781 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許二種
(1) 8時00分～ 0時00分 他

18歳以上 4 (2)17時00分～ 8時00分
TEL 0824-62-2101

　    （従業員数 28人 ）
34070- 3007881 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種
(1) 8時40分～17時25分 日祝他

30歳以下 1
TEL 0824-63-4061

　    （従業員数 10人 ）
34070- 3026081 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種
(1) 7時50分～17時00分 日他

59歳以下 1
TEL 0824-68-2808

　    （従業員数 43人 ）
34070- 3028681 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

時給 変形（１ヶ月単位）
他

不問 1
TEL 0824-63-2251

　    （従業員数 64人 ）
34070- 3029981 就業場所 広島県三次市 正社員以外 その他

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時30分～17時30分 他

不問 2
TEL 0824-66-2755

　    （従業員数 40人 ）
34070- 3031881 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ
(1) 7時30分～16時30分 他

不問 3 (2) 9時00分～18時00分
TEL 0824-66-2755 (3)10時30分～19時30分

　    （従業員数 40人 ）
34070- 3032281 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

社会福祉法人　章
仁会

広島県三次市和知町１１８００番地の
２１

介護職
雇用・労災・
健康・厚生

170,000円～
190,000円

雇用期間の定めなし

社会福祉法人　章
仁会

広島県三次市和知町１１８００番地の
２１

介護職
雇用・労災・
健康・厚生

170,000円～
190,000円

雇用期間の定めなし

株式会社　ユーホー
ユーホー三次店

広島県三次市南畑敷町２６５－１ レジ
雇用・労災・
健康・厚生

145,520円～
145,520円

雇用期間の定めなし
又は 8時00分～20時00分の
間の8時間

株式会社　モルテ
ンスタンピング

広島県三次市上川立町２３８９－１ 工場現場製造管理、監督
業務　（管理職候補） 雇用・労災・

健康・厚生
191,000円～
266,000円

雇用期間の定めなし

有限会社　森岡ボ
デー

広島県三次市粟屋町２３４５－４ 自動車板金塗装工
雇用・労災・
健康・厚生

151,500円～
265,500円

雇用期間の定めなし

三次みどりタク
シー　株式会社

広島県三次市十日市中２－１２－５１ タクシー乗務員
雇用・労災・
健康・厚生

142,636円～
142,636円

雇用期間の定めなし

有限会社　高本建
設

広島県三次市下川立町６２２－５ 重機オペレーター
雇用・労災・
健康・厚生

247,500円～
337,500円

雇用期間の定めなし

有限会社　高本建
設

広島県三次市下川立町６２２－５ 現場監督
雇用・労災・
健康・厚生

270,000円～
360,000円

雇用期間の定めなし

共立機鋼　株式会
社

広島県三次市西酒屋町１０６５－１３ フォークリフトオペ
レーター

雇用・労災・
健康・厚生・
財形184,800円～

265,650円
雇用期間の定めなし

共立機鋼　株式会
社

広島県三次市西酒屋町１０６５－１３ 商品管理作業員
雇用・労災・
健康・厚生・
財形166,320円～

265,650円
雇用期間の定めなし

共立機鋼　株式会
社

広島県三次市西酒屋町１０６５－１３ 商品管理作業員（軽
作業）

雇用・労災・
健康・厚生・
財形154,770円～

166,320円
雇用期間の定めなし

有限会社　扇工業 広島県三次市畠敷町１６５２－４ 土木作業員
雇用・労災・
健康・厚生

154,000円～
264,000円

雇用期間の定めなし

有限会社　ティー
エスクラブ

広島県三次市南畑敷町２５６ スタイリスト・アシスタン
ト　アイリスト・エステ
ティシャン

雇用・労災・
健康・厚生・
財形175,000円～

350,000円
雇用期間の定めなし

有限会社　ティー
エスクラブ

広島県三次市南畑敷町２５６ 美容アシスタント
雇用・労災・
健康・厚生・
財形175,000円～

175,000円
雇用期間の定めなし

株式会社　ウイズ 広島県三次市三良坂町田利２６１－５ 介護／リカバリーセ
ンター章仁苑 雇用・労災・

健康・厚生
158,976円～
176,256円

雇用期間の定めなし

株式会社　ウイズ 広島県三次市三良坂町田利２６１－５ 看護補助／ビハーラ
花の里病院 雇用・労災・

健康・厚生
158,976円～
176,256円

雇用期間の定めなし

株式会社　ウイズ 広島県三次市三良坂町田利２６１－５ 介護／ふの慈照園
雇用・労災・
健康・厚生

158,976円～
176,256円

雇用期間の定めなし

株式会社　ウイズ 広島県三次市三良坂町田利２６１－５ 介護業務（みよし
の） 雇用・労災・

健康・厚生
158,976円～
176,256円

雇用期間の定めなし

内容が変更された求人や、すでに採用決定等で取り消された求人もありますので、窓口で確認してください。
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会社名 賃金形態 休日／

年齢 求人数 賃金 就業時間 (ﾊﾟｰﾄ労働日数) 加入保険等 必要な免許資格
求人番号 （パートは1時間あたり） ／週休二日制

所在地・就業場所 職種

     ℡ 0824-62-8609   

            ハローワーク三次 

             （三次公共職業安定所） ◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。 

◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。 

◎ パートタイム求人の場合、賃金欄は１時間あたりの賃金額です。また、労働時間によって記載されている各種社会保険 

    に加入できない場合があります。 

月給 変形（１ヶ月単位） 看護師
(1) 7時30分～16時30分 他 准看護師

不問 3 (2) 9時00分～18時00分 普通自動車免許ＡＴ
TEL 0824-66-2755 (3)10時30分～19時30分

　    （従業員数 40人 ）
34070- 3033181 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ
(1) 7時50分～16時50分 他

40歳以下 4 (2)14時45分～23時45分
TEL 0824-63-3535 (3)23時20分～ 8時20分

　    （従業員数 100人 ）
34070- 3034081 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

月給 普通自動車免許ＡＴ
(1) 7時50分～17時00分 土日祝

40歳以下 1
TEL 0824-63-3535

　    （従業員数 100人 ）
34070- 3035381 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

