
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年単位） 普通自動車免許一種
(1) 8時00分～16時30分 日祝他

35歳以下 1
TEL 082-293-8960

　    （従業員数 22人 ）
34010-26798091 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)10時00分～19時00分 他

不問 1
TEL 0824-64-1681

　    （従業員数 8人 ）
34070- 1758791 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)10時00分～19時00分 他

不問 1
TEL 0824-64-1681

　    （従業員数 8人 ）
34070- 1759891 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) 9時00分～19時00分 日祝他 准看護師

59歳以下 1
TEL 0824-63-3380

　    （従業員数 47人 ）
34070- 1748991 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00分 日他

59歳以下 1
TEL 0824-67-3612

　    （従業員数 40人 ）
34070- 1752191 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

不問 1
TEL 0824-55-6612

　    （従業員数 5人 ）
34070- 1740791 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

不問 1
TEL 0824-55-6612

　    （従業員数 5人 ）
34070- 1741891 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

不問 1
TEL 0824-55-6612

　    （従業員数 6人 ）
34070- 1742291 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

不問 1
TEL 0824-55-6612

　    （従業員数 6人 ）
34070- 1743591 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

不問 1
TEL 0824-55-6612

　    （従業員数 6人 ）
34070- 1744191 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

月給 看護師
(1) 8時30分～17時30分 土日他 准看護師

64歳以下 1 普通自動車免許ＡＴ
TEL 0824-63-8975

　    （従業員数 30人 ）
34070- 1745091 就業場所 広島県三次市 正社員 毎　週

月給 看護師
(1) 8時30分～17時30分 土日他 准看護師

64歳以下 1 普通自動車免許ＡＴ
TEL 0824-63-8975

　    （従業員数 30人 ）
34070- 1746391 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20分 日祝他

40歳以下 1
TEL 082-423-9881

　    （従業員数 7人 ）
34020- 7174891 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） 薬剤師
(1) 9時00分～18時00分 日祝他

59歳以下 1
TEL 084-931-0160

　    （従業員数 34人 ）
34050-11082091 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) 9時00分～18時00分 他

44歳以下 5 (2)10時00分～19時00分
TEL 026-225-7700

　    （従業員数 20人 ）
20010-10420291 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) 9時00分～18時00分 他

44歳以下 1 (2)10時00分～19時00分
TEL 026-225-7700

　    （従業員数 10人 ）
20010-10422191 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) 9時00分～18時00分 他

不問 5 (2)10時00分～19時00分
TEL 026-225-7700

　    （従業員数 4人 ）
20010-10492691 就業場所 広島県三次市 正社員以外 毎　週

株式会社あさひ　（イ
エローハット広島三次
店）

広島県三次市十日市東六丁目３番３３
号

カー用品小売業【イエ
ローハット広島三次店】 雇用・労災・

健康・厚生・
財形143,213円～

159,126円
雇用期間の定めなし

（株）　Ｄｏｌｃｉ
（ｈａｉｒ　ｄｏｌｃ
ｅ）

広島県三次市十日市中２丁目２－５
カズモヴィラ１Ｆ

美容業務（スタイリ
スト） 雇用・労災・

健康・厚生
200,000円～
400,000円

雇用期間の定めなし

全農広島鶏卵　株
式会社

広島県三次市青河町１０６０１番地 経理事務（本社）
雇用・労災・
健康・厚生

160,000円～
180,000円

雇用期間の定めなし

株式会社あさひ　（イ
エローハット広島三次
店）

広島県三次市十日市東六丁目３番３３
号

自動車整備【イエロー
ハット広島三次店】 雇用・労災・

健康・厚生・
財形205,400円～

283,400円
雇用期間の定めなし

所在地・就業場所 職種

新広島ヤクルト販
売　株式会社

広島県広島市西区福島町１丁目２３－
１３

ルートスタッフ／三
次市 雇用・労災・

健康・厚生
190,000円～
190,000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

看護師・准看護師
雇用・労災・
健康・厚生

210,000円～
210,000円

雇用期間の定めなし

（株）　Ｄｏｌｃｉ
（ｈａｉｒ　ｄｏｌｃ
ｅ）

広島県三次市十日市中２丁目２－５
カズモヴィラ１Ｆ

美容業務（アシスタ
ント） 雇用・労災・

健康・厚生
200,000円～
400,000円

雇用期間の定めなし

（株）　Ｄｏｌｃｉ
（ｈａｉｒ　ｄｏｌｃ
ｅ）

広島県三次市十日市中２丁目２－５
カズモヴィラ１Ｆ

美容業務（アイリス
ト） 雇用・労災・

健康・厚生
200,000円～
400,000円

雇用期間の定めなし

（株）　Ｄｏｌｃｉ
（ｈａｉｒ　ｄｏｌｃ
ｅ）

広島県三次市十日市中２丁目２－５
カズモヴィラ１Ｆ

美容業務（アシスタ
ント） 雇用・労災・

健康・厚生
200,000円～
400,000円

雇用期間の定めなし

社会福祉法人　三次市
社会福祉協議会

広島県三次市十日市東三丁目１４番１
号　三次市福祉保健センター

デイサービスセンターで
の看護業務（作木） 雇用・労災・

健康・厚生
163,400円～
255,900円

雇用期間の定めなし

社会福祉法人　三次市
社会福祉協議会

広島県三次市十日市東三丁目１４番１
号　三次市福祉保健センター

デイサービスセンターで
の看護業務（布野） 雇用・労災・

健康・厚生
163,400円～
255,900円

雇用期間の定めなし

（株）　Ｄｏｌｃｉ
（ｈａｉｒ　ｄｏｌｃ
ｅ）

広島県三次市十日市中２丁目２－５
カズモヴィラ１Ｆ

美容業務（スタイリ
スト） 雇用・労災・

健康・厚生
200,000円～
400,000円

雇用期間の定めなし

株式会社アールエ
フ

長野県長野市中御所岡田町３ 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

株式会社　ファー
マシィ

広島県福山市沖野上町４丁目１３番２
７号

薬剤師（三次・安芸
高田地区）

雇用・労災・
健康・厚生・
財形290,000円～

392,000円
雇用期間の定めなし

株式会社ヰセキ中
国

広島県東広島市西条町御薗宇７２７番
地２

営業・販売（三次営
業所）

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

株式会社アールエ
フ

長野県長野市中御所岡田町３ （契）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 営業（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
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時給 普通自動車免許一種
(1) 9時00分～18時00分 他

不問 1 (2)10時00分～19時00分
TEL 026-225-7700

　    （従業員数 10人 ）
20010-10493991 就業場所 広島県三次市 正社員以外 毎　週

月給 美容師
(1) 9時00分～19時00分 他

不問 1
TEL 0856-27-0755

　    （従業員数 8人 ）
32040- 2263191 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 2人 ）
34010-26046391 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 2
TEL 082-490-3715

　    （従業員数 5人 ）
34020- 7039091 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

18歳以上 2 (2)20時00分～ 5時00分
TEL 082-490-3715

　    （従業員数 5人 ）
34020- 7041491 就業場所 広島県三次市 有期雇用派遣 派遣 毎　週

時給 普通自動車免許一種
(1) 8時00分～17時00分 土日祝

不問 1
TEL 0824-55-2141

　    （従業員数 10人 ）
34070- 1731991 就業場所 広島県三次市 正社員 毎　週

月給 変形（１ヶ月単位） 健康運動指導士
(1) 8時30分～17時00分 日他 健康運動実践指導者

59歳以下 1
TEL 0824-62-2631

　    （従業員数 5人 ）
34070- 1732491 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) 8時45分～17時45分 他

35歳以下 2 (2)10時45分～19時45分
TEL 025-371-4115 (3)12時15分～21時15分

　    （従業員数11,330人 ）
15070- 5175591 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

月給
他

不問 1
TEL 082-276-9141

　    （従業員数 5人 ）
34010-25281491 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)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 ）
34010-25282791 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 ）
34010-25377391 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) 6時30分～14時30分 他

18歳以上 1 (2)14時30分～22時30分
TEL 082-270-2750

　    （従業員数 17人 ）
34010-25432791 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) 8時30分～18時00分 日祝他

不問 1
TEL 082-873-6260

　    （従業員数 5人 ）
34010-25504791 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ＡＴ
(1) 8時30分～18時00分 日祝他

不問 1
TEL 082-873-6260

　    （従業員数 5人 ）
34010-25505891 就業場所 広島県三次市 正社員 隔　週

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 19人 ）
34010-25738991 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

18歳以上 2 (2)20時00分～ 5時00分
TEL 082-511-1105

　    （従業員数 19人 ）
34010-25740291 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 082-511-1105

　    （従業員数 0人 ）
34010-25743091 就業場所 広島県三次市 有期雇用派遣 派遣 毎　週

株式会社アールエ
フ

長野県長野市中御所岡田町３ （契）営業（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　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

自動車部品のかしめ作業
／三次市三和町 雇用・労災・

健康・厚生
184,800円～
184,800円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

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／広島県三
次市 雇用・労災・

健康・厚生
150,000円～
170,000円

雇用期間の定めなし

ｉ　Ｃｈａｒｍ　株式
会社　益田営業所

島根県益田市遠田町２６６２ 美容師（３Ｑカット
三次店） 雇用・労災・

健康・厚生
235,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

社会福祉法人　慈
照会

広島県三次市山家町５９７ フィットネスインストラ
クター（いこい元気スタ
ジオ他）

雇用・労災・
健康・厚生・
財形160,000円～

185,000円
雇用期間の定めなし

有限会社　勇輝興
業

広島県三次市作木町下作木８２８番地
４

事務職
雇用・労災・
健康・厚生

126,600円～
126,600円

雇用期間の定めなし

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

自動車部品のスポット溶
接／三次市三和町 雇用・労災・

健康・厚生
184,800円～
184,800円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

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）

かめや釣具　株式
会社

広島県広島市西区商工センター１丁目
１－１５

店舗販売スタッフ／
三次店 雇用・労災・

健康・厚生
180,000円～
180,000円

雇用期間の定めなし
又は 8時00分～21時00分の
間の8時間程度

株式会社　コメリ 新潟市南区清水４５０１番地１ 店舗運営職・幹部候補
（ナショナル社員） 雇用・労災・

健康・厚生・
財形172,000円～

224,000円
雇用期間の定めなし

株式会社　タガワ 広島市安佐南区八木５－１０－１７ 建設機械・自動車点検修
理／三次営業所 雇用・労災・

健康・厚生
200,000円～
400,000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

常駐警備／三次市
雇用・労災・
健康・厚生

124,950円～
124,950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　中川
ビル２０１

自動車部品のプレス加工
作業／三次市 雇用・労災・

健康・厚生
184,800円～
184,800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　中川
ビル２０１

