
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

月給 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時30分～17時30分 土日祝他 普通自動車免許一種

35歳以下 1
TEL 044-344-4231

　    （従業員数 22人 ）
14040-21655481 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30分～16時00分 土日祝

不問 1
TEL 0824-63-1680

　    （従業員数 34人 ）
34070- 3589781 就業場所 広島県三次市 正社員以外 毎　週

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 17人 ）
34070- 3592681 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50分 土日祝他

59歳以下 1
TEL 0852-21-6223

　    （従業員数 32人 ）
32010-17886981 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 ）
32010-17888481 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～17時00分 土日他

不問 1
TEL 084-941-7777

　    （従業員数 12人 ）
34050-26930881 就業場所 広島県三次市 正社員 請負 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- 3586981 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) 7時50分～17時00分 土日他

不問 3
TEL 0824-64-7735

　    （従業員数 0人 ）
34070- 3587581 就業場所 広島県三次市 有期雇用派遣 派遣 その他

月給 変形（１ヶ月単位） 介護福祉士
(1) 8時00分～17時00分 日祝他 普通自動車免許ＡＴ

不問 1 (2) 8時45分～17時45分
TEL 0824-63-3380

　    （従業員数 47人 ）
34070- 3581281 就業場所 広島県三次市 正社員 毎　週

時給 変形（１ヶ月単位） 介護福祉士
(1) 8時00分～17時00分 日祝他 普通自動車免許ＡＴ

不問 1 (2) 8時45分～17時45分
TEL 0824-63-3380

　    （従業員数 47人 ）
34070- 3582181 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30分～17時30分 他

40歳以下 1
TEL 0824-54-7400

　    （従業員数 2人 ）
34070- 3583081 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) 8時30分～17時30分 他 普通自動車免許ＡＴ

18歳以上 1 (2)16時00分～ 9時00分
TEL 0824-65-2540 (3) 7時00分～16時00分

　    （従業員数 21人 ）
34070- 3570481 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) 8時30分～17時30分 他 普通自動車免許ＡＴ

18歳以上 1 (2)16時00分～ 9時00分
TEL 0824-65-2540

　    （従業員数 21人 ）
34070- 3571781 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 0824-65-0101

　    （従業員数 500人 ）
34070- 3572881 就業場所 広島県三次市 正社員以外 毎　週

月給 中型自動車免許一種
(1) 8時00分～17時00分 土日祝他

不問 1
TEL 0824-67-3443

　    （従業員数 20人 ）
34070- 3575081 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00分～ 7時59分 他

18歳以上 5 (2) 8時00分～20時00分
TEL 0824-63-0529 (3)20時00分～ 8時00分

　    （従業員数 0人 ）
34070- 3576381 就業場所 広島県三次市 正社員 請負 その他

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- 3577681 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

所在地・就業場所 職種

日本高速削孔株式会社
【画像情報有り】

川崎市川崎区浅野町５－８ 営業（三次市）
雇用・労災・
健康・厚生

183,000円～
270,000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 事務補助（市民課）
雇用・労災・
健康・厚生

152,400円～
152,400円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

株式会社　サニクリー
ン中国　三次支店

広島県三次市東酒屋町３０６－３０ 集配スタッフ【準社
員】

雇用・労災・
健康・厚生・
財形137,560円～

137,560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

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

データ入力業務（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ヶ月以上）

株式会社　ロジテ
ム

広島県福山市引野町北１丁目１８番１
７号

（請）構内作業（日
勤／三次市）

雇用・労災・
健康・厚生・
財形150,000円～

170,000円
雇用期間の定めなし

松尾整形外科リハビリ
クリニック　通所リハ
ビリｅ－ｃａｒｅ

広島県三次市十日市東４丁目５－７
サングリーン第５ビル

介護福祉士（正社
員） 雇用・労災・

健康・厚生
185,000円～
185,000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

スポット溶接業務（モル
テンスタンピング） 雇用・労災・

健康・厚生
168,800円～
168,800円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

株式会社　のば牧
場

広島県三次市布野町上布野１１０２ 肉用牛飼育
雇用・労災・
健康・厚生

170,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

松尾整形外科リハビリ
クリニック　通所リハ
ビリｅ－ｃａｒｅ

広島県三次市十日市東４丁目５－７
サングリーン第５ビル

介護福祉士（フルタ
イムパート） 雇用・労災

193,520円～
193,520円

雇用期間の定めなし

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 介護職（コミュニ
ティ楽居） 雇用・労災・

健康・厚生
157,000円～
173,000円

雇用期間の定めなし

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 介護職（グループ
ホーム楽居） 雇用・労災・

健康・厚生
157,000円～
173,000円

雇用期間の定めなし

有限会社　ヤマダ 広島県三次市青河町６００ トラック乗務員
雇用・労災・
健康・厚生

150,000円～
200,000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 一般事務（医療事務
作業補助者） 雇用・労災・