月給 交替制あり
(1) 8時00分～17時00分 土日他

40歳以下 2 (2)17時00分～ 2時00分
TEL 0824-62-1191

　    （従業員数 101人 ）
34070- 3036681 就業場所 広島県三次市 正社員 毎　週

時給 普通自動車免許ＡＴ
(1) 7時45分～17時00分 他

不問 3 (2) 7時00分～17時00分
TEL 0824-44-3491 (3) 8時00分～17時00分

　    （従業員数 25人 ）
34070- 3037981 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

月給 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時00分～17時00分 土日祝

不問 2
TEL 0824-65-3008

　    （従業員数 3人 ）
34070- 3038581 就業場所 広島県三次市 正社員以外 毎　週

月給 普通自動車免許一種
(1) 8時00分～16時30分 日祝

45歳以下 1
TEL 0824-55-2633

　    （従業員数 8人 ）
34070- 3042081 就業場所 広島県三次市 正社員 な　し

月給 普通自動車免許ＡＴ
(1) 9時00分～18時00分 土日祝他

不問 3
TEL 0824-62-5271

　    （従業員数 7人 ）
34070- 3044681 就業場所 広島県三次市 正社員以外 毎　週

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種
(1) 8時00分～17時00分 日祝他

35歳以下 1
TEL 0824-67-3771

　    （従業員数 40人 ）
34070- 3047481 就業場所 広島県三次市 正社員 その他 確定給付年金

日給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分 日祝他

不問 3
TEL 0824-62-5346

　    （従業員数 8人 ）
34070- 3048781 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

日給 変形（１ヶ月単位）
(1) 8時00分～17時00分 日祝他

18歳以上 10
TEL 0824-64-3108

　    （従業員数 30人 ）
34070- 3049881 就業場所 広島県三次市 正社員以外 請負 その他

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種
(1) 7時45分～16時45分 日祝他

不問 2
TEL 0824-66-2234

　    （従業員数 10人 ）
34070- 3051081 就業場所 広島県三次市 正社員 隔　週

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種
(1) 7時45分～17時15分 日祝他

35歳以下 1
TEL 0824-65-2600

　    （従業員数 8人 ）
34070- 3052381 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

時給 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時30分～17時15分 土日祝

不問 2
TEL 0824-65-6191

　    （従業員数 28人 ）
34070- 3053681 就業場所 広島県三次市 無期雇用派遣 派遣 毎　週

時給
(1) 8時00分～17時00分 土日他

不問 1
TEL 0824-65-6191

　    （従業員数 0人 ）
34070- 3056481 就業場所 広島県三次市 無期雇用派遣 派遣 毎　週

時給 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時00分～17時00分 土日他

不問 1
TEL 0824-65-6191

　    （従業員数 1人 ）
34070- 3057781 就業場所 広島県三次市 無期雇用派遣 派遣 毎　週

日給
(1) 8時00分～17時00分 他

18歳以上 5
TEL 0824-64-6001

　    （従業員数 18人 ）
34070- 3059281 就業場所 広島県三次市 正社員 毎　週

時給 変形（１年単位）
(1) 8時15分～17時00分 日他

不問 3
TEL 0824-63-1131

　    （従業員数 86人 ）
34070- 3061681 就業場所 広島県三次市 正社員以外 その他

中四国丸大食品　株式
会社　広島工場

広島県三次市粟屋町３１８５－２ 魚肉ソーセージの製造・
包装　（日勤） 雇用・労災・

健康・厚生
137,361円～
156,240円

雇用期間の定めなし

東和セキュリティサー
ビス　株式会社　三次
営業所

広島県三次市三次町１７２５－１１ 交通誘導警備
雇用・労災・
健康・厚生

162,000円～
172,800円

雇用期間の定めなし

株式会社　フロン
ティア

広島県三次市東酒屋町３０６－３５ 自動車部品製造のプレ
ス、及びそれに付随する
作業

雇用・労災・
健康・厚生

164,000円～
164,000円

雇用期間の定めなし

株式会社　フロン
ティア

広島県三次市東酒屋町３０６－３５ 部品供給・運搬作業（三
次製作所） 雇用・労災・

健康・厚生
147,600円～
164,000円

雇用期間の定めなし

株式会社　フロン
ティア

広島県三次市東酒屋町３０６－３５ 樹脂サッシ（窓）の製造
工程　（ＹＫＫＡＰ） 雇用・労災・

健康・厚生
154,167円～
161,875円

雇用期間の定めなし

三共リース　株式会社
三次営業所

広島県三次市東酒屋町１１４９ 機械修理
雇用・労災・
健康・厚生

170,100円～
261,300円

雇用期間の定めなし

有限会社　エイブ
ル　生コン工場

広島県三次市高杉町１４７０－３ 生コンの試験業務
雇用・労災・
健康・厚生

185,000円～
235,000円

雇用期間の定めなし

企業警備保障　株式会
社　三次営業所

広島県三次市粟屋町２２２３－１ 警備員（交通誘導・
駐車場） 雇用・労災・

健康・厚生
184,000円～
203,440円

雇用期間の定めなし

有限会社　マサヨ
シ

広島県三次市畠敷町１０５６－７ 作業員
雇用・健康・
厚生

186,400円～
279,600円

雇用期間の定めなし

美建工業　株式会
社　三次工場

広島県三次市上川立町１８６１－１ コンクリートの品質
管理

雇用・労災・
健康・厚生・
財形180,000円～

220,000円
雇用期間の定めなし

あいおいニッセイ同和
損害保険株式会社　広
島支店　三次支社

広島県三次市南畑敷町３４２－２ インシュアランス・プ
ロ・エージェント社員
（営業）

雇用・労災・
健康・厚生・
財形200,000円～

450,000円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

株式会社　守岡林
産

広島県三次市作木町光守１４３ 林業作業員
雇用・労災・
健康・厚生

200,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

測量調査　ＫＡＭ
ＥＹＡＭＡ

広島県三次市和知町１８４２－１ 測量助手

雇用・労災
168,000円～
184,800円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

農事組合法人　三良坂
ピオーネ生産組合

広島県三次市三良坂町灰塚１６９５ 農作業
雇用・労災・
健康・厚生・
財形155,720円～

155,720円
雇用期間の定めなし

ＪＵＫＩ広島　株
式会社

広島県三次市東酒屋町３０６－３１ 自動車部品のロボッ
ト溶接作業 雇用・労災・

健康・厚生
190,000円～
230,000円

雇用期間の定めなし

三甲　株式会社
広島工場

広島県三次市南畑敷町　三次ハイテク
団地８７０－９

加工（検査・梱包）
雇用・労災・
健康・厚生・
財形157,500円～

214,620円
雇用期間の定めなし

三甲　株式会社
広島工場

広島県三次市南畑敷町　三次ハイテク
団地８７０－９

成形検査
雇用・労災・
健康・厚生・
財形168,000円～

238,560円
雇用期間の定めなし

社会福祉法人　章
仁会

広島県三次市和知町１１８００番地の
２１

看護師・准看護師
雇用・労災・
健康・厚生

180,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

内容が変更された求人や、すでに採用決定等で取り消された求人もありますので、窓口で確認してください。
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会社名 賃金形態 休日／

年齢 求人数 賃金 就業時間 (ﾊﾟｰﾄ労働日数) 加入保険等 必要な免許資格
求人番号 （パートは1時間あたり） ／週休二日制

所在地・就業場所 職種

     ℡ 0824-62-8609   

            ハローワーク三次 

             （三次公共職業安定所） ◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。 

◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。 

◎ パートタイム求人の場合、賃金欄は１時間あたりの賃金額です。また、労働時間によって記載されている各種社会保険 

    に加入できない場合があります。 

時給 変形（１年単位）
(1) 8時15分～17時00分 日他

不問 1
TEL 0824-63-1131

　    （従業員数 86人 ）
34070- 3062981 就業場所 広島県三次市 正社員以外 その他

時給 変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時00分～18時00分 他

不問 2
TEL 0824-64-5070

　    （従業員数 15人 ）
34070- 3064481 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

月給 変形（１ヶ月単位） 理容師
(1) 9時00分～18時00分 月他 美容師

不問 2 (2) 9時30分～18時30分
TEL 0824-62-2873 (3)10時00分～19時00分

　    （従業員数 2人 ）
34070- 3065781 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

時給 自動二輪車免許
(1) 8時00分～16時45分 日祝他 原動機付自転車免許

不問 1
TEL 0824-62-2505

　    （従業員数 108人 ）
34070- 3068181 就業場所 広島県三次市 正社員以外 毎　週

時給 自動二輪車免許
(1) 8時00分～16時45分 日祝他 原動機付自転車免許

不問 3
TEL 0824-62-2505

　    （従業員数 108人 ）
34070- 3069081 就業場所 広島県三次市 正社員以外 毎　週

時給 変形（１ヶ月単位）
(1) 9時00分～18時00分 他

不問 1
TEL 0824-63-3111

　    （従業員数 50人 ）
34070- 3074881 就業場所 広島県三次市 正社員以外 その他

月給 変形（１ヶ月単位） 医療事務管理士１級
(1) 8時30分～17時00分 他 医療事務管理士２級

不問 2 (2) 9時00分～17時30分
TEL 0824-62-2888

　    （従業員数 132人 ）
34070- 3078381 就業場所 広島県三次市 正社員以外 その他

月給 変形（１ヶ月単位）
他

不問 2
TEL 0824-62-2888

　    （従業員数 220人 ）
34070- 3079681 就業場所 広島県三次市 正社員 その他 確定拠出年金

月給 変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～17時00分 他

不問 2 (2) 9時00分～17時30分
TEL 0824-62-2888

　    （従業員数 50人 ）
34070- 3080481 就業場所 広島県三次市 正社員 その他 確定拠出年金

月給 変形（１ヶ月単位）
(1) 9時30分～18時30分 他

不問 1 (2)10時30分～19時30分
TEL 0824-62-1128

　    （従業員数 7人 ）
34070- 3082881 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種
(1) 8時00分～17時00分 日他 土木施工管理技士２級

不問 1
TEL 0824-54-2019

　    （従業員数 9人 ）
34070- 3083281 就業場所 広島県三次市 正社員以外 その他

月給 看護師
(1) 8時30分～18時00分 日祝他 准看護師

不問 1 (2) 8時30分～13時00分
TEL 0824-62-0119

　    （従業員数 8人 ）
34070- 3084181 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

日給 中型自動車免許一種
(1) 8時00分～17時00分 土日他 準中型自動車免許

不問 2 準中型一種（５トン限
TEL 0824-66-1935

　    （従業員数 8人 ）
34070- 3086381 就業場所 広島県三次市 正社員 毎　週

月給 変形（１ヶ月単位） 准看護師
(1) 8時30分～17時00分 他

不問 3 (2) 9時00分～17時30分
TEL 0824-62-2888

　    （従業員数 220人 ）
34070- 3087681 就業場所 広島県三次市 正社員 その他 確定拠出年金

月給
(1) 9時00分～17時30分 日他

不問 2
TEL 0824-62-2888

　    （従業員数 132人 ）
34070- 3088981 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種
(1) 8時00分～17時00分 日他