自動車部品の組立作
業／三次市 雇用・労災・

健康・厚生
176,400円～
176,400円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

株式会社　タガワ 広島市安佐南区八木５－１０－１７ 営業／三次営業所
雇用・労災・
健康・厚生

201,000円～
408,000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　中川
ビル２０１

コンクリート２次製品の
製造補助／三次市 雇用・労災・

健康・厚生
211,575円～
211,575円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

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。 

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 ）
34010-25748791 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 土日他

不問 2 (2)20時20分～ 5時05分
TEL 082-511-1105

　    （従業員数 1人 ）
34010-25751091 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 15人 ）
34010-25789991 就業場所 広島県三次市 正社員以外 請負 その他

時給
(1) 8時00分～17時00分 土日

不問 2
TEL 082-490-3715

　    （従業員数 2人 ）
34020- 6973691 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 2
TEL 082-490-3715

　    （従業員数 5人 ）
34020- 6985891 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 2
TEL 082-490-3715

　    （従業員数 5人 ）
34020- 6987591 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00分～16時45分 土日

不問 3
TEL 0848-47-0745

　    （従業員数 17人 ）
34040- 3720091 就業場所 広島県三次市 正社員 請負 毎　週

月給 変形（１ヶ月単位） 介護職員初任者研修
(1) 7時00分～16時00分 他 介護福祉士

59歳以下 1 (2) 8時00分～17時00分
TEL 0824-62-2841 (3) 8時30分～17時30分

　    （従業員数 16人 ）
34070- 1714691 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

月給 変形（１年単位） 看護師
(1) 8時20分～18時15分 日祝他 准看護師

不問 1
TEL 0824-62-2468

　    （従業員数 13人 ）
34070- 1716491 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

月給 変形（１年単位） 視能訓練士
(1) 8時20分～18時15分 日祝

不問 1
TEL 0824-62-2468

　    （従業員数 13人 ）
34070- 1717791 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 3
TEL 0824-53-1522

　    （従業員数 6人 ）
34070- 1719291 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- 1721391 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） 普通自動車免許二種
(1) 7時00分～16時00分 他

不問 1 (2) 8時00分～17時00分
TEL 0824-44-3145 (3)11時00分～20時00分

　    （従業員数 3人 ）
34070- 1722691 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）
(1) 8時00分～17時00分 日祝他

59歳以下 5
TEL 0824-67-3771

　    （従業員数 40人 ）
34070- 1723991 就業場所 広島県三次市 正社員 その他 確定給付年金

月給 変形（１ヶ月単位） 中型一種（８ｔ限定）
(1) 8時00分～17時00分 日他

59歳以下 1
TEL 0824-62-0701

　    （従業員数 16人 ）
34070- 1726891 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00分 日祝他

35歳以下 1
TEL 0824-62-0701

　    （従業員数 16人 ）
34070- 1727291 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

月給
(1) 8時00分～16時30分 土日他

不問 1
TEL 0824-65-6537

　    （従業員数 11人 ）
34070- 1728591 就業場所 広島県三次市 正社員以外 請負 毎　週

株式会社　キャリ
アメイク

広島県広島市中区鉄砲町６－７　中川
ビル２０１

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　キャリ
アメイク

広島県広島市中区鉄砲町６－７　中川
ビル２０１

自動車部品の供給・移動
業務／三次市 雇用・労災・

健康・厚生
176,400円～
176,400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

自動車用ドア部品のプレ
ス作業／三次市三和町 雇用・労災・

健康・厚生
184,800円～
184,800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

自動車部品のプレス作業
及び機械オペレーター／
三次市塩町

雇用・労災・
健康・厚生

176,400円～
176,400円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

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
146,160円～
146,160円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

社会福祉法人　水
明会

広島県三次市南畑敷町４４１ 介護職
雇用・労災・
健康・厚生・
財形174,700円～

231,700円
雇用期間の定めなし

有限会社　オカダ 広島県尾道市高須町８９６－３ アルミダイカスト製品の
仕上げ、加工、検査、内
視鏡検査

雇用・労災・
健康・厚生

200,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

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

自動車用ドア部品のス
ポット溶接作業／三次市
三和町

雇用・労災・
健康・厚生

184,800円～
184,800円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

株式会社　廣工業 広島県三次市山家町３５６－２ 型枠大工
雇用・労災・
健康・厚生

185,600円～
348,000円

雇用期間の定めなし

医療法人　輝眸会
小川眼科

広島県三次市南畑敷町７７－１ 視能訓練士
雇用・労災・
健康・厚生

178,000円～
183,000円

雇用期間の定めなし

医療法人　輝眸会
小川眼科

広島県三次市南畑敷町７７－１ 正・准看護師
雇用・労災・
健康・厚生

208,000円～
240,000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 コンクリート製品の
製造

雇用・労災・
健康・厚生・
財形183,500円～

205,500円
雇用期間の定めなし

有限会社　三良坂
タクシー

三次市三良坂町三良坂９４９－２ タクシー乗務員
雇用・労災・
健康・厚生

160,000円～
160,000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　シーポ
イント

三次市粟屋町２５３５－１－２１２ 清掃員（リョービ）
雇用・労災・
健康・厚生

145,000円～
145,000円

雇用期間の定めなし

サンヨー工業　株
式会社

広島県三次市南畑敷町３００－３９ 事務員
雇用・労災・
健康・厚生

151,200円～
180,000円

雇用期間の定めなし

サンヨー工業　株
式会社

広島県三次市南畑敷町３００－３９ 工場長代理
雇用・労災・
健康・厚生

250,000円～
375,000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。 3



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) 9時00分～17時00分 水他

40歳以下 2
TEL 0852-67-3857

　    （従業員数 6人 ）
32010- 7161191 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45分～17時45分 日祝他

40歳以下 1
TEL 0869-24-0820

　    （従業員数 6人 ）
33110- 3389191 就業場所 広島県三次市 正社員 その他 確定給付年金

月給
(1)10時00分～19時00分 他

不問 1
TEL 082-225-6867

　    （従業員数 7人 ）
34010-24275291 就業場所 広島県三次市 正社員 毎　週

月給 変形（１ヶ月単位） 準中型一種（５トン限
(1) 9時00分～17時30分 土日他 準中型自動車免許

33歳以下 1 (2) 9時00分～18時00分
TEL 082-270-0790

　    （従業員数 11人 ）
34010-24339291 就業場所 広島県三次市 正社員 毎　週 確定拠出年金

月給 変形（１ヶ月単位） 準中型一種（５トン限
(1) 8時40分～17時00分 日祝他

39歳以下 1
TEL 082-922-1411

　    （従業員数 26人 ）
34010-24524191 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 管理栄養士
(1) 5時30分～14時30分 他

不問 1 (2) 9時00分～18時00分
TEL 0120-22-7805 (3)10時00分～19時00分

　    （従業員数 27人 ）
34010-24711491 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 栄養士
(1) 5時30分～14時30分 他

不問 1 (2) 9時00分～18時00分
TEL 0120-22-7805 (3)10時00分～19時00分

　    （従業員数 27人 ）
34010-24714291 就業場所 広島県三次市 正社員以外 請負 毎　週

月給
(1) 8時00分～17時00分 土日他

18歳以上 3
TEL 082-422-7626

　    （従業員数 50人 ）
34020- 6688491 就業場所 広島県三次市 正社員 毎　週

日給 変形（１ヶ月単位）
(1) 9時45分～18時15分 他

59歳以下 1
TEL 084-920-3900

　    （従業員数 2人 ）
34050-10214191 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- 1539991 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- 1540891 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

不問 1
TEL 0824-67-3311

　    （従業員数 7人 ）
34070- 1541291 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30分～17時15分 日祝他

59歳以下 1
TEL 0824-63-7125

　    （従業員数 24人 ）
34070- 1543191 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

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

不問 1
TEL 0824-43-3181

　    （従業員数 14人 ）
34070- 1545391 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10分 日祝他

40歳以下 1
TEL 0824-62-3187

　    （従業員数 8人 ）
34070- 1546691 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

時給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分 日祝他

59歳以下 1
TEL 0824-63-4453

　    （従業員数 70人 ）
34070- 1547991 就業場所 広島県三次市 正社員以外 隔　週 厚生年金基金

月給 変形（１年単位） 準中型一種（５トン限
(1) 7時30分～16時30分 日祝他 建築施工管理技士２級

59歳以下 1 土木施工管理技士２級
TEL 0824-63-4453

　    （従業員数 70人 ）
34070- 1548491 就業場所 広島県三次市 正社員 隔　週 厚生年金基金

株式会社　フォル
テ

広島県広島市西区大芝３丁目１５－１
５　Ｖｉｌｌａ大芝１Ｆ

店舗スタッフ・携帯電話
の販売店頭受付業務全般
／三次

雇用・労災・
健康・厚生

210,000円～
320,000円

雇用期間の定めなし

三菱農機販売　株
式会社

岡山県瀬戸内市邑久町豆田１６１－１ 三次市／農業機械のルー
トセールス 雇用・労災・

健康・厚生・
財形155,150円～

262,150円
雇用期間の定めなし

ハウジング・ス
タッフ株式会社

島根県松江市東津田町４５３－２ 住宅営業（三次店）
雇用・労災・
健康・厚生・
財形200,000円～

300,000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

管理栄養士（三次中
央病院）

雇用・労災・
健康・厚生・
財形193,600円～

235,000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

部品販売員／三次市
雇用・労災・
健康・厚生

160,000円～
201,000円

雇用期間の定めなし

サントリービバレッジ
サービス　株式会社
中国・四国営業本部

広島県広島市西区商工センター３－３
－１４

飲料のルート営業職（自
販機）／三次支店 雇用・労災・

健康・厚生・
財形189,670円～

243,530円
雇用期間の定めなし

株式会社　三森 広島県福山市卸町１５－６ 婦人服の販売（三次
市） 雇用・労災・

健康・厚生
143,000円～
198,000円

雇用期間の定めなし

有限会社シナジーコ
ミュニケーションズ

広島県東広島市西条町寺家６８４０番
地１

交通誘導警備業務／三次
市◎高齢者の方も歓迎し
ます◎

雇用・労災・
健康・厚生

180,000円～
220,000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

栄養士（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）

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

182,400円～
273,600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

250,800円～
342,000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 現場監督
雇用・労災・
健康・厚生