健康・厚生
152,400円～
158,800円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

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・
健康・厚生

160,000円～
280,000円

雇用期間の定めなし

株式会社　ニッ
トー　三次営業所

広島県三次市南畑敷町４６６－２第２
丸石ビル２０２

施設警備業務
雇用・労災・
健康・厚生

180,000円～
190,000円

雇用期間の定めなし
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時給
(1) 8時00分～17時00分 土日他

不問 2
TEL 0824-64-7735

　    （従業員数 1人 ）
34070- 3578981 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15分～17時00分 水日

不問 3
TEL 0824-64-7735

　    （従業員数 4人 ）
34070- 3580881 就業場所 広島県三次市 有期雇用派遣 派遣 毎　週

月給 普通自動車免許一種
(1) 8時30分～17時30分 土日祝

44歳以下 3 (2) 9時00分～18時00分
TEL 026-225-7700 (3) 9時45分～18時45分

　    （従業員数 2人 ）
20010-23457781 就業場所 広島県三次市 正社員 毎　週

時給 普通自動車免許一種
(1) 8時30分～17時30分 土日祝

不問 3 (2) 9時00分～18時00分
TEL 026-225-7700 (3) 9時45分～18時45分

　    （従業員数 2人 ）
20010-23458881 就業場所 広島県三次市 正社員以外 毎　週

日給 変形（１ヶ月単位）
(1) 8時00分～ 7時59分 他

18歳～69歳 1
TEL 0847-54-2950

　    （従業員数 2人 ）
34110- 2838381 就業場所 広島県三次市 正社員 な　し

日給 普通自動車免許ＡＴ
他

不問 3
TEL 082-961-5581

　    （従業員数 4人 ）
34010-63508881 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） 普通自動車免許ＡＴ
(1) 9時30分～18時00分 月他

不問 1
TEL 082-545-6172

　    （従業員数 9人 ）
34010-63257981 就業場所 広島県三次市 正社員 その他 確定拠出年金

月給 調理師
他 普通自動車免許ＡＴ

不問 1
TEL 082-961-5581

　    （従業員数 4人 ）
34010-63266581 就業場所 広島県三次市 正社員以外 請負 毎　週

時給 電気工事施工管理２級
(1) 8時30分～17時30分 土日祝他 普通自動車免許一種

不問 2 (2) 8時30分～17時00分 電気工事士（第１種）
TEL 082-291-8945

　    （従業員数 96人 ）
34010-63030981 就業場所 広島県三次市 正社員以外 毎　週

時給 管工事施工技士１級
(1) 8時30分～17時30分 他 普通自動車免許一種

不問 2 (2) 8時30分～17時00分 管工事施工技士２級
TEL 082-291-8945

　    （従業員数 202人 ）
34010-63031581 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） 大型自動車免許一種
(1) 8時00分～17時00分 日他

不問 1
TEL 0824-54-2506

　    （従業員数 36人 ）
34070- 3558181 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

日給 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 0824-54-2506

　    （従業員数 36人 ）
34070- 3559081 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) 9時00分～18時00分 他

59歳以下 1 (2)13時00分～22時00分
TEL 0824-62-5161

　    （従業員数 25人 ）
34070- 3560981 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 38人 ）
34070- 3561581 就業場所 広島県三次市 正社員以外 毎　週

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 8人 ）
34070- 3562481 就業場所 広島県三次市 正社員以外 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- 3563781 就業場所 広島県三次市 正社員 毎　週