45歳以下 1
TEL 0847-67-2021

　    （従業員数 8人 ）
34070- 3092181 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

月給 柔道整復師
(1) 9時00分～20時00分 日祝

不問 1
TEL 0824-63-1105

　    （従業員数 3人 ）
34070- 3094381 就業場所 広島県三次市 正社員 な　し

月給
(1) 9時00分～20時00分 日祝

不問 1
TEL 0824-63-1105

　    （従業員数 3人 ）
34070- 3095681 就業場所 広島県三次市 正社員 な　し

整骨鍼灸院　たい
よう

広島県三次市十日市東１丁目１－６ 受付・美容

雇用・労災
151,000円～
277,000円

雇用期間の定めなし

整骨鍼灸院　たい
よう

広島県三次市十日市東１丁目１－６ 柔道整復師

雇用・労災
161,000円～
297,000円

雇用期間の定めなし

有限会社　甲奴砕
石

広島県三次市甲奴町小童２６２１ 砕石、砂製造販売
雇用・労災・
健康・厚生・
財形180,000円～

250,000円
雇用期間の定めなし

医療法人　新和会 広島県三次市粟屋町１７３１番地 支援相談員
雇用・労災・
健康・厚生

145,000円～
145,000円

雇用期間の定めなし

医療法人　新和会 広島県三次市粟屋町１７３１番地 准看護師
雇用・労災・
健康・厚生・
財形190,000円～

205,000円
雇用期間の定めなし

株式会社　マツセ 広島県三次市大田幸町甲２８２０－２ 工事作業員
雇用・労災・
健康・厚生

194,400円～
194,400円

雇用期間の定めなし

医療法人社団　あ
んどう眼科医院

広島県三次市三次町１３０８－１ 正・准看護師
雇用・労災・
健康・厚生

190,000円～
210,000円

雇用期間の定めなし

三次レミコン　株
式会社

広島県三次市布野町下布野８５２－１ 土木施工管理技士
雇用・労災・
健康・厚生

200,000円～
300,000円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

株式会社　サンク
リエイト

広島県三次市十日市東４丁目１－３０
サングリーン１階　「サン薬局」

販売
雇用・労災・
健康・厚生

160,000円～
180,000円

雇用期間の定めなし

医療法人　新和会 広島県三次市粟屋町１７３１番地 介護職員
雇用・労災・
健康・厚生・
財形140,000円～

140,000円
雇用期間の定めなし

医療法人　新和会 広島県三次市粟屋町１７３１番地 調理員
雇用・労災・
健康・厚生・
財形140,000円～

140,000円
雇用期間の定めなし

又は 5時30分～18時30分の
間の7時間程度

医療法人　新和会 広島県三次市粟屋町１７３１番地 医療事務
雇用・労災・
健康・厚生

140,000円～
140,000円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

有限会社ビクトリー観光
三次グランドホテル
（伯和グループ）

広島県三次市十日市南１丁目１０－１ フロント係（日勤）
雇用・労災・
健康・厚生

146,880円～
155,520円

雇用期間の定めなし

日本郵便株式会社　郵
便事業総本部　三次郵
便局

広島県三次市十日市東４丁目２－２ 郵便外務事務
雇用・労災・
健康・厚生

159,600円～
248,640円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

日本郵便株式会社　郵
便事業総本部　三次郵
便局

広島県三次市十日市東４丁目２－２ 郵便外務事務（吉舎
郵便局） 雇用・労災・

健康・厚生
159,600円～
248,640円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

ヘアーサロン
ハッピー

広島県三次市十日市東一丁目３－２２ 理容師、理容師補助者
美容師、美容師補助者

雇用・労災
158,860円～
350,000円

雇用期間の定めなし

株式会社ＴＰユニ
バーサル

広島県三次市粟屋町２３６８－１ 運転手
雇用・労災・
健康・厚生

145,844円～
182,800円

雇用期間の定めなし

中四国丸大食品　株式
会社　広島工場

広島県三次市粟屋町３１８５－２ 品質管理業務
雇用・労災・
健康・厚生

137,361円～
156,240円

雇用期間の定めなし

内容が変更された求人や、すでに採用決定等で取り消された求人もありますので、窓口で確認してください。
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会社名 賃金形態 休日／

年齢 求人数 賃金 就業時間 (ﾊﾟｰﾄ労働日数) 加入保険等 必要な免許資格
求人番号 （パートは1時間あたり） ／週休二日制

所在地・就業場所 職種

     ℡ 0824-62-8609   

            ハローワーク三次 

             （三次公共職業安定所） ◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。 

◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。 

◎ パートタイム求人の場合、賃金欄は１時間あたりの賃金額です。また、労働時間によって記載されている各種社会保険 

    に加入できない場合があります。 

月給 変形（１ヶ月単位）
(1) 7時00分～16時00分 他

不問 2 (2) 8時30分～17時30分
TEL 0824-64-3336 (3)11時00分～20時00分

　    （従業員数 15人 ）
34070- 3097581 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

月給 変形（１ヶ月単位） 介護福祉士
(1) 7時00分～16時00分 他

不問 2 (2) 8時30分～17時30分
TEL 0824-64-3336 (3)11時00分～20時00分

　    （従業員数 15人 ）
34070- 3098481 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

月給 変形（１ヶ月単位）
(1)16時00分～10時00分 他

18歳以上 2
TEL 0824-64-3336

　    （従業員数 15人 ）
34070- 3099781 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

月給 歯科衛生士
(1) 8時30分～18時00分 日祝他

不問 1
TEL 0824-62-0418

　    （従業員数 9人 ）
34070- 3102781 就業場所 広島県三次市 正社員 毎　週

月給 変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～18時00分 日祝他

29歳以下 1
TEL 0824-62-0418

　    （従業員数 9人 ）
34070- 3103881 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

月給
(1) 9時00分～19時00分 月他

35歳以下 2 (2)11時00分～19時00分
TEL 0824-63-8780

　    （従業員数 6人 ）
34070- 3105181 就業場所 広島県三次市 正社員 毎　週

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種
(1) 7時00分～16時00分 他 中型自動車免許一種

不問 3 準中型自動車免許
TEL 0824-62-0770

　    （従業員数 47人 ）
34070- 3106081 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

時給 変形（１ヶ月単位）
(1)23時00分～ 8時00分 他

18歳～59歳 2 (2) 9時00分～18時00分
TEL 0824-62-0770

　    （従業員数 48人 ）
34070- 3107381 就業場所 広島県三次市 正社員以外 その他

月給
(1) 9時00分～17時00分 土日祝他

40歳以下 5
TEL 0824-62-7966

　    （従業員数 17人 ）
34070- 3108681 就業場所 広島県三次市 正社員 毎　週

日給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種
(1) 8時00分～16時20分 日祝他

不問 2
TEL 0824-64-0123

　    （従業員数 29人 ）
34070- 3109981 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

月給 変形（１年単位） 中型一種（８ｔ限定）
(1) 5時00分～14時00分 日祝他

不問 2 (2) 8時00分～17時00分
TEL 0824-62-8567

　    （従業員数 29人 ）
34070- 3111881 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

日給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種
(1) 8時15分～17時15分 日祝他

不問 1
TEL 0824-63-4372

　    （従業員数 14人 ）
34070- 3115381 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許二種
(1) 9時00分～23時00分 他

59歳以下 1 (2) 8時00分～20時00分
TEL 0824-62-2693 (3)18時00分～ 8時00分

　    （従業員数 27人 ）
34070- 3117981 就業場所 広島県三次市 正社員 な　し

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時30分～17時15分 日祝他

45歳以下 3 (2)15時30分～ 9時30分
TEL 0847-67-5051

　    （従業員数 34人 ）
34070- 3118581 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

月給 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時00分～17時00分 日祝他

45歳以下 1
TEL 0824-63-6039

　    （従業員数 2人 ）
34070- 3119481 就業場所 広島県三次市 正社員 毎　週

月給 変形（１年単位） 大型自動車免許一種
(1)14時00分～23時00分 日祝他

不問 1
TEL 0824-63-8315

　    （従業員数 23人 ）
34070- 3121181 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種
他