273,600円～
364,800円

雇用期間の定めなし

三次マツダモー
タース　株式会社

広島県三次市三次町１０６５番地 自動車整備
雇用・労災・
健康・厚生

160,000円～
240,000円

雇用期間の定めなし

だて高速運輸　有
限会社

広島県三次市吉舎町海田原１４４－４ 中型運転手
雇用・労災・
健康・厚生・
財形190,000円～

190,000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
雇用・労災・
健康・厚生

190,000円～
280,000円

雇用期間の定めなし

株式会社　三次衛
生工業社

広島県三次市四拾貫町４８番地の２ 解体および片付け作
業員 雇用・労災・

健康・厚生
190,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

株式会社　三次衛
生工業社

広島県三次市四拾貫町４８番地の２ 分別作業員
雇用・労災・
健康・厚生

147,560円～
147,560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。 4



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） 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- 1549791 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 2
TEL 0824-54-2506

　    （従業員数 36人 ）
34070- 1550591 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 他

59歳以下 1
TEL 0824-43-3148

　    （従業員数 14人 ）
34070- 1551191 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ＡＴ
(1) 8時15分～17時10分 日他

59歳以下 1
TEL 0824-43-3148

　    （従業員数 11人 ）
34070- 1552091 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～17時00分 他 介護福祉士

64歳以下 2 (2) 8時30分～17時30分
TEL 0824-52-2346 (3)10時00分～19時00分

　    （従業員数 11人 ）
34070- 1557791 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

59歳以下 2
TEL 0824-67-3771

　    （従業員数 40人 ）
34070- 1559291 就業場所 広島県三次市 正社員 その他 確定給付年金

時給
(1) 8時00分～17時00分 土日他

不問 1
TEL 0824-44-3110

　    （従業員数 23人 ）
34070- 1560091 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) 9時00分～18時00分 日他

不問 1
TEL 0824-64-5050

　    （従業員数 14人 ）
34070- 1565791 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30分～17時30分 日祝他

40歳以下 5
TEL 0824-62-0869

　    （従業員数 4人 ）
34070- 1566891 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) 6時00分～15時00分 土日祝他

不問 1
TEL 0824-55-6022

　    （従業員数 2人 ）
34070- 1567291 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） 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時00分～ 7時59分 他

18歳～64歳 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- 1568591 就業場所 広島県三次市 正社員 請負 その他

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

18歳～64歳 5 (2) 8時30分～17時30分
TEL 0824-63-0529

　    （従業員数 57人 ）
34070- 1569191 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） 看護師
(1) 8時30分～17時30分 他 准看護師

64歳以下 2 普通自動車免許一種
TEL 0847-67-2188

　    （従業員数 64人 ）
34070- 1570691 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 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- 1572491 就業場所 広島県三次市 正社員 隔　週

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 日他 車両系整地掘削用運転

不問 2 普通自動車免許一種
TEL 0824-52-2363

　    （従業員数 7人 ）
34070- 1574891 就業場所 広島県三次市 正社員 隔　週

月給 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 日他 建設機械施工技士２級

不問 1 中型自動車免許一種
TEL 0824-69-2636

　    （従業員数 8人 ）
34070- 1575291 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

月給 変形（１年単位） 中型自動車免許一種
(1) 8時00分～17時00分 日他 車両系基礎工事用運転

不問 1 車両系整地掘削用運転
TEL 0824-69-2636

　    （従業員数 8人 ）
34070- 1576591 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

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147,560円～

147,560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 ＣＡＤオペレーター
雇用・労災・
健康・厚生

172,500円～
230,000円

雇用期間の定めなし

株式会社　ニシカ
ワ

広島県三次市吉舎町吉舎８３３－３５ 製函工
雇用・労災・
健康・厚生・
財形172,500円～

184,000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 作業員（農・林業）
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　Ａコープ西
日本　みらさか店

広島県三次市三良坂町三良坂２１３１
－１

移動販売員
雇用・労災・
健康・厚生

146,200円～
146,200円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

美建工業　株式会
社　三次工場

広島県三次市上川立町１８６１－１ コンクリート製品の
製造

雇用・労災・
健康・厚生・
財形183,500円～

205,500円
雇用期間の定めなし

社会福祉法人　美
和会

広島県三次市三和町下板木１０６８５ 介護職（特別養護老
人ホーム） 雇用・労災・

健康・厚生
177,300円～
244,000円

雇用期間の定めなし

株式会社　Ｃｏｎ
ｆｉｄｅｎｃｅ

広島県三次市十日市中１丁目１３－３
６　グランドグレース十日市１０１号

荷物仕分け作業員
（熊本交通運輸） 雇用・労災・

健康・厚生
164,000円～
180,400円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

株式会社　広島デイ
リーシステムズ

広島県三次市畠敷町９７０－１３ 畜産機械設備の営業販売
設置　修理業務及び集金
業務

雇用・労災・
健康・厚生

200,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

株式会社　ハウス
プラン・Ｔ

広島県三次市西酒屋町１２１０－１ 事務スタッフ
雇用・労災・
健康・厚生・
財形150,000円～

250,000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 看護師
雇用・労災・
健康・厚生・
財形208,200円～

213,200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

警備業
雇用・労災・
健康・厚生

173,600円～
217,000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

230,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

有限会社　久保井
建設

広島県三次市石原町２９３番地 土木技術者
雇用・労災・
健康・厚生

300,000円～
380,000円

雇用期間の定めなし

有限会社　日南建
設

広島県三次市三和町上壱３７１番地２ 現場監督（土木作業
含む） 雇用・労災・

健康・厚生
221,000円～
243,100円

雇用期間の定めなし

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

有限会社　久保井
建設

広島県三次市石原町２９３番地 重機運転手
雇用・労災・
健康・厚生

230,000円～
300,000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。 5



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） 中型自動車免許一種
(1) 8時00分～17時00分 日他

不問 1
TEL 0824-69-2636

　    （従業員数 8人 ）
34070- 1577191 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 2
TEL 0824-44-3777

　    （従業員数 34人 ）
34070- 1583591 就業場所 広島県三次市 正社員 毎　週

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

59歳以下 1 (2) 7時00分～15時30分
TEL 0824-62-1108 (3)10時30分～19時00分

　    （従業員数 186人 ）
34070- 1585091 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
他

59歳以下 1
TEL 0824-53-7021

　    （従業員数 70人 ）
34070- 1587691 就業場所 広島県三次市 正社員 毎　週

日給 歯科衛生士
(1) 8時30分～17時00分 土日祝他

不問 1
TEL 0824-65-0101

　    （従業員数 500人 ）
34070- 1588991 就業場所 広島県三次市 正社員以外 毎　週

日給 看護師
(1) 8時30分～17時00分 土日祝 准看護師

不問 5
TEL 0824-65-0101

　    （従業員数 500人 ）
34070- 1589491 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 日他

18歳以上 5
TEL 0824-65-1919

　    （従業員数 43人 ）
34070- 1590291 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 5 (2)16時15分～ 0時45分
TEL 0824-65-0101 (3) 0時30分～ 9時00分

　    （従業員数 480人 ）
34070- 1591591 就業場所 広島県三次市 正社員以外 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- 1592191 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 日他

18歳～59歳 5
TEL 0824-65-1919

　    （従業員数 43人 ）
34070- 1593091 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 日祝他

40歳以下 1
TEL 0824-65-3115

　    （従業員数 11人 ）
34070- 1594391 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

月給 変形（１年単位） 準中型一種（５トン限
(1) 8時00分～17時00分 日他

59歳以下 2
TEL 0824-62-1273

　    （従業員数 18人 ）
34070- 1596991 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

月給 保育士
(1) 8時30分～17時15分 土日祝他

不問 2
TEL 0824-62-6105

　    （従業員数 6人 ）
34070- 1597491 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) 8時00分～17時00分 他

不問 1
TEL 0824-63-9955

　    （従業員数 50人 ）
34070- 1598791 就業場所 広島県三次市 正社員以外 その他

時給
(1) 8時00分～16時30分 他

不問 1
TEL 0824-63-9955

　    （従業員数 50人 ）
34070- 1599891 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 他

不問 1
TEL 0824-63-9955

　    （従業員数 50人 ）
34070- 1600991 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～16時45分 日他

45歳以下 6
TEL 0824-44-3536

　    （従業員数 70人 ）
34070- 1603891 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

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

193,600円～
220,960円

雇用期間の定めなし

有限会社　久保井
建設

広島県三次市石原町２９３番地 土木作業員
雇用・労災・
健康・厚生

200,000円～
280,000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 歯科衛生士
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）

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

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 正・准看護師
雇用・労災・
健康・厚生・
財形165,000円～

217,000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 正・准看護師
雇用・労災・
健康・厚生

198,200円～
206,200円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

株式会社　ビーエ
ルテック

広島県三次市粟屋町１４５５－１ 警備員
雇用・労災・
健康・厚生

184,450円～
249,550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 正・准看護師（日
勤） 雇用・労災・

健康・厚生
191,520円～
254,520円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

山崎電設工業　有
限会社

広島県三次市向江田町２８９－７ 一般作業員
雇用・労災・
健康・厚生

184,450円～
227,850円

雇用期間の定めなし

株式会社　ビーエ
ルテック

広島県三次市粟屋町１４５５－１ 警備員
雇用・労災・
健康・厚生

184,450円～
249,550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）

株式会社　Ａコープ西
日本　みよし店

広島県三次市十日市東三丁目１－４１ 移動販売員
雇用・労災・
健康・厚生

146,692円～
146,692円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

三次市役所 広島県三次市十日市中２丁目８番１号 保育士（女性活躍支
援課） 雇用・労災・

健康・厚生
165,800円～
165,800円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

岡山県貨物運送　株式
会社　三次営業所

広島県三次市東酒屋町３０６－４０ 集配ドライバー
雇用・労災・
健康・厚生・
財形190,000円～

250,000円
雇用期間の定めなし

有限会社　サンキ 広島県三次市三良坂町皆瀬１００７５
－１

一般作業員
雇用・労災・
健康・厚生

189,000円～
220,750円

雇用期間の定めなし

株式会社　Ａコープ西
日本　みよし店

広島県三次市十日市東三丁目１－４１ 水産
雇用・労災・
健康・厚生

145,661円～
145,661円

雇用期間の定めなし

株式会社　Ａコープ西
日本　みよし店

広島県三次市十日市東三丁目１－４１ 精肉
雇用・労災・
健康・厚生

145,661円～
145,661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。 6



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） 普通自動車免許一種
(1) 8時30分～17時30分 日祝他

45歳以下 1
TEL 0824-62-5511

　    （従業員数 12人 ）
34070- 1604291 就業場所 広島県三次市 正社員 隔　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～59歳 1 電気工事士（第２種）
TEL 0824-63-6969

　    （従業員数 26人 ）
34070- 1605591 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) 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- 1606191 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00分～17時00分 他

不問 1
TEL 0824-65-2347

　    （従業員数 62人 ）
34070- 1607091 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） 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～66歳 1 (2)16時00分～ 9時00分
TEL 0824-65-2540