月給 交替制あり
(1) 5時45分～14時45分 他

不問 1 (2) 8時00分～17時00分
TEL 0824-63-6258 (3)10時15分～19時15分

　    （従業員数 55人 ）
34070- 3564881 就業場所 広島県三次市 正社員 毎　週

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

水産加工品の製造業務
（中四国丸大食品） 雇用・労災・

健康・厚生
145,778円～
145,778円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

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

加工機への材料セット作
業（三次製作所） 雇用・労災・

健康・厚生
164,000円～
164,000円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

株式会社アールエ
フ

長野県長野市中御所岡田町３ （契）生産技術・機械組
立・軽作業（三次市） 雇用・労災・

健康・厚生
169,600円～
169,600円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

株式会社アールエ
フ

長野県長野市中御所岡田町３ 生産技術・機械組立・軽
作業（三次市） 雇用・労災・

健康・厚生
170,000円～
380,000円

雇用期間の定めなし

エスケイアイパート
ナーズ株式会社

広島県広島市西区東観音町２番１５号 調理員（備北エリ
ア） 雇用・労災・

健康・厚生
172,800円～
259,200円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 又は 5時00分～20時00分の

間の8時間程度

株式会社　福山パ
トロール

広島県府中市中須町９４３－３ 常駐警備員（吉舎）
雇用・労災・
健康・厚生

143,650円～
143,650円

雇用期間の定めなし

エスケイアイパート
ナーズ株式会社

広島県広島市西区東観音町２番１５号 調理師（備北エリ
ア） 雇用・労災・

健康・厚生
230,000円～
260,000円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 又は 5時00分～21時00分の

間の8時間程度

広島三菱自動車販
売　株式会社

広島県広島市中区南竹屋町９－２５ 営業補佐／三次市
雇用・労災・
健康・厚生・
財形146,920円～

230,000円
雇用期間の定めなし

株式会社　中電工 広島県広島市中区小網町６番１２号 空調・給排水衛生設備工
事の施工管理／広島中部
支社

雇用・労災・
健康・厚生

195,000円～
320,000円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

株式会社　中電工 広島県広島市中区小網町６番１２号 一般電気設備工事の施工
管理／広島中部支社 雇用・労災・

健康・厚生
195,000円～
320,000円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

有限会社　藤原産
業

広島県三次市布野町下布野５８１－１ ダンプトラック運転
手

雇用・労災・
健康・厚生・
財形146,880円～

146,880円
雇用期間の定めなし

有限会社　藤原産
業

広島県三次市布野町下布野５８１－１ 大型運転手（平ボ
デー）

雇用・労災・
健康・厚生・
財形146,880円～

146,880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 事務補助（健康推進
課） 雇用・公災・

健康・厚生
154,686円～
154,686円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

ブリーズベイオペレー
ション２号株式会社
三次ロイヤルホテル

広島県三次市十日市東６丁目１３－２
５

フロントスタッフ
雇用・労災・
健康・厚生

180,000円～
180,000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

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（環境政策
課） 雇用・公災・

健康・厚生
154,686円～
154,686円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

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153,000円～

170,000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。 

日給
(1) 8時30分～17時15分 土日祝

不問 1
TEL 0824-63-5181

　    （従業員数 21人 ）
34070- 3554481 就業場所 広島県三次市 正社員以外 毎　週

月給 交替制あり 普通自動車免許ＡＴ
(1) 9時15分～18時00分 他

不問 1 (2)11時25分～20時10分
TEL 0824-64-7685

　    （従業員数 9人 ）
34070- 3549281 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） 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時30分～17時15分 他

不問 1
TEL 0824-64-7685

　    （従業員数 14人 ）
34070- 3550381 就業場所 広島県三次市 正社員以外 請負 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- 3552981 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

不問 1
TEL 0824-43-2181

　    （従業員数 24人 ）
34070- 3546481 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) 8時30分～17時15分 日祝他

不問 1
TEL 0824-63-7125

　    （従業員数 25人 ）
34070- 3547781 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

時給 普通自動車免許一種
(1) 9時00分～17時15分 土日祝

不問 1
TEL 0824-63-7125

　    （従業員数 25人 ）
34070- 3548881 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00分～17時00分 土日祝他

