
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 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種
他

64歳以下 1
TEL 0824-63-5301

　    （従業員数 25人 ）
34070-  770591 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 日祝他

45歳以下 1 (2) 8時30分～18時00分
TEL 0824-63-1814

　    （従業員数 5人 ）
34070-  771191 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ＡＴ
(1) 8時00分～17時00分 日祝他

45歳以下 1
TEL 0824-67-3771

　    （従業員数 47人 ）
34070-  773391 就業場所 広島県三次市 正社員 その他 確定給付年金

日給
(1) 8時30分～17時15分 土日祝

不問 3
TEL 0824-63-4121

　    （従業員数 50人 ）
34070-  758691 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 他

40歳以下 1
TEL 0824-69-2346

　    （従業員数 21人 ）
34070-  763191 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 3
TEL 0824-62-8654

　    （従業員数 20人 ）
34070-  750491 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 3
TEL 0824-62-8654

　    （従業員数 20人 ）
34070-  751791 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 3
TEL 0824-62-8654

　    （従業員数 20人 ）
34070-  752891 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

月給
(1) 8時30分～17時15分 土日祝

不問 1
TEL 082-282-5361

　    （従業員数 1人 ）
34140- 5346191 就業場所 広島県三次市 正社員 請負 毎　週

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-  886391 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30分 日祝他

不問 1 (2) 9時00分～18時00分
TEL 082-270-5300 (3) 8時30分～12時30分

　    （従業員数 3人 ）
34010-11710891 就業場所 広島県三次市 正社員以外 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- 3666391 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- 3669491 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) 9時00分～18時00分 他 電気工事士（第１種）

18歳以上 1 電気工事士（第２種）
TEL 0824-63-6969

　    （従業員数 26人 ）
34070-  748391 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) 8時30分～17時30分 他

64歳以下 1
TEL 0824-63-5307

　    （従業員数 5人 ）
34070-  739091 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

日給
(1) 7時50分～17時05分 土日他

45歳以下 1
TEL 0824-44-3777

　    （従業員数 34人 ）
34070-  742791 就業場所 広島県三次市 正社員 毎　週

日給 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時30分～17時15分 土日祝

不問 1
TEL 0824-62-6105

　    （従業員数 51人 ）
34070-  743891 就業場所 広島県三次市 正社員以外 毎　週

所在地・就業場所 職種

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
（外販、配送部門） 雇用・労災・

健康・厚生
190,000円～
200,000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

美建工業　株式会
社　三次工場

広島県三次市上川立町１８６１－１ 一般事務
雇用・労災・
健康・厚生・
財形155,000円～

220,000円
雇用期間の定めなし

おぜき歯科 広島県三次市十日市中２丁目１４－５ 歯科衛生士
雇用・労災・
健康・厚生

180,000円～
180,000円

雇用期間の定めなし

有限会社　平田観
光農園

広島県三次市上田町１７４０－３ ホールスタッフ＆ジャム
加工場作業補助 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

国土交通省　中国地方
整備局　三次河川国道
事務所

広島県三次市十日市西６－２－１ 事務補助職員
雇用・公災・
健康・厚生

144,000円～
178,000円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

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

ホール社員（炭火焼肉さ
かい広島三次店） 雇用・労災・

健康・厚生
250,000円～
340,000円

雇用期間の定めなし
又は12時00分～ 0時00分の
間の7時間

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

店長候補（炭火焼肉さか
い広島三次店） 雇用・労災・

健康・厚生
250,000円～
340,000円

雇用期間の定めなし
又は12時00分～ 0時00分の
間の7時間

株式会社　ヒュー
マックス

広島県広島市南区東本浦町１０－２２ ヘルプデスク（運用支援
業務）／三次中央病院 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

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

キッチン社員（炭火焼肉
さかい広島三次店） 雇用・労災・

健康・厚生
250,000円～
340,000円

雇用期間の定めなし
又は12時00分～ 0時00分の
間の7時間

株式会社　エスマ
イル

広島県広島市西区商工センター６丁目
１－１１

医療事務／三次市
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　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

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

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

介護職員（たすく）
管理職候補 雇用・労災・

健康・厚生
185,000円～
255,000円

雇用期間の定めなし

ＡＬＳＯＫ　広島綜合
警備保障　株式会社
三次支店

広島県三次市十日市東三丁目１－３０ 技術職
雇用・労災・
健康・厚生・
財形174,000円～

205,600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 学校教育課　事務職
員 雇用・労災・

健康・厚生
153,800円～
153,800円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

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

素材加工バリ取り工
雇用・労災・
健康・厚生

192,800円～
220,080円

雇用期間の定めなし
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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 日他 介護福祉士