　    （従業員数 21人 ）
34070- 1614591 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

月給 理学療法士
(1) 8時15分～17時45分 日祝 作業療法士

64歳以下 3 (2) 8時15分～12時15分
TEL 0824-63-1000 (3) 9時00分～18時30分

　    （従業員数 14人 ）
34070- 1623191 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） 普通自動車免許一種
(1) 6時30分～14時40分 他

不問 1 (2) 9時00分～18時00分
TEL 0824-64-2071

　    （従業員数 29人 ）
34070- 1625391 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） 普通自動車免許一種
(1) 7時45分～17時15分 日祝他

不問 3
TEL 0824-65-2600

　    （従業員数 8人 ）
34070- 1626691 就業場所 広島県三次市 正社員以外 その他

日給 準中型一種（５トン限
(1)20時00分～ 5時00分 土日祝他

18歳以上 5
TEL 0824-63-0345

　    （従業員数 47人 ）
34070- 1627991 就業場所 広島県三次市 正社員以外 請負 毎　週

日給 大型自動車免許一種
(1) 7時00分～16時00分 土日他 中型自動車免許一種

69歳以下 2
TEL 0824-65-6686

　    （従業員数 11人 ）
34070- 1628491 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

40歳以下 1
TEL 0824-62-1191

　    （従業員数 119人 ）
34070- 1629791 就業場所 広島県三次市 正社員 毎　週

月給
(1) 8時15分～16時45分 土日祝他

不問 3
TEL 0824-62-6105

　    （従業員数 0人 ）
34070- 1630591 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） 車両系整地掘削用運転
(1) 8時00分～17時00分 日他

64歳以下 1
TEL 0824-55-7151

　    （従業員数 10人 ）
34070- 1631191 就業場所 広島県三次市 正社員 隔　週

月給 変形（１ヶ月単位） ホームヘルパー２級
(1) 8時30分～17時00分 他 介護職員初任者研修

18歳以上 1 (2)16時00分～ 9時00分 普通自動車免許一種
TEL 0824-62-2631

　    （従業員数 14人 ）
34070- 1632091 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） 介護福祉士
(1) 8時30分～17時00分 他

59歳以下 1 (2)16時00分～ 9時00分
TEL 0824-62-2631

　    （従業員数 14人 ）
34070- 1633391 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

時給 変形（１年単位）
(1) 8時30分～17時00分 他

不問 1
TEL 0824-53-2016

　    （従業員数 9人 ）
34070- 1634691 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) 6時00分～14時40分 他

64歳以下 2 (2) 7時00分～15時40分
TEL 0824-53-2016 (3) 8時30分～17時10分

　    （従業員数 57人 ）
34070- 1635991 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

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

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

マスダランドビル
株式会社

広島県三次市十日市東三丁目３－２２ 工務ディレクター（建
築）（現場管理） 雇用・労災・

健康・厚生・
財形200,000円～

300,000円
雇用期間の定めなし

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 雇用・労災・

健康・厚生
230,000円～
250,000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（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

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（三次中
央病院） 雇用・労災・

健康・厚生
162,000円～
194,400円

雇用期間の定めなし

有限会社　アドバ
ンスオオヤマ

広島県三次市西酒屋町６９２－２ 警備員（夜間）
雇用・労災・
健康・厚生

270,000円～
270,000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、車両の洗車・
メンテナンス 雇用・労災・

健康・厚生
189,200円～
206,400円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

広島県酪農業協同
組合

広島県三次市東酒屋町３０６－６５ 生乳の受け入れ・出
荷業務

雇用・労災・
健康・厚生・
財形205,200円～

205,200円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

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・

健康・厚生
157,200円～
157,200円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

ＪＵＫＩ広島　株
式会社

広島県三次市東酒屋町３０６－３１ フォークリフト運転
手 雇用・労災・

健康・厚生
180,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

株式会社　邦友 広島県三次市東酒屋町１１２３－５ 運転手
雇用・労災・
健康・厚生

173,600円～
173,600円

雇用期間の定めなし

社会福祉法人　慈
照会

広島県三次市山家町５９７ 介護職員（ふの慈照園）
／介護福祉士 雇用・労災・

健康・厚生・
財形183,000円～

213,000円
雇用期間の定めなし

社会福祉法人　慈
照会

広島県三次市山家町５９７ 介護職員（ふの慈照園）
／初任者研修以上 雇用・労災・

健康・厚生・
財形173,000円～

173,000円
雇用期間の定めなし

有限会社　齊木砂
利

広島県三次市作木町伊賀和志８７ 砕石プラントオペレー
ター・原石採取 雇用・労災・

健康・厚生・
財形200,000円～

200,000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 生活支援員（介護職員）
【ニューライフ君田／入
所】

雇用・労災・
健康・厚生・
財形160,300円～

228,280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 職業指導員
雇用・労災・
健康・厚生

147,825円～
175,747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。 7



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) 8時15分～16時55分 日他

64歳以下 1 (2) 8時30分～17時10分
TEL 0824-53-2016

　    （従業員数 10人 ）
34070- 1636491 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

月給
土日祝他

64歳以下 1
TEL 0824-65-6633

　    （従業員数 10人 ）
34070- 1638891 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 日他

59歳以下 2
TEL 0824-62-5111

　    （従業員数 106人 ）
34070- 1640091 就業場所 広島県三次市 正社員 毎　週 確定給付年金

日給 変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時00分～17時05分 日祝他

不問 1
TEL 0824-44-2177

　    （従業員数 12人 ）
34070- 1641391 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

59歳以下 1
TEL 0824-55-3001

　    （従業員数 7人 ）
34070- 1643991 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

時給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分 日祝他

不問 1
TEL 0824-55-3001

　    （従業員数 7人 ）
34070- 1644491 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） 普通自動車免許一種
(1) 8時30分～17時00分 日祝他

64歳以下 1
TEL 0824-62-5166

　    （従業員数 9人 ）
34070- 1645791 就業場所 広島県三次市 正社員 隔　週

時給 変形（１ヶ月単位）
他

不問 1
TEL 0824-62-3391

　    （従業員数 3人 ）
34070- 1647291 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） 幼稚園教諭免許
(1) 7時30分～16時00分 日祝他 小学校教諭免許

不問 1 (2) 8時30分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ
TEL 0824-62-6105 (3)11時00分～19時30分

　    （従業員数 0人 ）
34070- 1649191 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～17時00分 土日祝他

71歳以下 1
TEL 0824-63-2646

　    （従業員数 2人 ）
34070- 1650691 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ＡＴ
(1) 8時30分～17時00分 他

不問 1
TEL 0824-67-3612

　    （従業員数 40人 ）
34070- 1651991 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） 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時30分～17時00分 他

不問 1
TEL 0824-67-3612

　    （従業員数 40人 ）
34070- 1652491 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00分～17時00分 日他

59歳以下 2
TEL 0824-62-0701

　    （従業員数 16人 ）
34070- 1661891 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～17時50分 他

40歳以下 3 (2)10時00分～18時50分
TEL 0824-66-1035

　    （従業員数 8人 ）
34070- 1663591 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～17時50分 他

40歳以下 3 (2)10時30分～19時20分
TEL 0824-66-1035

　    （従業員数 8人 ）
34070- 1664191 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） 薬剤師
(1) 8時00分～18時00分 日祝他 普通自動車免許一種

59歳以下 2
TEL 082-555-2553

　    （従業員数 2人 ）
34070- 1665091 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

日給 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時30分～17時30分 他

不問 1 (2) 8時00分～17時00分
TEL 0824-53-1506

　    （従業員数 56人 ）
34070- 1670291 就業場所 広島県三次市 正社員以外 毎　週

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 生活支援員（介護職員）
【ニューライフ君田／通
所】

雇用・労災・
健康・厚生・
財形160,300円～

228,280円
雇用期間の定めなし

双三縫製　株式会
社

広島県三次市三良坂町三良坂９９４－
１

製造管理
雇用・労災・
健康・厚生

172,000円～
258,000円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

ミヨシ電子　株式
会社

広島県三次市東酒屋町３０６ 品質保証業務全般
雇用・労災・
健康・厚生・
財形170,000円～

270,000円
雇用期間の定めなし

エア・ウォーター・メ
ディエイチ　株式会社
三次滅菌センター

三次市東酒屋町１０５３１
市立三次中央病院　２Ｆ　中央材料室

医療器具洗浄・滅菌
雇用・労災・
健康・厚生

145,600円～
164,160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

有限会社　三次建
販

広島県三次市南畑敷町７３７番地１ 建設機械の修理・点
検 雇用・労災・

健康・厚生
180,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

株式会社　フォレ
ストワン

広島県三次市作木町香淀１００４ 現業職（工場勤務者）／
フルタイムパート 雇用・労災・

健康・厚生
153,876円～
194,370円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

株式会社　フォレ
ストワン

広島県三次市作木町香淀１００４ 現業職（工場勤務
者） 雇用・労災・

健康・厚生
152,000円～
240,000円

雇用期間の定めなし

有限会社　ジャパンク
リーンサービス

広島県三次市十日市東２丁目３－８ 廃棄物収集運搬業務
雇用・労災・
健康・厚生

180,000円～
180,000円

雇用期間の定めなし

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

健康・厚生
171,800円～
171,800円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

株式会社　ハニーズ
ホールディングス　ハ
ニーズ三次店

広島県三次市十日市中１丁目１番１０
号
　三次ショッピングセンター（ＣＣプ
ラザ）２階

婦人服販売員
雇用・労災・
健康・厚生・
財形135,450円～

135,450円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 又は 8時30分～19時45分の

間の7時間程度

サンヨー工業　株
式会社

広島県三次市南畑敷町３００－３９ 機械作業員
雇用・労災・
健康・厚生

160,000円～
310,000円

雇用期間の定めなし

全農広島鶏卵　株
式会社

広島県三次市青河町１０６０１番地 選別包装作業員（三次Ｇ
Ｐセンター） 雇用・労災・

健康・厚生
144,957円～
147,705円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

全農広島鶏卵　株
式会社

広島県三次市青河町１０６０１番地 出荷作業員（三次Ｇ
Ｐセンター） 雇用・労災・

健康・厚生
152,342円～
176,387円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

有限会社　ティー
ズオフィス

広島県三次市下志和地町７０３－７ 薬剤師（三次市・し
わち薬局） 雇用・労災・

健康・厚生
400,000円～
500,000円

雇用期間の定めなし

有限会社　スエム
ネ時計店

広島県三次市塩町２１２３－５ 販売員
雇用・労災・
健康・厚生

175,000円～
350,000円

雇用期間の定めなし

有限会社　スエム
ネ時計店

広島県三次市塩町２１２３－５ 販売員
雇用・労災・
健康・厚生

175,000円～
350,000円

雇用期間の定めなし

株式会社ヒロハイ
三次事務所

広島県三次市西酒屋町５５９－１ 清掃事務及び巡回清
掃 雇用・労災・

健康・厚生
167,670円～
167,670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。 8



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
(1) 8時30分～17時30分 土日祝

59歳以下 1
TEL 0824-52-3248

　    （従業員数 15人 ）
34070- 1671591 就業場所 広島県三次市 正社員 毎　週

時給 変形（１ヶ月単位）
(1) 7時15分～16時15分 他

不問 2 (2) 9時00分～18時00分
TEL 0824-63-8975 (3)11時00分～20時00分

　    （従業員数 36人 ）
34070- 1673091 就業場所 広島県三次市 正社員以外 その他

時給 ホームヘルパー２級
(1) 8時30分～17時30分 他 介護職員初任者研修

不問 2 普通自動車免許ＡＴ
TEL 0824-63-8975

　    （従業員数 24人 ）
34070- 1674391 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） ホームヘルパー２級
(1) 8時30分～17時30分 他 介護職員初任者研修