35歳以下 1
TEL 090-5482-2633

　    （従業員数 2人 ）
44040- 5311181 就業場所 広島県三次市 正社員 毎　週

月給 変形（１ヶ月単位） 中型自動車免許一種
(1) 7時30分～16時30分 他 中型一種（８ｔ限定）

不問 2 普通自動車免許一種
TEL 0120-789-635

　    （従業員数 49人 ）
27020-77407981 就業場所 広島県三次市 正社員以外 その他

日給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種
(1) 7時30分～17時00分 他

18歳以上 1 (2) 7時30分～19時30分
TEL 0853-31-7022 (3)19時30分～ 7時00分

　    （従業員数 13人 ）
32030-12079581 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

時給
(1) 8時20分～17時05分 土日他

18歳以上 2 (2)20時20分～ 5時05分
TEL 082-511-1105

　    （従業員数 0人 ）
34010-62913981 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ヶ月単位）
(1) 8時30分～17時30分 日他

40歳以下 1 (2) 7時30分～16時00分
TEL 0824-62-1108

　    （従業員数 71人 ）
34070- 3543681 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

日給 視能訓練士
(1) 8時30分～17時00分 土日祝

不問 1
TEL 0824-65-0101

　    （従業員数 500人 ）
34070- 3544981 就業場所 広島県三次市 正社員以外 毎　週

時給
(1) 8時00分～13時00分 日祝他

不問 1
TEL 084-957-2678

　    （従業員数 17人 ）
34050-26985981 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20分～15時25分 土日祝

不問 1
TEL 0824-63-5331

　    （従業員数 46人 ）
34070- 3591381 就業場所 広島県三次市 パート労働者 毎　週

時給
(1)15時00分～20時00分 他

不問 2 (2) 8時00分～13時00分
TEL 0824-62-8705

　    （従業員数 30人 ）
34070- 3584381 就業場所 広島県三次市 パート労働者 な　し

株式会社　サン
エー

広島県三次市南畑敷町８７０－３８ 組立・検査員

雇用・労災

900円～1,150円雇用期間の定めなし 週5日
又は 8時20分～18時20分の
間の6時間程度

ヤマト運輸　株式会社
三次法人営業支店

広島県三次市東酒屋町３０６－６６ 内勤事務

労災

900円～900円日雇 週6日

株式会社　ププレ
ひまわり

広島県福山市西新涯町２丁目１０番１
１号

品出しスタッフ（スー
パードラッグひまわり三
次町店） 労災

850円～850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

広島県北部総務事
務所

広島県三次市十日市東４丁目６－１ 事務補助員（臨時職員）
／三次市（三次税務署）

雇用・公災
151,200円～
151,200円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

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

三次市の水道事業に
関連する業務 雇用・労災・

健康・厚生
180,000円～
350,000円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

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

図書館業務
雇用・労災・
健康・厚生

160,000円～
165,000円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

吉舎工業　株式会
社

三次市吉舎町吉舎１５０－１ ＣＡＤ・ＣＡＭオペ
レータ 雇用・労災・

健康・厚生
180,000円～
230,000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

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 一般事務
雇用・労災・
健康・厚生・
財形127,092円～

127,092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 一般事務
雇用・労災・
健康・厚生・
財形160,000円～

180,000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 セールスドライバー職
（三次営業所） 雇用・労災・

健康・厚生
160,000円～
210,000円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

削蹄　木村 大分県日田市田島１丁目７－４８パル
デンスエコノ２　３０２号

削蹄師

労災
180,000円～
180,000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

精密部品のハンダ付
け作業／三次市 雇用・労災・

健康・厚生
142,800円～
210,000円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

株式会社　ロイヤ
ルセーフティ

島根県出雲市平野町３４７－３ 警備スタッフ【高速
道路】

雇用・労災・
健康・厚生・
財形327,541円～

381,196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 視能訓練士
雇用・労災・
健康・厚生

191,520円～
233,520円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

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 事務員（あさぎり）
雇用・労災・
健康・厚生・
財形145,000円～

164,300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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求人番号 （パートは1時間あたり） ／週休二日制
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     ℡ 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。 
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◎ 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
他

不問 1
TEL 0824-62-0066

　    （従業員数 24人 ）
34070- 3585681 就業場所 広島県三次市 パート労働者 請負 毎　週

時給
(1)10時00分～18時00分 火

不問 1 (2) 5時00分～10時00分
TEL 0824-43-4661

　    （従業員数 10人 ）
34070- 3568381 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
TEL 0824-43-4661