69歳以下 1 ホームヘルパー１級
TEL 0824-44-2815

　    （従業員数 5人 ）
34070-  731691 就業場所 広島県三次市 正社員 毎　週

日給
(1) 8時30分～17時15分 土日祝他

不問 3
TEL 0824-65-0101

　    （従業員数 500人 ）
34070-  734791 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） 普通自動車免許ＡＴ
(1)10時00分～17時00分 他

不問 2
TEL 0824-63-3100

　    （従業員数 7人 ）
34070-  736291 就業場所 広島県三次市 正社員以外 隔　週

月給 準中型自動車免許
(1) 8時00分～17時00分 土日他

不問 1
TEL 0824-63-8680

　    （従業員数 30人 ）
34070-  738191 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15分～16時45分 土日祝

不問 7
TEL 0824-63-5181

　    （従業員数 13人 ）
34070-  729591 就業場所 広島県三次市 正社員以外 毎　週

時給 変形（１年単位） フォークリフト技能者
(1) 8時15分～17時00分 日他

59歳以下 2
TEL 0824-63-1131

　    （従業員数 86人 ）
34070-  722391 就業場所 広島県三次市 正社員以外 その他

月給 普通自動車免許一種
(1) 8時50分～17時30分 土日祝他

30歳以下 1
TEL 0824-63-1680

　    （従業員数 34人 ）
34070-  724991 就業場所 広島県三次市 正社員 毎　週 税制適格年金

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

64歳以下 1 (2) 8時30分～12時30分
TEL 0824-64-8444

　    （従業員数 6人 ）
34070-  725491 就業場所 広島県三次市 正社員 隔　週

月給 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時30分～17時30分 土日他

59歳以下 1
TEL 0824-53-7021

　    （従業員数 70人 ）
34070-  711591 就業場所 広島県三次市 正社員 毎　週

月給 交替制あり 普通自動車免許ＡＴ
他

59歳以下 1
TEL 0824-53-7021

　    （従業員数 70人 ）
34070-  712191 就業場所 広島県三次市 正社員 毎　週

日給 普通自動車免許一種
(1) 7時00分～17時00分 日他

不問 1
TEL 0824-52-3825

　    （従業員数 6人 ）
34070-  713091 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 土日 介護支援専門員

69歳以下 1
TEL 0824-44-2815

　    （従業員数 1人 ）
34070-  714391 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00分～17時00分 日祝他

64歳以下 2
TEL 0824-63-4211

　    （従業員数 14人 ）
34070-  715691 就業場所 広島県三次市 正社員 隔　週

日給 小学校教諭免許
(1) 8時15分～16時45分 土日祝他 中学校教諭免許

不問 13
TEL 0824-62-6105

　    （従業員数 34人 ）
34070-  719891 就業場所 広島県三次市 正社員以外 毎　週

日給
(1) 8時15分～16時45分 土日祝他

不問 4
TEL 0824-62-6105

　    （従業員数 34人 ）
34070-  720191 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） 普通自動車免許ＡＴ
他

不問 2
TEL 082-227-8924

　    （従業員数 7人 ）
34010-11191591 就業場所 広島県三次市 正社員以外 その他

月給 普通自動車免許ＡＴ
(1)10時00分～19時00分 日他 保育士

不問 1
TEL 082-298-3435

　    （従業員数 5人 ）
34010-10680891 就業場所 広島県三次市 正社員以外 毎　週

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
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）

株式会社　ウイズ 広島県三次市三良坂町田利２６１－５ 介護職員
雇用・労災・
健康・厚生

163,000円～
205,000円

雇用期間の定めなし

有限会社　ひがし
運輸

広島県三次市三原町９５番地の３ 運転手（定期配送）
雇用・労災・
健康・厚生

170,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

株式会社　松岡工
務店

広島県三次市三次町３８０－３ 事務・ショップサ
ポーター 雇用・労災・

健康・厚生
118,830円～
139,800円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

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 出荷作業
雇用・労災・
健康・厚生

156,240円～
156,240円

雇用期間の定めなし

広島県北部教育事
務所

三次市十日市東四丁目６番１号 事務職員
雇用・労災・
健康・厚生

155,094円～
290,162円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

広島医療生活協同組合
訪問看護ステーション
えのかわ

広島県三次市三次町３１０－４ 訪問看護
雇用・労災・
健康・厚生

211,000円～
300,300円

雇用期間の定めなし

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 マット・モップ等の
集配業務

雇用・労災・
健康・厚生・
財形185,360円～

223,580円
雇用期間の定めなし

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 調理師補助（見習
い） 雇用・労災・

健康・厚生
175,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし
又は 9時00分～22時00分の
間の8時間