不問 2 普通自動車免許ＡＴ
TEL 0824-63-8975

　    （従業員数 24人 ）
34070- 1675691 就業場所 広島県三次市 正社員以外 その他

日給 大型自動車免許一種
(1) 8時00分～17時00分 土日祝

64歳以下 3
TEL 0824-55-6600

　    （従業員数 36人 ）
34070- 1678791 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
(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 11人 ）
34070- 1679891 就業場所 広島県三次市 正社員以外 請負 毎　週

日給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分 日祝他

59歳以下 1
TEL 0824-54-2011

　    （従業員数 27人 ）
34070- 1680191 就業場所 広島県三次市 正社員 隔　週

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 0824-54-2011

　    （従業員数 27人 ）
34070- 1681091 就業場所 広島県三次市 正社員 隔　週

日給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分 日祝他

59歳以下 1
TEL 0824-54-2011

　    （従業員数 27人 ）
34070- 1682391 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- 1683691 就業場所 広島県三次市 正社員 隔　週

時給 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時00分～17時00分 土日祝

69歳以下 1
TEL 0824-63-6201

　    （従業員数 9人 ）
34070- 1684991 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

59歳以下 1
TEL 0824-68-0808

　    （従業員数 4人 ）
34070- 1685491 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

59歳以下 1
TEL 0824-68-0808

　    （従業員数 4人 ）
34070- 1686791 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

月給
(1) 8時00分～17時00分 土日

62歳以下 1
TEL 0824-43-2181

　    （従業員数 24人 ）
34070- 1687891 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

62歳以下 1
TEL 0824-43-2181

　    （従業員数 24人 ）
34070- 1688291 就業場所 広島県三次市 正社員 毎　週

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

64歳以下 1 (2)16時00分～ 9時00分
TEL 0824-63-5307

　    （従業員数 45人 ）
34070- 1690391 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30分 他 准看護師

64歳以下 1
TEL 0824-63-5307

　    （従業員数 4人 ）
34070- 1691691 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

社会福祉法人　三次市
社会福祉協議会

広島県三次市十日市東三丁目１４番１
号　三次市福祉保健センター

介護員（特別養護老人
ホーム江水園） 雇用・労災・

健康・厚生
159,600円～
162,960円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

有限会社　明和工
業　広島営業所

広島県三次市三和町羽出庭４３１－１
０

場内作業員
雇用・労災・
健康・厚生

156,000円～
280,000円

雇用期間の定めなし

クロキ運輸株式会
社

広島県三次市吉舎町吉舎８４５番地 運転手（大型ダンプ　・
ミキサー車） 雇用・労災・

健康・厚生
226,600円～
226,600円

雇用期間の定めなし

社会福祉法人　三次市
社会福祉協議会

広島県三次市十日市東三丁目１４番１
号　三次市福祉保健センター

訪問介護員（ホームヘル
プセンターみよし南） 雇用・労災・

健康・厚生
151,200円～
154,560円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

社会福祉法人　三次市
社会福祉協議会

広島県三次市十日市東三丁目１４番１
号　三次市福祉保健センター

訪問介護員（ホームヘル
プセンターみよし） 雇用・労災・

健康・厚生
151,200円～
154,560円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

宮迫木材　株式会
社

広島県三次市布野町下布野８４－２ 機械オペレーター
雇用・労災・
健康・厚生・
財形180,000円～

247,500円
雇用期間の定めなし

宮迫木材　株式会
社

広島県三次市布野町下布野８４－２ 機械オペレーター
（板の生産）

雇用・労災・
健康・厚生・
財形180,000円～

247,500円
雇用期間の定めなし

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～
170,000円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

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）

現場事務
雇用・労災・
健康・厚生

144,493円～
144,493円

雇用期間の定めなし

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

宮迫木材　株式会
社

広島県三次市布野町下布野８４－２ 製品仕分け及び工場
内作業

雇用・労災・
健康・厚生・
財形180,000円～

247,500円
雇用期間の定めなし

吉舎工業　株式会
社

三次市吉舎町吉舎１５０－１ 溶接工
雇用・労災・
健康・厚生

156,864円～
200,000円

雇用期間の定めなし

三次トーヨー住器
株式会社

広島県三次市十日市西４－１０－５ サッシ組立業務（見習可）
及びエクステリア商品の施
工

雇用・労災・
健康・厚生・
財形180,000円～

250,500円
雇用期間の定めなし

又は 8時00分～19時00分の
間の8時間

三次トーヨー住器
株式会社

広島県三次市十日市西４－１０－５ 営業
雇用・労災・
健康・厚生・
財形180,000円～

350,000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

看護師（たすく）
雇用・労災・
健康・厚生

185,000円～
220,000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

看護師
雇用・労災・
健康・厚生

205,000円～
240,000円

雇用期間の定めなし

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

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。 9



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） ホームヘルパー２級
(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- 1692991 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- 1693491 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

時給 看護師
(1) 8時00分～17時00分 他

不問 1 (2) 8時30分～17時30分
TEL 0824-65-6537 (3)10時00分～19時00分

　    （従業員数 1人 ）
34070- 1700891 就業場所 広島県三次市 無期雇用派遣 派遣 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 42人 ）
34070- 1703191 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)13時00分～22時00分 他

不問 1 (2) 0時30分～ 9時30分
TEL 0824-62-6960

　    （従業員数 170人 ）
34070- 1706691 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） 大型自動車免許一種
(1)17時00分～ 2時00分 他

18歳以上 2 (2) 5時00分～14時00分
TEL 0824-62-6960 (3)10時00分～19時00分

　    （従業員数 170人 ）
34070- 1707991 就業場所 広島県三次市 正社員以外 その他

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- 1709791 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00分 日他

59歳以下 1
TEL 0824-67-3612

　    （従業員数 40人 ）
34070- 1710591 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00分～17時00分 日他

不問 2
TEL 080-1944-0719

　    （従業員数 7人 ）
34070- 1712091 就業場所 広島県三次市 正社員以外 請負 な　し

月給 普通自動車免許一種
他

不問 2
TEL 0826-57-0321

　    （従業員数 10人 ）
34071-  755091 就業場所 広島県三次市 正社員 毎　週

月給 大型自動車免許二種
他

64歳以下 10
TEL 0824-72-2122

　    （従業員数 35人 ）
34072-  699991 就業場所 広島県三次市 正社員 毎　週

時給 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 玉掛技能者

59歳以下 3 フォークリフト技能者
TEL 0824-72-0914

　    （従業員数 16人 ）
34072-  785391 就業場所 広島県三次市 正社員 その他 税制適格年金

月給 変形（１年単位）
(1)10時00分～19時00分 他

59歳以下 3
TEL 082-819-0090

　    （従業員数 17人 ）
34080- 2151991 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 日祝他

45歳以下 2
TEL 0847-62-8150

　    （従業員数 17人 ）
34110- 1196091 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 2
TEL 0847-62-2355

　    （従業員数 4人 ）
34110- 1203991 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

日給 普通自動車免許一種
(1) 8時00分～17時00分 日他

不問 2
TEL 082-555-5094

　    （従業員数 6人 ）
34140-11035691 就業場所 広島県三次市 正社員 毎　週

月給 中型一種（８ｔ限定）
(1) 8時00分～17時00分 土日祝他

不問 1
TEL 0829-34-1555

　    （従業員数 35人 ）
34150- 1776291 就業場所 広島県三次市 正社員 毎　週

株式会社　シーポ
イント

三次市粟屋町２５３５－１－２１２ 看護職（水明園）
雇用・労災・
健康・厚生

219,712円～
235,987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

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）
雇用・労災・
健康・厚生

170,000円～
225,000円

雇用期間の定めなし

ヤマト運輸　株式会社
三次ベース店

広島県三次市東酒屋町３０６－６６ 大型車両の運転業務
雇用・労災・
健康・厚生・
財形167,800円～

167,800円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

ヤマト運輸　株式会社
三次ベース店

広島県三次市東酒屋町３０６－６６ 仕分け作業
雇用・労災・
健康・厚生

167,800円～
167,800円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

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

田淵ファーム 広島県三次市和知町２３６９－３ 農作業（ハウス園
芸） 雇用・労災

170,000円～
200,000円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

全農広島鶏卵　株
式会社

広島県三次市青河町１０６０１番地 製造管理作業（三次
ＧＰセンター） 雇用・労災・

健康・厚生
160,000円～
180,000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

有限会社　林商会 庄原市東本町３－９－１２ 商品管理（三次営業
所）

雇用・労災・
健康・厚生・
財形189,750円～

207,000円
雇用期間の定めなし

備北交通　株式会
社

庄原市東本町３丁目１１－１６ バス運転者
雇用・労災・
健康・厚生・
財形195,000円～

195,000円
雇用期間の定めなし

又は 5時25分～ 0時50分の間
の8時間程度

サイコー物産株式
会社

広島県安芸高田市高宮町羽佐竹８６９ 農場作業員／三次牧
場（三次）

雇用・労災・
健康・厚生・
財形210,000円～

260,000円
雇用期間の定めなし

又は 8時00分～19時00分の
間の8時間

株式会社　有伸 広島県府中市上下町深江７１０－５ 配管技術者「建設」
雇用・労災・
健康・厚生

147,000円～
320,000円

雇用期間の定めなし

甲奴郡森林組合 広島県府中市上下町上下２８０９－１ 伐採・植林・森林整
備作業

雇用・労災・
健康・厚生・
財形209,700円～

349,500円
雇用期間の定めなし

カワシマ興産　株
式会社

広島県広島市安佐北区可部３丁目４－
１

ドコモショップ販売ス
タッフ及び法人営業／三
次店

雇用・労災・
健康・厚生

175,000円～
210,000円

雇用期間の定めなし

今井運送　株式会
社

広島県廿日市市木材港北１３－４３ 営業所管理（三次）
雇用・労災・
健康・厚生

175,400円～
227,100円

雇用期間の定めなし

株式会社　ＦＵＹ
Ｏ

広島県広島市東区牛田東３丁目１－１
１富陽牛田ビル３階

伐採士、伐採補助員
雇用・労災・
健康・厚生

237,600円～
302,400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。 10



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） 薬剤師
(1) 8時45分～18時15分 日祝他

不問 1 (2) 8時45分～12時45分
TEL 0949-23-3412

　    （従業員数 5人 ）
40080- 2294091 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
他