37歳以下 2
TEL 080-5068-1617

　    （従業員数 27人 ）
34070- 3124681 就業場所 広島県三次市 正社員 その他 厚生年金基金

月給 普通自動車免許ＡＴ
(1) 9時00分～17時00分 土日祝他

40歳以下 5
TEL 0826-42-1241

　    （従業員数 19人 ）
34071- 1501081 就業場所 広島県三次市 正社員 毎　週

富国生命保険相互会社
広島支社　安芸高田営
業所

広島県安芸高田市吉田町吉田６２４－
３

営業総合職（営業所
長候補生）

雇用・労災・
健康・厚生・
財形220,000円～

400,000円
雇用期間の定めなし

ヤマト運輸株式会
社　三次町セン
ター

広島県三次市畠敷町８５９－１ セールスドライバー
雇用・労災・
健康・厚生・
財形167,040円～

173,760円
雇用期間の定めなし

又は 7時50分～21時00分の
間の8時間

矢野運送　株式会
社　北部営業所

広島県三次市東酒屋町３０６－３９ 大型トラック乗務員
雇用・労災・
健康・厚生

171,400円～
257,400円

雇用期間の定めなし

株式会社　Ａｓｈ 広島県三次市西酒屋町７０５－１ サッシ・ウッドリペ
ア業務 雇用・労災・

健康・厚生
150,000円～
230,000円

雇用期間の定めなし

社会福祉法人　あ
らくさ

広島県三次市甲奴町本郷１２１５－１ 作業・生活支援員
雇用・労災・
健康・厚生

146,000円～
218,000円

雇用期間の定めなし

株式会社アサヒタ
クシー三次

広島県三次市十日市東３丁目２－２６ タクシー運転手（正
勤務） 雇用・労災・

健康・厚生
143,480円～
143,480円

雇用期間の定めなし

株式会社永谷鉄工 広島県三次市四拾貫町７５０－６ ＣＡＤオペレーター
雇用・労災・
健康・厚生

250,560円～
300,240円

雇用期間の定めなし

株式会社　ゆだ
広島営業所

広島県三次市南畑敷町８７０－２９ 運転手（中型及び小
型） 雇用・労災・

健康・厚生
270,000円～
350,000円

雇用期間の定めなし

三次地方森林組合 広島県三次市東酒屋町１１８０番地の
２

林業作業員
雇用・労災・
健康・厚生

183,600円～
205,200円

雇用期間の定めなし

富国生命保険相互会社
広島支社　三次営業所

広島県三次市十日市東４丁目１－３０
サングリーン２Ｆ

営業総合職
雇用・労災・
健康・厚生・
財形220,000円～

400,000円
雇用期間の定めなし

福山通運　株式会
社　三次営業所

広島県三次市東酒屋町３０６－５０ 業務
雇用・労災・
健康・厚生

144,160円～
149,248円

雇用期間の定めなし

福山通運　株式会
社　三次営業所

広島県三次市東酒屋町３０６－５０ 集配運転者
雇用・労災・
健康・厚生

160,000円～
322,500円

雇用期間の定めなし

有限会社タケノ（ｄｒ
ａｇ　ｈａｉｒ）

広島県三次市西酒屋町１７９－７ 美容師（見習い可）
雇用・労災・
健康・厚生

165,000円～
500,000円

雇用期間の定めなし

医療法人ともみ会　大
倉歯科医院

広島県三次市南畑敷町１４０－５ 歯科助手
雇用・労災・
健康・厚生

160,000円～
280,000円

雇用期間の定めなし

医療法人ともみ会　大
倉歯科医院

広島県三次市南畑敷町１４０－５ 歯科衛生士
雇用・労災・
健康・厚生

220,000円～
335,000円

雇用期間の定めなし

株式会社　Ｇトラスト
（グループホーム三次
楽々苑）

広島県三次市南畑敷町１９８－２ 夜勤専任介護職
雇用・労災・
健康・厚生

146,200円～
189,200円

雇用期間の定めなし

株式会社　Ｇトラスト
（グループホーム三次
楽々苑）

広島県三次市南畑敷町１９８－２ 一般介護職（介護福
祉士） 雇用・労災・

健康・厚生
151,200円～
204,200円

雇用期間の定めなし

株式会社　Ｇトラスト
（グループホーム三次
楽々苑）

広島県三次市南畑敷町１９８－２ 一般介護職
雇用・労災・
健康・厚生

146,200円～
189,200円

雇用期間の定めなし

内容が変更された求人や、すでに採用決定等で取り消された求人もありますので、窓口で確認してください。
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会社名 賃金形態 休日／

年齢 求人数 賃金 就業時間 (ﾊﾟｰﾄ労働日数) 加入保険等 必要な免許資格
求人番号 （パートは1時間あたり） ／週休二日制

所在地・就業場所 職種

     ℡ 0824-62-8609   

            ハローワーク三次 

             （三次公共職業安定所） ◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。 

◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。 

◎ パートタイム求人の場合、賃金欄は１時間あたりの賃金額です。また、労働時間によって記載されている各種社会保険 

    に加入できない場合があります。 

日給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種
(1) 8時00分～17時00分 日他 動力車操縦者（鉄道）

18歳～45歳 1 (2)20時00分～ 5時00分 その他の鉄道（軌道）
TEL 0826-57-1314

　    （従業員数 42人 ）
34071- 1541281 就業場所 広島県三次市 正社員 隔　週

月給 普通自動車免許一種
(1) 8時10分～17時10分 土日他

30歳以下 1
TEL 0826-46-2027

　    （従業員数 5人 ）
34071- 1546981 就業場所 広島県三次市 正社員 毎　週

時給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分 日祝他

不問 2
TEL 0824-72-0914

　    （従業員数 16人 ）
34072- 1756381 就業場所 広島県三次市 正社員 その他 税制適格年金

時給
(1) 8時00分～16時30分 日祝他

不問 1
TEL 0824-72-0655

　    （従業員数 120人 ）
34072- 1767581 就業場所 広島県三次市 正社員 請負 その他

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時20分～17時00分 他

不問 5 (2)20時10分～ 5時10分
TEL 082-281-6451

　    （従業員数 45人 ）
34140-21476981 就業場所 広島県三次市 正社員 その他 厚生年金基金

日給
(1) 8時00分～17時00分 他

18歳以上 2 (2)21時00分～ 6時00分
TEL 082-251-1166

　    （従業員数 8人 ）
34140-21511081 就業場所 広島県三次市 正社員以外 請負 毎　週

月給 変形（１ヶ月単位） 大型自動車免許一種
(1) 8時30分～17時30分 日祝他

35歳以下 1
TEL 0829-37-0234

　    （従業員数 25人 ）
34150- 3714481 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種
(1) 8時00分～17時00分 日祝他 貨物事業運行管理者