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

160,000円～
200,000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 介護支援専門員
雇用・労災・
健康・厚生

215,000円～
280,000円

雇用期間の定めなし

株式会社　新清総
業

広島県三次市三和町羽出庭１３８４ 解体・分別作業・運
転 雇用・労災・

健康・厚生
194,400円～
345,600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 三次市学校支援員
雇用・労災・
健康・厚生

164,400円～
164,400円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

三次電工　株式会
社

広島県三次市十日市西６－９－１ 電気工事・管工事
雇用・労災・
健康・厚生・
財形150,000円～

260,000円
雇用期間の定めなし

タイムズモビリティ
ネットワークス株式会
社

広島県広島市中区鉄砲町７－１８　東
芝フコク生命ビル１１階

レンタカー店舗業務
全般／三次店 雇用・労災・

健康・厚生
136,000円～
136,000円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 又は 8時00分～19時00分の

間の8時間以上

三次市役所 広島県三次市十日市中２丁目８番１号 三次市障害児介助指
導員 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　Ｓｍｉ
ｌｅ

広島県広島市中区吉島西１丁目１８－
９

児童指導員／三次市
雇用・労災・
健康・厚生

177,400円～
185,000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。 

月給 変形（１ヶ月単位）
他

不問 3
TEL 082-276-0700

　    （従業員数 70人 ）
34010-10758491 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） 普通自動車免許ＡＴ
(1)17時15分～ 8時30分 他

18歳以上 2 (2) 8時30分～17時15分
TEL 0824-65-1919

　    （従業員数 3人 ）
34070-  772091 就業場所 広島県三次市 パート労働者 請負 毎　週

時給 普通自動車免許一種
他

64歳以下 2
TEL 0824-63-6248

　    （従業員数 7人 ）
34070-  767991 就業場所 広島県三次市 パート労働者 毎　週

時給 大型自動車免許二種
他

64歳以下 2
TEL 0824-63-6248

　    （従業員数 7人 ）
34070-  768491 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～14時30分 他

不問 3 (2)14時20分～19時50分
TEL 0584-89-8858

　    （従業員数 8人 ）
21020- 2917391 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 0584-89-8858

　    （従業員数 8人 ）
21020- 2918691 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 0824-62-8009

　    （従業員数 4人 ）
34070-  756091 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 0824-64-0200

　    （従業員数 20人 ）
34070-  761291 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
日祝他

不問 1
TEL 0824-63-8476

　    （従業員数 11人 ）
34070-  749691 就業場所 広島県三次市 パート労働者 毎　週

時給
(1) 8時30分～17時00分 他

不問 3 (2)10時00分～19時30分
TEL 0824-64-0200 (3)11時00分～19時30分

　    （従業員数 62人 ）
34070-  754591 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 0824-64-0432

　    （従業員数 10人 ）
34070-  744291 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)10時00分～14時00分 日祝他

不問 1 (2)10時00分～13時00分
TEL 0824-63-9850

　    （従業員数 10人 ）
34070-  745591 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)10時00分～16時45分 日祝他

不問 1 (2)10時00分～13時00分
TEL 0824-63-9850

　    （従業員数 10人 ）
34070-  746191 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)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-  740991 就業場所 広島県三次市 パート労働者 その他

時給
(1)10時00分～15時00分 月土日

不問 1
TEL 0824-62-7100

　    （従業員数 8人 ）
34070-  737591 就業場所 広島県三次市 パート労働者 毎　週

時給
日他

不問 3
TEL 0824-68-2145

　    （従業員数 6人 ）
34070-  723691 就業場所 広島県三次市 パート労働者 毎　週

有限会社　アトリ
エ・ファム

広島県三次市十日市東１－３－１７ 一般事務

労災

900円～1,000円雇用期間の定めなし 週4日

農事組合法人　ファー
ムあおが

広島県三次市青河町８７６－１ アスパラ収穫作業

労災

1,000円～1,000円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

週4日
又は 8時00分～17時30分の
間の4時間程度

株式会社　福山臨床検
査センター　三次支所

広島県三次市南畑敷町８１８－１ 集配業務
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6日程度

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

880円～880円雇用期間の定めなし 週3日～6日
程度

有限会社　クリー
ンみよし

広島県三次市畠敷町１８２７－４ 産業廃棄物分別・積
込作業 雇用・労災・

健康・厚生

850円～1,100円雇用期間の定めなし 週4日～6日
以内又は 7時30分～18時00分の

間の4時間以上

株式会社　福山臨床検
査センター　三次支所

広島県三次市南畑敷町８１８－１ 集配業務

雇用・労災

950円～950円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

週6日程度

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

労災

1,100円～1,500円雇用期間の定めなし 週1日以上
又は 8時30分～19時00分の
間の4時間以上

株式会社　広島三
次ワイナリー

広島県三次市東酒屋町１０４４５番地
の３

接客（ワイン物産
館）

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

850円～1,000円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

週3日～5日
程度

ゑにし屋 広島県三次市十日市東４丁目１番３０
号サングリーン２階

インターネット通販
業務 雇用・労災

850円～1,000円雇用期間の定めなし 週4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　広島三
次ワイナリー