　    （従業員数 10人 ）
34070- 3569681 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
他

不問 2
TEL 082-942-1007

　    （従業員数 10人 ）
34010-63970881 就業場所 広島県三次市 パート労働者 請負 毎　週

時給
(1) 7時00分～10時00分 日祝他

不問 1
TEL 082-297-2700

　    （従業員数 1人 ）
34010-63516881 就業場所 広島県三次市 パート労働者 請負 その他

時給
(1) 9時00分～12時00分 土日他

不問 4 (2)13時00分～17時00分
TEL 082-886-3500

　    （従業員数 138人 ）
34140-26225181 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 086-226-7101

　    （従業員数 6人 ）
33010-46899081 就業場所 広島県三次市 パート労働者 その他

時給
(1) 7時30分～ 9時30分 土日祝

不問 1
TEL 0824-65-2347

　    （従業員数 62人 ）
34070- 3556881 就業場所 広島県三次市 パート労働者 請負 毎　週

時給
土日

不問 2
TEL 0824-44-3777

　    （従業員数 34人 ）
34070- 3557281 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～14時00分 他

不問 3 (2)14時00分～19時00分
TEL 0596-25-5000

　    （従業員数 5人 ）
24020- 8627781 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) 9時00分～14時00分 月日他

不問 2 (2)14時00分～19時00分
TEL 0824-62-5356

　    （従業員数 14人 ）
34070- 3553581 就業場所 広島県三次市 パート労働者 毎　週

時給
(1) 6時00分～ 8時00分 他

不問 2
TEL 0120-789-635

　    （従業員数 49人 ）
27020-77402281 就業場所 広島県三次市 パート労働者 毎　週

時給
(1)22時00分～ 7時00分 他

18歳以上 1
TEL 0824-65-6080

　    （従業員数 6人 ）
34070- 3545581 就業場所 広島県三次市 パート労働者 その他

ファミリーマート
三次尾関山店

広島県三次市三次町１７３０－３ 販売員（２２：００
～７：００） 雇用・労災

960円～1,125円雇用期間の定めなし 週3日～5日

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

商品製造、接客、販
売 雇用・労災

850円～850円雇用期間の定めなし 週4日～5日

佐川急便株式会社 大阪市此花区島屋４丁目４－５１ フィールド職（仕分け：
三次営業所）

労災

1,050円～1,050円雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

週2日～4日

株式会社　サン工
業

広島県三次市三良坂町皆瀬１００７５
番地の１

プレス作業員
雇用・労災・
健康・厚生

900円～900円雇用期間の定めなし 週5日
又は 7時50分～17時05分の
間の6時間

ユーエスマート株
式会社

三重県伊勢市上地町２６９１－２７ アミューズメント接客
（三次ＣＣＰＬＡＺＡ）

労災

850円～850円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

週3日程度

はるやま商事株式
会社

岡山市北区表町１丁目２－３ はるやま三次店／作
業パートナー 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10時00分～20時00分の

間の5時間程度

株式会社　センビ
三次営業所

広島県三次市十日市東３丁目１０－８ 日常清掃員（三次年
金事務所） 労災

1,000円～1,200円雇用期間の定めなし 週5日

西日本建物管理
株式会社

広島県広島市西区南観音４－９－３１ 清掃／三次市

労災

850円～850円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

週6日程度

株式会社　ニイ
テック

広島県安芸郡坂町平成ヶ浜４－２－６
８

自動車の金属部品や樹脂
部品を入れる容器の整理
等の軽作業 労災

1,100円～1,100円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

週5日程度

とみしの里振興協
議会

広島県三次市吉舎町安田１４９６－３ 清掃・ベッドメイク

労災

860円～860円雇用期間の定めなし 週1日～6日

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

火葬業務（三次市）

労災

850円～1,200円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

週3日～5日
程度又は 8時00分～18時00分の

間の6時間程度

有限会社　メイジ 広島県三次市十日市中二丁目１５番８
号

清掃作業員（三次ショピ
ングセンター）

労災

850円～850円雇用期間の定めなし 週5日程度
又は13時00分～17時30分の
間の3時間程度

とみしの里振興協
議会

広島県三次市吉舎町安田１４９６－３ 調理、接客

労災

845円～860円雇用期間の定めなし 週2日～4日
以内

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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