不問 1
TEL 083-927-1100

　    （従業員数 90人 ）
35010-11402381 就業場所 広島県三次市 正社員 その他 厚生年金基金

時給
(1)13時30分～20時30分 他

不問 1
TEL 06-4792-3282

　    （従業員数 6人 ）
27010-72366081 就業場所 広島県三次市 パート労働者 その他

時給 実用英語検定２級
日他

不問 1
TEL 052-777-3323

　    （従業員数 1人 ）
23010-38481081 就業場所 広島県三次市 パート労働者 その他

時給
他

不問 2
TEL 0824-69-0033

　    （従業員数 4人 ）
34070- 3205981 就業場所 広島県三次市 パート労働者 その他

時給
(1)17時00分～22時00分 他

不問 1
TEL 0820-22-7780

　    （従業員数 28人 ）
35100- 3656281 就業場所 広島県三次市 パート労働者 その他

時給
他

不問 3
TEL 082-420-0100

　    （従業員数 17人 ）
34020-14417781 就業場所 広島県三次市 パート労働者 毎　週

時給 普通自動車免許ＡＴ
(1)14時00分～18時00分 日祝他 保育士

不問 1 (2)12時30分～15時30分
TEL 0824-65-2540 (3)13時00分～17時00分

　    （従業員数 6人 ）
34070- 3195881 就業場所 広島県三次市 パート労働者 その他

時給 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時15分～10時00分 土日他

不問 1 (2)15時45分～17時15分
TEL 0824-62-1108

　    （従業員数 71人 ）
34070- 3197181 就業場所 広島県三次市 パート労働者 毎　週

時給
土日祝他

不問 1
TEL 0824-62-5680

　    （従業員数 1人 ）
34070- 3199381 就業場所 広島県三次市 パート労働者 毎　週

時給 理学療法士
日祝他 作業療法士

不問 3
TEL 0824-63-1000

　    （従業員数 11人 ）
34070- 3193481 就業場所 広島県三次市 パート労働者 毎　週

株式会社　ゆだ 山口県山口市大内長野４６２－１ 営業所所長（総合管理責
任者）／広島営業所 雇用・労災・

健康・厚生
476,000円～
577,000円

雇用期間の定めなし

西部運輸　株式会
社　広島支店

広島県廿日市市宮内工業団地１－１ 事務管理スタッフ
（三次）

雇用・労災・
健康・厚生・
財形220,000円～

320,000円
雇用期間の定めなし

株式会社　ソルコムビ
ジネスサービス

広島県広島市南区皆実町１丁目１０－
２

交通誘導警備／三次
市他 雇用・労災・

健康・厚生
155,040円～
155,040円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

広島精密工業　株
式会社

広島県広島市南区大州２丁目５番１３
号

輸送用自動車部品製
造職／三次市

雇用・労災・
健康・厚生・
財形160,000円～

225,000円
雇用期間の定めなし

株式会社　チュー
ゲイ

広島県庄原市中本町一丁目３－３１ 洗濯業務【ビハーラ
花の里病院】

雇用・労災・
健康・厚生・
財形143,325円～

151,288円
雇用期間の定めなし

有限会社　林商会 庄原市東本町３－９－１２ 溶接（三次営業所）
雇用・労災・
健康・厚生・
財形198,375円～

232,875円
雇用期間の定めなし

株式会社　望月製
作所

安芸高田市向原町戸島１－２０ 溶接及び金属加工な
どの業務 雇用・労災・

健康・厚生
180,000円～
180,000円

雇用期間の定めなし

株式会社　和田組 広島県安芸高田市高宮町房後１２５－
２０

軌道工事従事者
雇用・労災・
健康・厚生・
財形184,800円～

369,600円
雇用期間の定めなし

株式会社　ワッツ
西日本販売

大阪市中央区城見１－４－７０　住友
生命ＯＢＰプラザビル５階

１００円ショップの販売
等（ミーツ三次店）

労災

850円～880円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

週4日程度

ここからパート求人です

イッティージャパンウ
エスト　株式会社

愛知県名古屋市名東区社台３－２３０ 子ども英会話講師
広島三次教室【三次市】

労災・健康

1,000円～2,500円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

週2日～5日
程度又は14時00分～22時00分の

間の3時間以上

手もみ屋本舗　三
次駅前店

広島県三次市十日市南１丁目５－３ リラクゼーション・
セラピスト 雇用・労災

900円～1,200円雇用期間の定めなし 週2日～6日
又は 9時00分～22時15分の
間の6時間程度

有限会社　フジマ 山口県柳井市柳井９８７番地 調理補助（さざん亭三次
店）（１７：００～２
２：００） 雇用・労災

850円～850円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

週4日～6日

株式会社　大創産業
（ＤＡＩＳＯ／ダイ
ソー）

広島県東広島市西条吉行東１丁目４番
１４号

販売（ダイソー三次
店） 労災

880円～930円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

週2日以上
又は 9時00分～21時10分の
間の3時間以上

有限会社　ブレイクス
ルー　（グループホーム
楽居・デイサービス楽
居・コミュニティー楽
居）

広島県三次市南畑敷町４８８番３ 放課後等デイサービス児
童指導員・送迎業務

雇用・労災

1,000円～1,000円雇用期間の定めなし 週3日～6日
程度

一般社団法人　三
次地区医師会

広島県三次市十日市東３丁目１６－１ 送迎業務【介護老人保健
施設「あさぎり」】

労災

1,000円～1,000円雇用期間の定めなし 週5日～5日
程度

田邊宣昭税理士事
務所

広島県三次市畠敷町９０７ 事務員

労災

950円～950円雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

週5日程度
又は 8時30分～17時00分の
間の3時間程度

山田整形外科医院 広島県三次市十日市西６丁目６番１０
号

理学療法士、作業療
法士 労災

1,500円～1,500円雇用期間の定めなし 週3日以上
又は 8時15分～17時45分の
間の3時間以上

内容が変更された求人や、すでに採用決定等で取り消された求人もありますので、窓口で確認してください。
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会社名 賃金形態 休日／