不問 1
TEL 0824-64-1681

　    （従業員数 8人 ）
34070- 1757491 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～18時00分 日祝他

不問 1
TEL 0824-62-0418

　    （従業員数 9人 ）
34070- 1760191 就業場所 広島県三次市 パート労働者 毎　週

時給 中型自動車免許一種
(1) 5時00分～10時00分 月

不問 1
TEL 0824-62-4611

　    （従業員数 30人 ）
34070- 1749491 就業場所 広島県三次市 パート労働者 その他

時給
(1) 6時00分～ 9時00分 他

不問 1 (2) 6時00分～13時00分
TEL 0824-64-8834 (3)12時00分～18時00分

　    （従業員数 35人 ）
34070- 1750291 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 5
TEL 082-942-1007

　    （従業員数 8人 ）
34010-26709491 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 0820-22-7780

　    （従業員数 28人 ）
35100- 1869491 就業場所 広島県三次市 パート労働者 その他

時給
(1) 9時00分～15時00分 他

不問 1 (2) 9時00分～12時30分
TEL 082-875-1725

　    （従業員数 2人 ）
34010-26280691 就業場所 広島県三次市 パート労働者 請負 毎　週

時給
他

不問 1
TEL 082-847-0027

　    （従業員数 3人 ）
34010-26354491 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～17時00分 他

不問 3 (2)12時00分～19時30分
TEL 082-847-0027

　    （従業員数 0人 ）
34010-26475491 就業場所 広島県三次市 パート労働者 毎　週

時給 薬剤師
日祝他

不問 1
TEL 084-931-0160

　    （従業員数 34人 ）
34050-11083391 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 2
TEL 080-5068-1617

　    （従業員数 18人 ）
34070- 1734891 就業場所 広島県三次市 パート労働者 毎　週

時給 美容師
月他

不問 1
TEL 0824-55-6612

　    （従業員数 5人 ）
34070- 1735291 就業場所 広島県三次市 パート労働者 毎　週

時給 美容師
月他

不問 1
TEL 0824-55-6612

　    （従業員数 5人 ）
34070- 1736591 就業場所 広島県三次市 パート労働者 毎　週

時給 美容師
月他

不問 1
TEL 0824-55-6612

　    （従業員数 6人 ）
34070- 1737191 就業場所 広島県三次市 パート労働者 毎　週

時給 美容師
月他

不問 1
TEL 0824-55-6612

　    （従業員数 6人 ）
34070- 1738091 就業場所 広島県三次市 パート労働者 毎　週

（株）　Ｄｏｌｃｉ
（ｈａｉｒ　ｄｏｌｃ
ｅ）

広島県三次市十日市中２丁目２－５
カズモヴィラ１Ｆ

美容業務（スタイリ
スト） 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～17時00分の
間の6時間程度

（株）　Ｄｏｌｃｉ
（ｈａｉｒ　ｄｏｌｃ
ｅ）

広島県三次市十日市中２丁目２－５
カズモヴィラ１Ｆ

美容業務（アシスタ
ント） 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～17時00分の
間の6時間程度

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

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

（株）　Ｄｏｌｃｉ
（ｈａｉｒ　ｄｏｌｃ
ｅ）

広島県三次市十日市中２丁目２－５
カズモヴィラ１Ｆ

美容業務（スタイリ
スト） 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～17時00分の
間の6時間程度

（株）　Ｄｏｌｃｉ
（ｈａｉｒ　ｄｏｌｃ
ｅ）

広島県三次市十日市中２丁目２－５
カズモヴィラ１Ｆ

美容業務（アシスタ
ント） 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～17時00分の
間の6時間程度

株式会社　ソリッ
ド

広島県広島市安佐南区高取南２－２０
－２６

ファンシー文具・玩具・
雑貨等の販売／三次市

雇用・労災

900円～950円雇用期間の定めなし 週4日～5日
程度又は 9時30分～19時00分の

間の7時間程度

株式会社　ソリッ
ド

広島県広島市安佐南区高取南２－２０
－２６

ファンシー文具・インテ
リア小物等の販売／三次
市 雇用・労災

900円～950円雇用期間の定めなし 週4日～5日
程度又は 9時30分～19時30分の

間の7時間程度

株式会社　ファー
マシィ

広島県福山市沖野上町４丁目１３番２
７号

薬剤師（三次・安芸
高田地区） 労災

2,300円～2,500円雇用期間の定めなし 週4日以上
又は 9時00分～18時00分の
間の4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

コンビニエンストストア
販売店員（深夜）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22時00分～ 8時00分の

間の8時間程度

有限会社　フジマ 山口県柳井市柳井９８７番地 ホール係（さざん亭三次
店・１７～２２時の間の
３時間以上） 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
又は17時00分～22時00分の
間の3時間以上

株式会社　クラフト
コーポレーション

広島県広島市安佐南区西原２丁目９－
３７　森下ビル１Ｆ

清掃員／三次市

労災

850円～900円雇用期間の定めなし 週2日～4日
程度

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

有限会社　エイエム
エー・エクスプレス

広島県三次市東酒屋町３０６－２７ 荷物の仕分け作業

雇用・労災

950円～950円雇用期間の定めなし 週6日程度

株式会社　フタバ図書
ソフトピア三次店

広島県三次市南畑敷町５０４ 販売・接客

雇用・労災

900円～1,100円雇用期間の定めなし 週6日以内

株式会社あさひ　（イ
エローハット広島三次
店）

広島県三次市十日市東六丁目３番３３
号

カー用品小売業【イエ
ローハット広島三次店】

労災

900円～1,000円雇用期間の定めなし 週5日程度
又は10時00分～19時00分の
間の3時間程度

ここからパート求人です

有限会社　直方メディ
カルサービス

直方市知古７９８－１ 薬剤師（ぶどう薬局：広
島県三次市） 雇用・労災・

健康・厚生
330,000円～
330,000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。 11



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 美容師
月他

不問 1
TEL 0824-55-6612

　    （従業員数 6人 ）
34070- 1739391 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
(1) 9時15分～13時15分 他

不問 1 (2)11時00分～16時30分
TEL 0824-62-2631 (3) 9時00分～16時30分

　    （従業員数 23人 ）
34070- 1747691 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
(1) 9時00分～18時00分 他

不問 1 (2)10時00分～19時00分
TEL 026-225-7700

　    （従業員数 5人 ）
20010-10560891 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
(1) 9時00分～18時00分 他

不問 1 (2)10時00分～19時00分
TEL 026-225-7700

　    （従業員数 5人 ）
20010-10561291 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
(1) 9時00分～18時00分 他

不問 3 (2)10時00分～19時00分
TEL 026-225-7700

　    （従業員数 12人 ）
20010-10562591 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
(1) 9時00分～18時00分 他

不問 1 (2)10時00分～19時00分
TEL 026-225-7700

　    （従業員数 5人 ）
20010-10564091 就業場所 広島県三次市 パート労働者 毎　週

時給 美容師
他

不問 1
TEL 0856-27-0755

　    （従業員数 8人 ）
32040- 2262591 就業場所 広島県三次市 パート労働者 その他

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 ）
34010-25960891 就業場所 広島県三次市 パート労働者 請負 その他

時給
(1)11時00分～15時00分 水他

不問 1 (2)15時00分～19時00分
TEL 0824-66-3033 (3)17時00分～20時00分

　    （従業員数 5人 ）
34070- 1733791 就業場所 広島県三次市 パート労働者 毎　週

時給 薬剤師
(1) 9時00分～18時00分 日祝他

不問 1
TEL 082-810-5082

　    （従業員数 5人 ）
34080- 2272991 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 078-797-7706

　    （従業員数 12人 ）
28010-14896791 就業場所 広島県三次市 パート労働者 毎　週

時給
他

59歳以下 1
TEL 079-422-2970

　    （従業員数 6人 ）
28060- 5171391 就業場所 広島県三次市 パート労働者 毎　週

時給
(1) 8時15分～15時00分 他

不問 1 (2)13時45分～19時00分
TEL 082-270-3170

　    （従業員数 8人 ）
34010-25163591 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30分～17時30分 月日他

不問 1 (2)10時00分～16時00分
TEL 082-298-3435

　    （従業員数 7人 ）
34010-25278191 就業場所 広島県三次市 パート労働者 毎　週

時給 保育士
(1)13時30分～17時30分 月日他

不問 1 (2)10時00分～16時00分
TEL 082-298-3435

　    （従業員数 7人 ）
34010-25280991 就業場所 広島県三次市 パート労働者 毎　週

時給 看護師
(1) 8時00分～17時00分 日他 准看護師

不問 1
TEL 082-298-3435

　    （従業員数 10人 ）
34010-25297391 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00分～17時00分 日他