広島県三次市東酒屋町１０４４５番地
の３

接客（トレッタみよ
し） 雇用・労災

850円～950円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

週4日～5日
程度又は 9時00分～17時00分の

間の5時間程度

株式会社　セリア 岐阜県大垣市外渕２丁目３８番地 販売員（Ｓｅｒｉａ　三
次サングリーン店） 雇用・労災・

健康・厚生

890円～890円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

週2日～4日
程度

株式会社　セリア 岐阜県大垣市外渕２丁目３８番地 販売員（Ｓｅｒｉａ　三
次サングリーン店）（短
期スタッフ） 雇用・労災

940円～940円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

週3日～5日
程度又は 9時00分～17時30分の

間の5時間程度

三次交通　有限会
社

三次市十日市中二丁目１２番５１号 運行管理者または代
務者 雇用・労災

1,000円～1,000円雇用期間の定めなし 週5日程度
又は 6時00分～19時00分の
間の4時間程度

三次交通　有限会
社

三次市十日市中二丁目１２番５１号 大、中、小型バス乗
務員 雇用・労災

1,000円～1,000円雇用期間の定めなし 週3日～5日
又は 6時00分～19時00分の
間の8時間程度

株式会社　ビーエ
ルテック

広島県三次市粟屋町１４５５－１ 施設警備員（夜間・
休日） 雇用・労災

844円～903円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

週2日程度

ここからパート求人です

株式会社　Ａコー
プ西日本

広島県広島市西区草津港２丁目６番５
０号

店舗販売員・調理加
工／三次市 雇用・労災・

健康・厚生
180,000円～
250,000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。 3
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     ℡ 0824-62-8609   

            ハローワーク三次 
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    に加入できない場合があります。 

時給 看護師
日他 普通自動車免許一種

64歳以下 1
TEL 0824-64-8444

　    （従業員数 6人 ）
34070-  726791 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
土日祝他

不問 2
TEL 0824-64-5075

　    （従業員数 10人 ）
34070-  727891 就業場所 広島県三次市 パート労働者 毎　週

時給
(1) 5時30分～10時00分 他

不問 1 (2) 9時00分～13時00分
TEL 0824-62-2631 (3)15時00分～19時30分

　    （従業員数 16人 ）
34070-  728291 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～12時00分 他

不問 2
TEL 0824-66-1799

　    （従業員数 5人 ）
34070-  717491 就業場所 広島県三次市 パート労働者 な　し

時給 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時00分～17時00分 土日祝他

59歳以下 1
TEL 0824-62-0701

　    （従業員数 24人 ）
34070-  718791 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
水土日他

不問 1
TEL 082-818-6600

　    （従業員数 4人 ）
34080- 1020291 就業場所 広島県三次市 パート労働者 毎　週

サンヨー工業　株
式会社

広島県三次市南畑敷町３００－３９ 梱包工
雇用・労災・
健康・厚生

1,000円～1,000円雇用期間の定めなし 週4日程度

有限会社　健康宅
配ネット

広島県広島市安佐北区三入１丁目１６
－７

宅配業務（定期）

労災

845円～845円雇用期間の定めなし 週2日～4日
又は 6時00分～17時00分の
間の3時間程度

社会福祉法人　慈
照会

広島県三次市山家町５９７ 調理業務（ゆかり）

雇用・労災

850円～900円雇用期間の定めなし 週5日以内
又は 5時30分～19時30分の
間の3時間以上

有限会社　ふだば
旅館

広島県三次市廻神町４０７の１ ルームキーパー

労災

850円～850円雇用期間の定めなし 週6日

広島医療生活協同組合
訪問看護ステーション
えのかわ

広島県三次市三次町３１０－４ 訪問看護
雇用・労災・
健康・厚生

1,310円～1,310円雇用期間の定めなし 週5日程度
又は 8時30分～17時00分の
間の6時間程度

大和ラヂヱーター販売
株式会社　三次物流セ
ンター

広島県三次市南畑敷町８７０－４６ 修正作業（軽作業）

労災

900円～900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～18時00分の
間の2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。 4