年齢 求人数 賃金 就業時間 (ﾊﾟｰﾄ労働日数) 加入保険等 必要な免許資格
求人番号 （パートは1時間あたり） ／週休二日制

所在地・就業場所 職種

     ℡ 0824-62-8609   

            ハローワーク三次 

             （三次公共職業安定所） ◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。 

◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。 

◎ パートタイム求人の場合、賃金欄は１時間あたりの賃金額です。また、労働時間によって記載されている各種社会保険 

    に加入できない場合があります。 

時給
(1) 6時00分～ 9時00分 他

不問 5 (2)10時00分～16時00分
TEL 0824-63-7883 (3)16時00分～22時00分

　    （従業員数 8人 ）
34070- 3194781 就業場所 広島県三次市 パート労働者 その他

時給
他

不問 5
TEL 03-5839-2608

　    （従業員数 20人 ）
13030-21261581 就業場所 広島県三次市 パート労働者 その他

時給 美容師
月他

不問 2
TEL 0824-53-1250

　    （従業員数 0人 ）
34070- 3185481 就業場所 広島県三次市 パート労働者 その他

時給 メディクラーク２級
水他 医療事務管理士２級

59歳以下 1
TEL 0824-65-1071

　    （従業員数 10人 ）
34070- 3189181 就業場所 広島県三次市 パート労働者 毎　週

時給
(1)10時00分～17時00分 他

18歳以上 2
TEL 0824-63-0005

　    （従業員数 9人 ）
34070- 3190681 就業場所 広島県三次市 パート労働者 毎　週

時給 普通自動車免許ＡＴ
(1) 9時00分～14時00分 他 普通自動車免許一種

不問 2 (2)16時00分～21時00分
TEL 0120-789-635

　    （従業員数 49人 ）
27020-67139981 就業場所 広島県三次市 パート労働者 毎　週

時給
他

18歳以上 5
TEL 06-6368-1020

　    （従業員数 150人 ）
27060-35451781 就業場所 広島県三次市 パート労働者 その他

時給
他

不問 5
TEL 082-942-1007

　    （従業員数 8人 ）
34010-55145581 就業場所 広島県三次市 パート労働者 毎　週

時給 普通自動車免許ＡＴ
他

不問 1
TEL 082-942-1007

　    （従業員数 10人 ）
34010-55167081 就業場所 広島県三次市 パート労働者 請負 毎　週

時給 介護福祉士
(1) 6時00分～ 9時00分 他 ホームヘルパー２級

不問 2 (2) 8時30分～17時30分 介護職員基礎研修
TEL 082-270-2266 (3)17時00分～22時00分

　    （従業員数 10人 ）
34010-55314481 就業場所 広島県三次市 パート労働者 その他

時給
他

18歳以上 2
TEL 0824-63-0005

　    （従業員数 9人 ）
34070- 3181381 就業場所 広島県三次市 パート労働者 毎　週

時給 歯科衛生士
(1) 9時00分～18時30分 木日祝

不問 1 (2) 9時00分～13時00分
TEL 0824-64-3132

　    （従業員数 6人 ）
34070- 3183981 就業場所 広島県三次市 パート労働者 毎　週

時給
(1) 9時00分～18時30分 木日祝他

不問 1 (2) 9時00分～13時00分
TEL 0824-64-3132

　    （従業員数 6人 ）
34070- 3184581 就業場所 広島県三次市 パート労働者 毎　週

時給 普通自動車免許ＡＴ
土日他

不問 1
TEL 0824-53-7021

　    （従業員数 70人 ）
34070- 3161781 就業場所 広島県三次市 パート労働者 毎　週

時給
他

不問 5
TEL 0824-62-7700

　    （従業員数 30人 ）
34070- 3166381 就業場所 広島県三次市 パート労働者 毎　週

時給
(1) 7時00分～12時00分 他

不問 3 (2) 9時30分～18時30分
TEL 0824-65-1122 (3)17時00分～21時00分

　    （従業員数 45人 ）
34070- 3167681 就業場所 広島県三次市 パート労働者 毎　週

時給 看護師
(1) 9時30分～18時30分 日祝他 准看護師

不問 1 (2)13時30分～18時30分
TEL 0824-65-1122

　    （従業員数 43人 ）
34070- 3169581 就業場所 広島県三次市 パート労働者 その他

時給
他

不問 1
TEL 0824-64-7685

　    （従業員数 6人 ）
34070- 3170881 就業場所 広島県三次市 パート労働者 請負 毎　週

有限会社　ポサス 広島県三次市十日市東５丁目６－４８ 販売員

雇用・労災

880円～900円雇用期間の定めなし 週3日～5日

チムニー　株式会
社

東京都台東区柳橋２－１９－６　柳橋
ファーストビル３階

ホール・キッチン／魚鮮
水産／三次駅前店

労災

1,000円～1,000円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

週1日以上
又は14時00分～ 1時00分の
間の4時間以上

ＢＡＬＡＮＣＥ 広島県三次市十日市東５丁目２－３９ 美容師

850円～1,300円雇用期間の定めなし 週3日～5日
程度又は 9時00分～17時00分の

間の6時間以上

医療法人社団　こ
ね森内科医院

広島県三次市十日市東四丁目１番１号
サングリ－ン第２ビル１Ｆ

医療事務

雇用・労災

1,000円～1,200円雇用期間の定めなし 週4日程度
又は 8時30分～19時00分の
間の4時間以上

パチンコ　ポパイ　三
次店　（有限会社　新
開）

広島県三次市十日市東４丁目１０－１
１

清掃

労災

844円～844円雇用期間の定めなし 週3日程度

佐川急便株式会社 大阪市此花区島屋４丁目４－５１ 軽四セールスドライバー
職（三次営業所）

労災

1,100円～1,100円雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

週3日

株式会社　あきん
どスシロー

吹田市江坂町１－２２－２ キッチン・ホールスタッ
フ（スシロー三次十日市
店）

雇用・労災・
健康・厚生

950円～950円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

週2日以上
又は 9時00分～22時00分の
間の3時間以上

株式会社　日本斎
苑

広島県広島市中区本川町２丁目１－９
日宝本川町ビル８階

コンビニエンスストア販
売店員／三次市

雇用・労災

850円～1,000円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

週4日～5日
程度又は 0時00分～23時59分の

間の6時間程度

株式会社　日本斎
苑

広島県広島市中区本川町２丁目１－９
日宝本川町ビル８階

セレモニー（火葬業務除
く）／三次市

労災

850円～1,000円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

週3日～5日
又は 8時00分～18時00分の
間の6時間程度

サンキ・ウエル
ビィ　株式会社

広島県広島市西区商工センター６－１
－１１

ホームヘルパー（訪問介
護）／三次市十日市中

労災

1,250円～1,550円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

週1日～5日
程度又は 7時00分～22時00分の

間の1時間以上

パチンコ　ポパイ　三
次店　（有限会社　新
開）

広島県三次市十日市東４丁目１０－１
１

ホール係
雇用・労災・
健康・厚生

1,100円～1,100円雇用期間の定めなし 週5日程度
又は 8時30分～ 0時00分の間
の6時間程度

まつお歯科医院 広島県三次市畠敷町２４－１ 歯科衛生士

雇用・労災

1,000円～1,500円雇用期間の定めなし 週5日以内

まつお歯科医院 広島県三次市畠敷町２４－１ 歯科受付・診療補助

雇用・労災

900円～1,200円雇用期間の定めなし 週3日～5日
程度

株式会社　君田ト
エンティワン

広島県三次市君田町泉吉田３１１－３ 経理事務
雇用・労災・
健康・厚生

900円～1,000円雇用期間の定めなし 週5日程度
又は 9時30分～17時30分の
間の6時間程度

医療法人　微風会 広島県三次市山家町６０５－２０ 介護職員

労災

850円～1,000円雇用期間の定めなし 週3日～4日
程度又は 8時30分～17時00分の

間の2時間以上

株式会社　ディ
ア・レスト三次

広島県三次市十日市中三丁目６番６号 介護業務

雇用・労災

850円～950円雇用期間の定めなし 週2日～5日
程度又は 7時00分～21時00分の

間の4時間程度

株式会社　ディ
ア・レスト三次

広島県三次市十日市中三丁目６番６号 看護師

雇用・労災

1,200円～1,500円雇用期間の定めなし 週2日～3日
程度

株式会社　暮らし
サポートみよし

広島県三次市十日市東３丁目１４番２
５号
　生涯学習センター１階

一般事務

労災

900円～900円雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

週4日程度
又は 8時30分～17時15分の
間の4時間以上

内容が変更された求人や、すでに採用決定等で取り消された求人もありますので、窓口で確認してください。
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会社名 賃金形態 休日／

年齢 求人数 賃金 就業時間 (ﾊﾟｰﾄ労働日数) 加入保険等 必要な免許資格
求人番号 （パートは1時間あたり） ／週休二日制

所在地・就業場所 職種

     ℡ 0824-62-8609   

            ハローワーク三次 

             （三次公共職業安定所） ◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。 

◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。 

◎ パートタイム求人の場合、賃金欄は１時間あたりの賃金額です。また、労働時間によって記載されている各種社会保険 

    に加入できない場合があります。 

時給 普通自動車免許一種
(1) 9時00分～16時00分 土日 簿記検定（日商３級）

不問 1
TEL 0824-63-4111

　    （従業員数 3人 ）
34070- 3171281 就業場所 広島県三次市 パート労働者 毎　週

時給
土日祝他

不問 1
TEL 0824-62-6105

　    （従業員数 4人 ）
34070- 3172181 就業場所 広島県三次市 パート労働者 毎　週

時給
他

不問 1
TEL 0824-63-3200

　    （従業員数 10人 ）
34070- 3173081 就業場所 広島県三次市 パート労働者 毎　週

時給
(1) 9時00分～16時00分 水日

不問 1
TEL 0824-63-1131

　    （従業員数 86人 ）
34070- 3129881 就業場所 広島県三次市 パート労働者 毎　週

時給
他

不問 1
TEL 0824-63-6201

　    （従業員数 4人 ）
34070- 3133681 就業場所 広島県三次市 パート労働者 毎　週

時給 普通自動車免許一種
月火水木金

不問 1
TEL 0824-63-6201

　    （従業員数 9人 ）
34070- 3134981 就業場所 広島県三次市 パート労働者 毎　週

時給
他

不問 1
TEL 0824-63-6201

　    （従業員数 2人 ）
34070- 3135581 就業場所 広島県三次市 パート労働者 その他

時給 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時30分～15時00分 土日祝

不問 1
TEL 0824-63-1896

　    （従業員数 4人 ）
34070- 3139281 就業場所 広島県三次市 パート労働者 毎　週

時給 看護師
日祝他 准看護師

不問 1
TEL 0824-52-2116

　    （従業員数 4人 ）
34070- 3142981 就業場所 広島県三次市 パート労働者 毎　週

時給
他

不問 2
TEL 0847-67-5101

　    （従業員数 17人 ）
34070- 3143581 就業場所 広島県三次市 パート労働者 毎　週

時給
日祝他

不問 1
TEL 0824-62-0418

　    （従業員数 9人 ）
34070- 3146881 就業場所 広島県三次市 パート労働者 毎　週

時給 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時30分～17時00分 土日他

不問 2 (2)10時00分～15時00分
TEL 090-1017-9140

　    （従業員数 3人 ）
34070- 3152481 就業場所 広島県三次市 パート労働者 その他

時給
(1)13時00分～21時00分 他

不問 3
TEL 080-5068-1617

　    （従業員数 27人 ）
34070- 3156181 就業場所 広島県三次市 パート労働者 毎　週

時給
土日祝

不問 1
TEL 0824-52-3344

　    （従業員数 6人 ）
34070- 3158381 就業場所 広島県三次市 パート労働者 毎　週

時給 看護師
他 准看護師

不問 1
TEL 0824-88-3000

　    （従業員数 36人 ）
34072- 1853981 就業場所 広島県三次市 パート労働者 毎　週

時給
他

不問 1
TEL 0824-88-3000

　    （従業員数 32人 ）
34072- 1858281 就業場所 広島県三次市 パート労働者 毎　週

時給 ホームヘルパー２級
他 介護職員初任者研修

不問 1
TEL 0824-88-3000

　    （従業員数 30人 ）
34072- 1861981 就業場所 広島県三次市 パート労働者 毎　週

時給
他

不問 1
TEL 0824-88-3000

　    （従業員数 11人 ）
34072- 1881881 就業場所 広島県三次市 パート労働者 毎　週

株式会社　ジェイ
オービー

広島県三次市畠敷町９２３ 経理事務
雇用・労災・
健康・厚生

1,500円～1,500円雇用期間の定めなし 週5日

三次市役所 広島県三次市十日市中２丁目８番１号 給食調理（学校教育
課） 雇用・労災

983円～983円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

週5日
又は 8時15分～12時45分の
間の4時間程度

株式会社　ホテルアル
ファーワン三次

広島県三次市十日市西１－４－２２ ホテルスタッフ補助
（パート） 労災

930円～930円雇用期間の定めなし 週3日以上
又は 9時30分～16時00分の
間の2時間以上

中四国丸大食品　株式
会社　広島工場

広島県三次市粟屋町３１８５－２ 要務作業
雇用・労災・
健康・厚生

844円～844円雇用期間の定めなし 週5日程度

株式会社　鳩家 広島県三次市畠敷町９２３（三次総合
卸セン夕－内）

ホールスタッフ（バ
ン） 雇用・労災

844円～900円雇用期間の定めなし 週3日～5日
程度又は 9時30分～19時30分の

間の6時間程度

株式会社　鳩家 広島県三次市畠敷町９２３（三次総合
卸セン夕－内）

配達員

労災

844円～950円雇用期間の定めなし 週2日～3日
程度又は 7時00分～12時00分の

間の4時間程度

株式会社　鳩家 広島県三次市畠敷町９２３（三次総合
卸セン夕－内）

調理（フードセン
ター） 雇用・労災

844円～844円雇用期間の定めなし 週4日～5日
程度又は 8時00分～17時00分の

間の6時間

一般社団法人　備北地
域生活支援協会

広島県庄原市宮内町１１５７番地 障害者自立支援員

雇用・労災

850円～850円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

週5日程度

医療法人　津島医
院

広島県三次市三和町敷名４８３０－１ 准看護師・看護師

雇用・労災

1,500円～1,800円雇用期間の定めなし 週5日程度
又は 8時30分～18時00分の
間の5時間程度

株式会社　チアフ
ル

広島県三次市甲奴町本郷２５５５ 介護職

雇用・労災

900円～1,000円雇用期間の定めなし 週3日～5日
程度又は 7時00分～18時00分の

間の5時間以上

医療法人ともみ会　大
倉歯科医院

広島県三次市南畑敷町１４０－５ 医療事務

雇用・労災

1,000円～1,500円雇用期間の定めなし 週3日～5日
又は 8時30分～18時00分の
間の4時間以上

坂本農園（三次ピオー
ネ生産組合）

広島県三次市東酒屋町２０４４－１ 農作業（ピオーネ栽
培） 雇用・労災

900円～900円雇用期間の定めなし 週3日～4日

ヤマト運輸株式会社
三次町センター

広島県三次市畠敷町８５９－１ 内勤事務

労災

850円～950円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

週3日～5日
程度又は13時00分～21時00分の

間の3時間以上

広洋産業　株式会
社　三和工場

広島県三次市三和町羽出庭４３１－１
６

洗濯物のたたみ

雇用・労災

950円～950円雇用期間の定めなし 週3日～5日
程度又は 8時00分～16時45分の

間の5時間以上

社会福祉法人　優
輝福祉会

広島県庄原市総領町大字中領家４７６ 看護師（吉舎ゆう
しゃいん） 雇用・労災

844円～1,500円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

週5日程度
又は 7時00分～19時30分の
間の6時間

社会福祉法人　優
輝福祉会

広島県庄原市総領町大字中領家４７６ 調理員（ケアハウス
吉舎） 雇用・労災

844円～1,500円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

週5日程度
又は 6時15分～19時30分の
間の6時間

社会福祉法人　優
輝福祉会

広島県庄原市総領町大字中領家４７６ ヘルパー（ゆうしゃ
いん三次） 雇用・労災

844円～1,500円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

週5日程度
又は 8時00分～17時30分の
間の6時間

社会福祉法人　優
輝福祉会

広島県庄原市総領町大字中領家４７６ 調理員（ゆうしゃい
ん塩町） 雇用・労災

844円～1,500円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

週5日程度
又は 6時15分～19時30分の
間の6時間

内容が変更された求人や、すでに採用決定等で取り消された求人もありますので、窓口で確認してください。
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会社名 賃金形態 休日／