不問 1
TEL 082-298-3435

　    （従業員数 10人 ）
34010-25298691 就業場所 広島県三次市 パート労働者 毎　週

株式会社　Ｓｍｉ
ｌｅ

広島県広島市中区吉島西１丁目１８－
９

介護職員／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3日～5日
程度

株式会社　Ｓｍｉ
ｌｅ

広島県広島市中区吉島西１丁目１８－
９

放課後等デイサービス指
導員／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2日～5日
程度

株式会社　Ｓｍｉ
ｌｅ

広島県広島市中区吉島西１丁目１８－
９

放課後等デイサービス保
育士／三次市

労災

1,150円～1,150円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

週2日～5日
程度

株式会社　Ｓｍｉ
ｌｅ

広島県広島市中区吉島西１丁目１８－
９

正・准看護師／三次
市 雇用・労災

1,100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

株式会社　Ｇ－７・
オート・サービス

神戸市須磨区弥栄台３－１－６ オートバックス店舗ス
タッフ（三次市）

労災

900円～900円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

週2日～3日
程度又は10時00分～20時00分の

間の6時間程度

株式会社　手芸の
丸十

兵庫県加古川市加古川町中津４４８－
１

手芸用品の接客・販売
（三次店）【画像情報あ
り】 雇用・労災

850円～880円雇用期間の定めなし 週3日～4日
程度又は10時00分～19時30分の

間の3時間以上

株式会社　ツルハグルー
プドラッグ＆ファーマ
シー西日本

広島県広島市西区井口明神１丁目１番
１０号

販売／ウォンツ三次
店 労災

900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

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円雇用期間の定めなし 週6日程度

お好み焼き　お食
事　いまちゃん

三次市塩町　２１３０－７ お好み焼き店スタッ
フ 労災

900円～900円雇用期間の定めなし 週2日～5日
程度

有限会社　メディ
スン

広島県広島市安佐北区大林１丁目２１
番３４号

薬剤師〔三次市〕

雇用・労災

2,500円～3,000円雇用期間の定めなし 週3日程度

株式会社アールエ
フ

長野県長野市中御所岡田町３ 軽作業（三次市）

雇用・労災

1,060円～1,060円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

週3日以上

株式会社アールエ
フ

長野県長野市中御所岡田町３ 営業（三次市）

雇用・労災

1,060円～1,060円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

週3日以上

ｉ　Ｃｈａｒｍ　株式
会社　益田営業所

島根県益田市遠田町２６６２ 美容師（３Ｑカット
三次店） 雇用・労災

900円～1,000円雇用期間の定めなし 週3日～6日
又は 9時00分～19時00分の
間の5時間以上

社会福祉法人　慈
照会

広島県三次市山家町５９７ 調理業務（十日市慈
照園） 雇用・労災

850円～900円雇用期間の定めなし 週2日～5日
以内

株式会社アールエ
フ

長野県長野市中御所岡田町３ 一般事務（三次市）

雇用・労災

1,060円～1,060円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

週3日以上

株式会社アールエ
フ

長野県長野市中御所岡田町３ 納品設置／サポート
（三次市） 雇用・労災

1,060円～1,060円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

週3日以上

（株）　Ｄｏｌｃｉ
（ｈａｉｒ　ｄｏｌｃ
ｅ）

広島県三次市十日市中２丁目２－５
カズモヴィラ１Ｆ

美容業務（アイリス
ト） 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～17時00分の
間の6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。 12



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)23時00分～ 8時00分 土日他

18歳以上 1
TEL 082-849-1075

　    （従業員数 0人 ）
34010-25488091 就業場所 広島県三次市 有期派遣パート 派遣 毎　週

時給 普通自動車免許ＡＴ
他

不問 3
TEL 082-942-1007

　    （従業員数 10人 ）
34010-25577691 就業場所 広島県三次市 パート労働者 請負 毎　週

時給 看護師
(1) 8時20分～12時30分 日祝 准看護師

不問 1 (2) 8時20分～17時00分
TEL 0824-62-2468

　    （従業員数 13人 ）
34070- 1715991 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～16時00分 他

不問 3 (2) 8時30分～12時00分
TEL 0824-65-0300

　    （従業員数 49人 ）
34070- 1724491 就業場所 広島県三次市 パート労働者 その他

時給
(1) 5時30分～14時00分 他

64歳以下 2 (2) 9時00分～13時30分
TEL 0120-70-2346 (3)11時00分～20時00分

　    （従業員数 5人 ）
27060-15790691 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 086-226-7101

　    （従業員数 6人 ）
33010-19163891 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～17時30分 他

不問 1
TEL 0865-65-3606

　    （従業員数 8人 ）
33080- 2957191 就業場所 広島県三次市 パート労働者 毎　週

日給
(1) 8時00分～17時00分 日他

18歳以上 3
TEL 082-422-7626

　    （従業員数 50人 ）
34020- 6702191 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～21時00分 他

不問 1
TEL 0823-72-1000

　    （従業員数 60人 ）
34030- 3987991 就業場所 広島県三次市 パート労働者 毎　週

時給
(1)16時00分～22時10分 他

18歳以上 1
TEL 084-957-2678

　    （従業員数 17人 ）
34050- 9986391 就業場所 広島県三次市 パート労働者 毎　週

時給
(1)16時00分～22時10分 他

不問 2 (2)12時00分～18時00分
TEL 084-957-2678

　    （従業員数 13人 ）
34050- 9996991 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 9人 ）
34070- 1542591 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 0824-63-5301

　    （従業員数 5人 ）
34070- 1544091 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
(1) 9時00分～12時30分 土日祝

不問 1
TEL 0824-62-2366

　    （従業員数 32人 ）
34070- 1553391 就業場所 広島県三次市 パート労働者 毎　週

時給
(1) 3時00分～ 6時30分 月土日祝

18歳以上 2
TEL 0824-62-2366

　    （従業員数 32人 ）
34070- 1554691 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 月日他

不問 2
TEL 0824-62-5356

　    （従業員数 14人 ）
34070- 1555991 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 (2)13時00分～16時00分
TEL 0824-66-1799 (3)10時00分～15時00分

　    （従業員数 5人 ）
34070- 1556491 就業場所 広島県三次市 パート労働者 その他

株式会社　太惣 広島県三次市三次町２０９－１ 炊飯・調理補助員
（三次町） 労災

1,000円～1,000円雇用期間の定めなし 週4日程度

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

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

900円～900円雇用期間の定めなし 週4日～6日

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～18時30分の
間の4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／中央病院
内売店） 雇用・労災

950円～950円雇用期間の定めなし 週2日～5日
以内又は 6時30分～20時00分の

間の5時間以上

株式会社　太惣 広島県三次市三次町２０９－１ 配達

労災

850円～850円雇用期間の定めなし 週5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

1,065円～1,065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　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

店舗スタッフ（スーパー
ドラッグひまわり三次西
店） 雇用・労災

880円～880円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

週4日程度

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

店舗スタッフ（スーパー
ドラッグひまわり三次東
店） 労災

880円～880円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

週4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

株式会社吉相 笠岡市甲弩１８３９ 一般事務員（三次営
業所） 労災

850円～850円雇用期間の定めなし 週2日程度

有限会社シナジーコ
ミュニケーションズ

広島県東広島市西条町寺家６８４０番
地１

交通誘導警備業務／三次
市（週１日から可）／フ
ルタイム 労災

1,250円～1,250円雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

週1日以上

医療法人　輝眸会
小川眼科

広島県三次市南畑敷町７７－１ 正・准看護師
雇用・労災・
健康・厚生

1,200円～1,500円雇用期間の定めなし 週6日以内
又は 8時20分～18時15分の
間の6時間程度

全国農業協同組合連合会
広島県本部　北部地域ア
スパラ選果場

広島県三次市十日市西４丁目１０－１
０

アスパラガス選果作
業 雇用・労災

844円～900円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

週3日～6日
又は 8時30分～16時00分の
間の2時間以上

株式会社　ナリコマエ
ンタープライズ

大阪府大阪市淀川区西宮原１丁目４番
２号
ナリコマＨＤ新大阪ビル６Ｆ

調理アシスタント
（三次市） 雇用・労災

870円～870円雇用期間の定めなし 週3日～5日
程度又は 5時30分～20時00分の

間の4時間以上

グリーンスタッフサービ
ス　株式会社　広島営業
所

広島県広島市安佐南区伴南２－１－１
９

荷物の仕分け作業他
（パート業務員）／三次
市 雇用・労災

950円～950円雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

週3日～5日
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

火葬業務（三次市）

労災

1,000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

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。 13



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
月火水木金

不問 1
TEL 0824-63-4310

　    （従業員数 6人 ）
34070- 1558891 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～13時30分 他

不問 2
TEL 0824-44-3110

　    （従業員数 23人 ）
34070- 1561391 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 日他

不問 2
TEL 0824-62-8432

　    （従業員数 5人 ）
34070- 1562691 就業場所 広島県三次市 パート労働者 な　し

時給 普通自動車免許一種
(1) 8時30分～12時00分 日他

不問 1 (2) 9時00分～12時00分
TEL 080-6323-8633 (3) 8時30分～17時00分

　    （従業員数 4人 ）
34070- 1563991 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30分～15時00分 日祝他

不問 1 (2) 9時30分～13時00分
TEL 0824-63-9850

　    （従業員数 10人 ）
34070- 1564491 就業場所 広島県三次市 パート労働者 その他

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- 1573791 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 (2) 9時00分～14時00分 ホームヘルパー２級
TEL 0824-66-1049

　    （従業員数 8人 ）
34070- 1578091 就業場所 広島県三次市 パート労働者 毎　週

時給
土日

59歳以下 1
TEL 0824-44-3777

　    （従業員数 34人 ）
34070- 1579391 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 介護職員初任者研修

不問 2 ホームヘルパー２級
TEL 0824-66-1049

　    （従業員数 8人 ）
34070- 1580791 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～ 9時00分 他

不問 2 (2) 9時00分～15時00分
TEL 0824-63-3111 (3)17時00分～21時00分

　    （従業員数 50人 ）
34070- 1581891 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～15時00分 他

不問 1 (2)15時00分～20時30分
TEL 0824-63-3111 (3)12時00分～20時30分

　    （従業員数 4人 ）
34070- 1582291 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 0824-63-3111

　    （従業員数 50人 ）
34070- 1584191 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 月火土日他

不問 1 (2)11時30分～14時30分
TEL 0824-63-7050

　    （従業員数 3人 ）
34070- 1586391 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 2
TEL 0824-55-6228

　    （従業員数 8人 ）
34070- 1595691 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- 1601491 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 4 (2) 8時00分～14時00分
TEL 0824-65-2347 (3) 8時00分～15時00分

　    （従業員数 62人 ）
34070- 1608391 就業場所 広島県三次市 パート労働者 請負 その他

時給
(1)13時00分～17時00分 月火水金土日

不問 1
TEL 0824-62-0066

　    （従業員数 24人 ）
34070- 1609691 就業場所 広島県三次市 パート労働者 請負 毎　週

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（三次中
央病院） 雇用・労災

844円～900円雇用期間の定めなし 週4日程度
又は 8時00分～17時00分の
間の7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1日

有限会社　ヴイ 広島県三次市十日市中１丁目１番１０
号

接客

労災

850円～850円雇用期間の定めなし 週3日～5日
程度

タイズ 広島県三次市三次町１３９９　２Ｆ 縫製オペレーション

雇用・労災

845円～860円雇用期間の定めなし 週5日程度
又は 8時30分～17時40分の
間の5時間程度

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

1,200円～1,200円雇用期間の定めなし 週2日～3日
程度

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 サービス係（レスト
ラン） 雇用・労災

850円～900円雇用期間の定めなし 週4日～5日
程度

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 接客・調理補助【めん徳
十日市店】

雇用・労災

850円～900円雇用期間の定めなし 週5日程度
又は 9時00分～20時30分の
間の6時間程度

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 調理補助業務（皿洗
い含む） 雇用・労災

850円～900円雇用期間の定めなし 週5日程度
又は 6時00分～20時30分の
間の5時間程度

株式会社　朗 広島県三次市江田川之内町６４４－１
０

介護職員

労災

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　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