年齢 求人数 賃金 就業時間 (ﾊﾟｰﾄ労働日数) 加入保険等 必要な免許資格
求人番号 （パートは1時間あたり） ／週休二日制

所在地・就業場所 職種

     ℡ 0824-62-8609   

            ハローワーク三次 

             （三次公共職業安定所） ◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。 

◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。 

◎ パートタイム求人の場合、賃金欄は１時間あたりの賃金額です。また、労働時間によって記載されている各種社会保険 

    に加入できない場合があります。 

時給 ホームヘルパー２級
他 介護職員初任者研修

不問 1 普通自動車免許ＡＴ
TEL 0824-88-3000

　    （従業員数 11人 ）
34072- 1888581 就業場所 広島県三次市 パート労働者 毎　週

時給 交替制あり 普通自動車免許一種
他 普通自動車免許ＡＴ

不問 2 大型自動車免許一種
TEL 0824-88-3000

　    （従業員数 30人 ）
34072- 1894681 就業場所 広島県三次市 パート労働者 毎　週

時給 交替制あり 普通自動車免許一種
他 普通自動車免許ＡＴ

不問 2 大型自動車免許一種
TEL 0824-88-3000

　    （従業員数 33人 ）
34072- 1895981 就業場所 広島県三次市 パート労働者 毎　週

時給 看護師
他 准看護師

不問 2 普通自動車免許一種
TEL 0824-88-3000

　    （従業員数 33人 ）
34072- 1899881 就業場所 広島県三次市 パート労働者 毎　週

時給
他

不問 5
TEL 06-6948-5497

　    （従業員数 11人 ）
27020-64525581 就業場所 広島県三次市 パート労働者 毎　週

時給
他

不問 3
TEL 0120-480-380

　    （従業員数 18人 ）
28020-22746281 就業場所 広島県三次市 パート労働者 その他

時給
(1) 8時30分～12時45分 他

不問 1
TEL 086-944-4332

　    （従業員数 10人 ）
33110- 6541981 就業場所 広島県三次市 パート労働者 その他

時給
(1)17時00分～20時30分 他

不問 1
TEL 0120-22-7805

　    （従業員数 33人 ）
34010-53354781 就業場所 広島県三次市 パート労働者 請負 毎　週

時給
(1) 8時00分～12時30分 他

不問 1
TEL 0120-22-7805

　    （従業員数 33人 ）
34010-53355881 就業場所 広島県三次市 パート労働者 請負 毎　週

時給 変形（１ヶ月単位） メディクラーク２級
(1) 8時30分～17時00分 他

18歳以上 2 (2)17時00分～ 8時30分
TEL 082-243-1709

　    （従業員数 41人 ）
34010-53474981 就業場所 広島県三次市 パート労働者 請負 毎　週

時給
(1)13時00分～17時00分 他

不問 2 (2)17時00分～21時00分
TEL 0823-72-1000

　    （従業員数 60人 ）
34030- 8449881 就業場所 広島県三次市 パート労働者 毎　週

時給
(1) 8時00分～12時00分 他

不問 2
TEL 0823-72-1000

　    （従業員数 60人 ）
34030- 8451081 就業場所 広島県三次市 パート労働者 毎　週

時給 普通自動車免許一種
日祝他

不問 1
TEL 0824-63-7104

　    （従業員数 14人 ）
34070- 2932881 就業場所 広島県三次市 パート労働者 毎　週 確定拠出年金

時給
(1) 8時00分～17時00分 他

不問 2
TEL 0824-63-5301

　    （従業員数 13人 ）
34070- 2944381 就業場所 広島県三次市 パート労働者 毎　週

時給
(1)10時00分～16時00分 他

不問 1 (2)13時00分～20時00分
TEL 0824-63-1900 (3)16時00分～20時00分

　    （従業員数 6人 ）
34070- 2948481 就業場所 広島県三次市 パート労働者 毎　週

時給
(1) 8時00分～17時00分 他

不問 1
TEL 0824-63-5301

　    （従業員数 25人 ）
34070- 2956781 就業場所 広島県三次市 パート労働者 毎　週

時給
他

不問 2
TEL 0824-63-5301

　    （従業員数 13人 ）
34070- 2957881 就業場所 広島県三次市 パート労働者 毎　週

時給 普通自動車免許ＡＴ
(1)10時00分～16時00分 他

不問 1
TEL 0824-66-1035

　    （従業員数 8人 ）
34070- 2959181 就業場所 広島県三次市 パート労働者 毎　週

社会福祉法人　優
輝福祉会

広島県庄原市総領町大字中領家４７６ ヘルパー（ゆうしゃ
いん塩町） 雇用・労災

844円～1,500円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

週5日程度
又は 8時00分～17時30分の
間の6時間

社会福祉法人　優
輝福祉会

広島県庄原市総領町大字中領家４７６ 運転手（ゆうしゃい
ん三次） 雇用・労災

844円～1,500円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

週5日程度
又は 8時00分～17時30分の
間の6時間程度

社会福祉法人　優
輝福祉会

広島県庄原市総領町大字中領家４７６ 運転手（コージー
ガーデン） 雇用・労災

844円～1,500円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

週5日程度
又は 8時00分～17時30分の
間の6時間程度

社会福祉法人　優
輝福祉会

広島県庄原市総領町大字中領家４７６ 看護師（コージー
ガーデン） 雇用・労災

844円～1,500円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

週5日程度
又は 8時00分～17時30分の
間の6時間程度

株式会社　パイオ
ニア・システム

大阪府大阪市北区西天満３－５－１０
オフィスポート大阪７０４号

ビジネスホテル客室清掃
（広島県三次市）

雇用・労災

900円～900円雇用期間の定めなし 週5日程度
又は 9時00分～14時30分の
間の5時間程度

丸亀製麺　（株式会社
トリドールジャパン）

兵庫県神戸市中央区小野柄通７丁目１
－１　日本生命三宮駅前ビル１１階

接客・調理（丸亀製麺
三次店）＊急募＊

労災

850円～900円雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

週2日～6日
以内又は11時00分～23時00分の

間の2時間以上

株式会社　コメリ　中
四国地区本部

岡山県岡山市東区西大寺川口３５０－
１

（ＨＧ布野店）販売
員（パート） 労災

898円～1,178円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

週5日程度

日清医療食品　株式会
社　中国支店

広島県広島市中区八丁堀３－３３　広
島ビジネスタワー２１Ｆ

洗浄員（三次中央病
院） 労災

900円～1,000円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

週5日程度

日清医療食品　株式会
社　中国支店

広島県広島市中区八丁堀３－３３　広
島ビジネスタワー２１Ｆ

調理員（三次中央病
院） 雇用・労災

850円～900円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

週5日程度

株式会社　ニチイ学館
広島支店

広島県広島市中区大手町２丁目１１－
１０ＮＨＫ放送センタービル２１Ｆ

医療事務（休日・夜間業
務）（請）／市立三次中
央病院 雇用・労災

900円～1,060円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

週2日程度

株式会社　藤三 広島県呉市広本町３丁目１２－２６ レジ（簡単なＰＯＳレジ
（ビッグハウス三次店）

雇用・労災

915円～915円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

週4日～5日
程度

株式会社　藤三 広島県呉市広本町３丁目１２－２６ 惣菜の製造と販売
（三次店） 雇用・労災

935円～935円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

週5日程度

株式会社　グラス
ワン

広島県三次市粟屋町２２３７－８ 運転業務及び作業補
助（三次市） 雇用・労災・

健康・厚生

900円～1,200円雇用期間の定めなし 週5日程度
又は 9時00分～18時00分の
間の5時間以上

三次フードセン
ター株式会社

広島県三次市南畑敷町４８４番地 スーパーマーケット
業務（鮮魚部門） 雇用・労災

900円～900円雇用期間の定めなし 週3日以上

えむエナジー　株
式会社

三次市十日市南１－５－８ ＳＳスタッフ（フル
サービス） 雇用・労災

1,000円～1,000円雇用期間の定めなし 週2日～3日
又は 8時00分～17時00分の
間の7時間程度

三次フードセン
ター株式会社

広島県三次市南畑敷町４８４番地 スーパーマーケット業務
（惣菜／生鮮市場ベジタ
店） 労災

850円～1,000円雇用期間の定めなし 週2日～5日
以内又は 6時00分～20時00分の

間の5時間以上

三次フードセン
ター株式会社

広島県三次市南畑敷町４８４番地 スーパーマーケット業務
（レジ品出し）

雇用・労災

850円～900円雇用期間の定めなし 週2日～5日
以内又は13時00分～19時00分の

間の5時間

有限会社　スエム
ネ時計店

広島県三次市塩町２１２３－５ ネット販売業務

雇用・労災

900円～900円雇用期間の定めなし 週3日～5日
程度又は10時00分～18時00分の

間の3時間以上

内容が変更された求人や、すでに採用決定等で取り消された求人もありますので、窓口で確認してください。
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会社名 賃金形態 休日／

年齢 求人数 賃金 就業時間 (ﾊﾟｰﾄ労働日数) 加入保険等 必要な免許資格
求人番号 （パートは1時間あたり） ／週休二日制

所在地・就業場所 職種

     ℡ 0824-62-8609   

            ハローワーク三次 

             （三次公共職業安定所） ◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。 

◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。 

◎ パートタイム求人の場合、賃金欄は１時間あたりの賃金額です。また、労働時間によって記載されている各種社会保険 

    に加入できない場合があります。 

時給
(1) 9時00分～16時00分 土日祝他

不問 1
TEL 0824-43-4307

　    （従業員数 22人 ）
34070- 2960681 就業場所 広島県三次市 パート労働者 毎　週

時給 普通自動車免許ＡＴ
(1)13時00分～17時00分 日祝他

不問 1
TEL 0824-62-2004

　    （従業員数 15人 ）
34070- 2962581 就業場所 広島県三次市 パート労働者 隔　週

時給 准看護師
(1) 8時30分～17時10分 他 看護師

不問 1
TEL 0824-53-2016

　    （従業員数 8人 ）
34070- 2966281 就業場所 広島県三次市 パート労働者 毎　週

月給 交替制あり 介護職員初任者研修
(1) 7時00分～13時45分 他

不問 2 (2)12時30分～19時15分
TEL 0824-65-0101

　    （従業員数 480人 ）
34070- 2979981 就業場所 広島県三次市 パート労働者 その他

時給 看護師
土日祝 准看護師

不問 2
TEL 0824-65-0101

　    （従業員数 500人 ）
34070- 2981881 就業場所 広島県三次市 パート労働者 毎　週

時給
(1) 9時00分～16時00分 日祝他

不問 1
TEL 0824-62-1212

　    （従業員数 34人 ）
34070- 2982281 就業場所 広島県三次市 パート労働者 その他

時給 普通自動車免許一種
(1) 8時30分～17時30分 他 介護福祉士

不問 2 介護職員初任者研修
TEL 0847-67-2188

　    （従業員数 64人 ）
34070- 2986681 就業場所 広島県三次市 パート労働者 毎　週

時給
(1)14時00分～19時30分 日他

不問 2 (2)13時00分～19時30分
TEL 0824-44-2815

　    （従業員数 2人 ）
34070- 2988581 就業場所 広島県三次市 無期派遣パート 派遣 毎　週

時給
(1)10時00分～16時30分 水日他

不問 1
TEL 0824-44-2815

　    （従業員数 0人 ）
34070- 2994681 就業場所 広島県三次市 無期派遣パート 派遣 毎　週

時給 普通自動車免許ＡＴ
他 ホームヘルパー２級

不問 1
TEL 0824-44-2815

　    （従業員数 0人 ）
34070- 2995981 就業場所 広島県三次市 パート労働者 請負 毎　週

時給 普通自動車免許ＡＴ
(1) 7時45分～17時00分 他

不問 3 (2) 7時00分～17時00分
TEL 0824-44-3491 (3) 8時00分～17時00分

　    （従業員数 25人 ）
34070- 3000081 就業場所 広島県三次市 パート労働者 毎　週

時給
土日祝他

不問 1
TEL 0824-62-3177

　    （従業員数 11人 ）
34070- 3004581 就業場所 広島県三次市 パート労働者 毎　週

時給
(1) 9時30分～15時00分 他

不問 3 (2)10時00分～16時00分
TEL 0824-62-8654 (3)17時00分～ 0時00分

　    （従業員数 11人 ）
34070- 3025181 就業場所 広島県三次市 パート労働者 毎　週

時給 普通自動車免許一種
日祝他

不問 1
TEL 0824-63-4061

　    （従業員数 10人 ）
34070- 3027381 就業場所 広島県三次市 パート労働者 毎　週

時給
(1) 9時00分～13時00分 他

不問 1
TEL 0824-63-2251

　    （従業員数 64人 ）
34070- 3030781 就業場所 広島県三次市 パート労働者 毎　週

時給
(1)11時00分～19時00分 他

不問 1 (2)12時00分～20時00分
TEL 0824-64-6120

　    （従業員数 42人 ）
34070- 3040281 就業場所 広島県三次市 パート労働者 毎　週

時給 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時30分～17時30分 日他 介護職員初任者研修

不問 1 ホームヘルパー２級
TEL 0824-66-1049

　    （従業員数 7人 ）
34070- 3041181 就業場所 広島県三次市 パート労働者 毎　週

時給
(1)17時00分～20時15分 他

不問 1
TEL 0824-63-2251

　    （従業員数 64人 ）
34070- 3043381 就業場所 広島県三次市 パート労働者 毎　週

吉舎食品　株式会
社

広島県三次市吉舎町三玉６３０ 食品製造作業員

雇用・労災

845円～845円雇用期間の定めなし 週5日程度

毛利醸造　株式会
社

広島県三次市三原町１８９ 製造部員

雇用・労災

1,100円～1,100円雇用期間の定めなし 週5日～6日

社会福祉法人　備
北福祉会

広島県三次市君田町東入君２０９－１ 看護職（松伯園デイサー
ビスセンター）

雇用・労災

1,000円～1,300円雇用期間の定めなし 週2日～5日
程度

市立三次中央病院【三
次市病院事業】

広島県三次市東酒屋町１０５３１番地 看護補助者（月額）
雇用・労災・
健康・厚生

1,379円～1,379円雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

週5日～5日
程度

市立三次中央病院【三
次市病院事業】

広島県三次市東酒屋町１０５３１番地 正・准看護師（パー
ト） 雇用・労災

1,161円～1,548円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

週5日
又は 8時30分～17時00分の
間の4時間程度

株式会社　槇原プ
ロパン商会

広島県三次市四拾貫町１１０－１ 営業事務

雇用・労災

1,100円～1,100円雇用期間の定めなし 週4日～5日
程度

社会福祉法人　甲奴福
祉会　特別養護老人
ホーム　美山荘

広島県三次市甲奴町本郷１６７４ 訪問介護員

雇用・労災

850円～850円雇用期間の定めなし 週3日～4日

株式会社　ウイズ 広島県三次市三良坂町田利２６１－５ 介護業務（みよし
の） 雇用・労災

920円～1,020円雇用期間の定めなし 週3日～5日
程度

株式会社　ウイズ 広島県三次市三良坂町田利２６１－５ 入浴介助業務（三次
病院） 雇用・労災

920円～970円雇用期間の定めなし 週3日～5日
程度

株式会社　ウイズ 広島県三次市三良坂町田利２６１－５ 登録ヘルパー（ウィ
ズ） 労災

1,200円～1,600円雇用期間の定めなし 週1日～5日
又は 8時30分～17時00分の
間の3時間程度

ホームプラザナフコ
三次店　【株式会社
ナフコ】

広島県三次市東酒屋町３８０番地１ 接客販売（園芸用品
販売） 雇用・労災

850円～900円雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

週3日程度

農事組合法人　三良坂
ピオーネ生産組合

広島県三次市三良坂町灰塚１６９５ 農作業

労災

880円～880円雇用期間の定めなし 週1日以上

三次水産　株式会
社

広島県三次市畠敷町９２３番地 一般事務

雇用・労災

900円～950円雇用期間の定めなし 週4日～5日
又は10時00分～17時00分の
間の5時間程度

株式会社　ＧＡＮＢＯ
フードサービス

広島県三次市十日市南２丁目１５番７
号

接客・調理（紀州和歌山
ら－めん　ばりうま三次
店） 雇用・労災

950円～950円雇用期間の定めなし 週4日程度

株式会社　朗 広島県三次市江田川之内町６４４－１
０

介護職員
雇用・労災・
健康・厚生

850円～1,050円雇用期間の定めなし 週2日～5日
程度又は 8時30分～17時30分の

間の4時間以上

株式会社　ユー
ホー　ユーホー三
次店

広島県三次市南畑敷町２６５－１ レジ

労災

900円～900円雇用期間の定めなし 週3日～4日
程度

有限会社　森岡ボ
デー

広島県三次市粟屋町２３４５－４ 一般事務

雇用・労災

850円～850円雇用期間の定めなし 週3日～5日
程度又は 8時40分～17時25分の

間の5時間程度

株式会社　ユーホー
ユーホー三次店

広島県三次市南畑敷町２６５－１ レジ

労災

845円～845円雇用期間の定めなし 週3日～4日
程度

内容が変更された求人や、すでに採用決定等で取り消された求人もありますので、窓口で確認してください。
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