株式会社　朗 広島県三次市江田川之内町６４４－１
０

訪問介護員（ヘル
パー） 労災

850円～1,200円雇用期間の定めなし 週1日以上
又は 8時30分～17時30分の
間の1時間以上

有限会社　共栄 広島県三次市江田川之内町６２０－１ ミシンでの縫製作業

労災

950円～1,000円雇用期間の定めなし 週3日～6日
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

950円～950円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

週6日程度

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

有限会社　アイエ
スケイみよし

広島県三次市東酒屋町５３１番地　市
立三次中央病院内

調理補助・洗い場・ホー
ル業務（ゴルフ場内レス
トラン） 労災

1,000円～1,000円雇用期間の定めなし 週2日～3日
程度又は 8時30分～17時00分の

間の4時間程度

株式会社　Ａコープ西
日本　みらさか店

広島県三次市三良坂町三良坂２１３１
－１

水産部門

雇用・労災

895円～895円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

週5日程度

松本農園（三次ピオー
ネ生産組合）

広島県三次市東酒屋町２０４４－１
三次ピオーネ生産組合

果樹栽培

労災

1,000円～1,000円雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

週4日以上
又は 8時30分～17時00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。 14



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
他

不問 1
TEL 0824-62-0066

　    （従業員数 24人 ）
34070- 1610491 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- 1611791 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- 1612891 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- 1613291 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
日祝他

不問 1
TEL 0824-64-0432

　    （従業員数 10人 ）
34070- 1624091 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- 1637791 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 0824-63-1680

　    （従業員数 37人 ）
34070- 1642691 就業場所 広島県三次市 パート労働者 毎　週

時給 危険物取扱者（乙種）
他

不問 5
TEL 0824-66-6055

　    （従業員数 5人 ）
34070- 1646891 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 0824-62-3391

　    （従業員数 3人 ）
34070- 1648591 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 他

不問 1
TEL 0824-67-3612

　    （従業員数 40人 ）
34070- 1653791 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～17時00分 他

不問 3 (2)17時00分～22時00分
TEL 0824-63-1656

　    （従業員数 15人 ）
34070- 1657191 就業場所 広島県三次市 パート労働者 毎　週

時給
(1) 5時00分～ 9時00分 他

不問 4 (2)17時00分～ 0時00分
TEL 0824-63-1656 (3) 9時00分～17時00分

　    （従業員数 11人 ）
34070- 1658091 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- 1659391 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00分～17時00分 土日祝他

59歳以下 3
TEL 0824-62-0701

　    （従業員数 16人 ）
34070- 1660791 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～13時00分 他

不問 1
TEL 0824-53-1212

　    （従業員数 30人 ）
34070- 1668991 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～12時30分 火水日他

不問 1
TEL 0824-62-6491

　    （従業員数 3人 ）
34070- 1669491 就業場所 広島県三次市 パート労働者 請負 毎　週

時給
(1)20時00分～ 0時00分 日祝他

18歳以上 2
TEL 090-4803-7479

　    （従業員数 0人 ）
34070- 1672191 就業場所 広島県三次市 パート労働者 毎　週

スナック　たちば
な

広島県三次市十日市東３－２－６ 接客

1,200円～1,600円雇用期間の定めなし 週2日～5日
程度

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
又は 8時00分～17時00分の
間の5時間以上

有限会社　はなわ 広島県三次市十日市東四丁目９－５ 惣菜製造、陳列等

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

株式会社　第一ビル
サービス　三次支店

広島県三次市十日市中２丁目３－３６ 清掃業務

労災

844円～844円雇用期間の定めなし 週3日程度

株式会社　上田 広島県三次市十日市南１丁目６－２２ 販売員（三次郵便局
前店） 労災

855円～855円雇用期間の定めなし 週3日～4日
程度

株式会社　上田 広島県三次市十日市南１丁目６－２２ 販売員（三次西酒屋
町店） 労災

855円～855円雇用期間の定めなし 週2日～5日
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

岸本株式会社　マイス
テーション三次

広島県三次市江田川之内町５０８－３
０

セルフガソリンスタ
ンドスタッフ 雇用・労災

850円～1,000円雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

週3日以上
又は 6時00分～23時00分の
間の7時間程度

株式会社　ハニーズホー
ルディングス　ハニーズ
三次店

広島県三次市十日市中１丁目１番１０
号
　三次ショッピングセンター（ＣＣプ
ラザ）２階

婦人服販売員

労災

900円～900円雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

週3日～4日
程度又は 8時30分～19時45分の

間の5時間程度

全農広島鶏卵　株
式会社

広島県三次市青河町１０６０１番地 選別包装作業員（三次Ｇ
Ｐセンター）

雇用・労災

844円～860円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

週3日～5日

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

1,000円～1,250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

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

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 清掃スタッフ

労災

1,000円～1,000円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

週2日～5日
以内又は 8時00分～18時00分の

間の3時間以上

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

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　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2日～5日
程度又は 8時00分～17時00分の

間の3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。 15



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
(1) 8時30分～17時30分 他 普通自動車免許一種

不問 1
TEL 0824-63-8975

　    （従業員数 24人 ）
34070- 1676991 就業場所 広島県三次市 パート労働者 その他

時給 ホームヘルパー２級
(1) 8時30分～17時30分 他 普通自動車免許一種

不問 1
TEL 0824-63-8975

　    （従業員数 24人 ）
34070- 1677491 就業場所 広島県三次市 パート労働者 その他

時給
(1)22時00分～ 6時00分 他

18歳以上 1
TEL 0824-69-2808

　    （従業員数 30人 ）
34070- 1689591 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30分 日祝他

64歳以下 1
TEL 0824-63-5307

　    （従業員数 5人 ）
34070- 1694791 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

64歳以下 2
TEL 0824-63-5307

　    （従業員数 45人 ）
34070- 1695891 就業場所 広島県三次市 パート労働者 毎　週

時給 変形（１ヶ月単位） 看護師
(1)16時00分～ 9時00分 他 准看護師

64歳以下 1
TEL 0824-63-5307

　    （従業員数 45人 ）
34070- 1696291 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

64歳以下 2
TEL 0824-63-5307

　    （従業員数 4人 ）
34070- 1697591 就業場所 広島県三次市 パート労働者 毎　週

時給 変形（１ヶ月単位）
(1)16時00分～ 9時00分 他

64歳以下 1
TEL 0824-63-5307

　    （従業員数 45人 ）
34070- 1698191 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 3 (2)10時00分～17時00分
TEL 0824-64-1221 (3)12時00分～20時00分

　    （従業員数 14人 ）
34070- 1701291 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 0824-64-0200

　    （従業員数 20人 ）
34070- 1702591 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00分～17時00分 日他

不問 2
TEL 080-1944-0719

　    （従業員数 7人 ）
34070- 1713391 就業場所 広島県三次市 パート労働者 請負 その他

日給
(1) 1時00分～ 4時30分 木日他

18歳以上 2 (2) 2時00分～ 5時30分
TEL 0826-57-0321

　    （従業員数 10人 ）
34071-  756391 就業場所 広島県三次市 パート労働者 毎　週

日給 準中型自動車免許
(1) 1時00分～ 6時00分 木日他 中型一種（８ｔ限定）

18歳以上 1
TEL 0826-57-0321

　    （従業員数 10人 ）
34071-  757691 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～15時00分 土日祝他

不問 1
TEL 0824-72-0655

　    （従業員数 8人 ）
34072-  750391 就業場所 広島県三次市 パート労働者 請負 毎　週

日給 交替制あり
(1)17時00分～ 8時30分 他

18歳以上 1 (2) 8時30分～17時15分
TEL 0824-72-0655

　    （従業員数 4人 ）
34072-  753491 就業場所 広島県三次市 パート労働者 請負 毎　週

株式会社　チュー
ゲイ

広島県庄原市中本町一丁目３－３１ 施設警備（三次市役
所） 労災

937円～1,125円雇用期間の定めなし 週2日～3日

サイコー物産株式
会社

広島県安芸高田市高宮町羽佐竹８６９ 養鶏出荷作業員

労災

1,200円～1,200円雇用期間の定めなし 週2日～5日
程度

サイコー物産株式
会社

広島県安芸高田市高宮町羽佐竹８６９ 養鶏出荷運搬作業員

雇用・労災

1,240円～1,240円雇用期間の定めなし 週2日～5日
程度

株式会社　チュー
ゲイ

広島県庄原市中本町一丁目３－３１ 清掃スタッフ（ビハーラ
花の里病院）

雇用・労災

880円～900円雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

週5日

株式会社ＥＮＥＯＳウ
イング　中国支店　Ｒ
５４三次ＴＳ

広島県三次市西酒屋町１４４８－１ ガソリンスタンドス
タッフ 雇用・労災

1,000円～1,050円雇用期間の定めなし 週4日～5日
程度又は 8時00分～20時00分の

間の5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（トレッタみよ
し） 雇用・労災

900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 9時00分～17時00分の

間の5時間程度

田淵ファーム 広島県三次市和知町２３６９－３ 農作業（ハウス園
芸） 労災

850円～1,000円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

週2日～6日
程度又は 8時00分～17時00分の

間の4時間以上

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

看護師（夜勤）

雇用・労災

1,200円～1,700円雇用期間の定めなし 週2日～4日
程度

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

看護師（たすく）

雇用・労災

1,200円～1,400円雇用期間の定めなし 週3日
又は 7時00分～19時30分の
間の4時間以上

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

介護スタッフ（夜
勤） 雇用・労災

1,000円～1,200円雇用期間の定めなし 週2日～4日
程度

株式会社　川西郷
の駅

広島県三次市三若町２３９６番地 販売及び加工
雇用・労災・
健康・厚生

850円～850円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

週3日～5日
程度

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

介護スタッフ（たす
く） 雇用・労災

900円～1,100円雇用期間の定めなし 週3日程度
又は 7時30分～18時00分の
間の7時間程度

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

看護師

雇用・労災

1,200円～1,400円雇用期間の定めなし 週3日程度
又は 7時00分～18時30分の
間の4時間以上

社会福祉法人　三次市
社会福祉協議会

広島県三次市十日市東三丁目１４番１
号　三次市福祉保健センター

登録訪問介護員【ホーム
ヘルプセンターみよし
南】 雇用・労災

1,100円～1,600円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

週2日～4日
程度

社会福祉法人　三次市
社会福祉協議会

広島県三次市十日市東三丁目１４番１
号　三次市福祉保健センター

登録訪問介護員【ホーム
ヘルプセンターみよし】

雇用・労災

1,100円～1,600円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

週2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。 16


