
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 職業訓練指導員
(1) 8時30分～17時15分 土日祝他

59歳以下 1
TEL 082-228-2111

　    （従業員数 93人 ）
34010-39843991 就業場所 広島県三次市 正社員 毎　週

月給 職業訓練指導員
(1) 8時30分～17時15分 土日祝他

59歳以下 1
TEL 082-228-2111

　    （従業員数 93人 ）
34010-39847291 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
他

不問 2
TEL 082-942-1007

　    （従業員数 10人 ）
34010-39695291 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）
(1) 9時50分～18時20分 水他

不問 1
TEL 082-231-9111

　    （従業員数 15人 ）
34010-39186591 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) 7時45分～16時45分 日祝他

64歳以下 2
TEL 0824-66-2234

　    （従業員数 10人 ）
34070- 2570391 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30分～17時10分 日祝他

45歳以下 1
TEL 0824-62-3187

　    （従業員数 7人 ）
34070- 2571691 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 日他

不問 1
TEL 0824-66-3131

　    （従業員数 32人 ）
34070- 2573491 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 日他

不問 1
TEL 0824-66-3131

　    （従業員数 32人 ）
34070- 2575891 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 普通自動車免許ＡＴ

45歳以下 1 (2)13時00分～22時00分
TEL 0824-63-6111 (3)22時00分～ 9時00分

　    （従業員数 63人 ）
34070- 2566791 就業場所 広島県三次市 正社員 その他 税制適格年金

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 0824-68-2734

　    （従業員数 24人 ）
34070- 2568291 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

不問 1
TEL 0824-63-4121

　    （従業員数 53人 ）
34070- 2561091 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) 7時45分～16時45分 土日他

40歳以下 1
TEL 0859-31-8640

　    （従業員数 17人 ）
34070- 2556991 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

時給 交替制あり
(1) 7時00分～15時45分 日他

不問 1 (2) 9時20分～18時05分
TEL 0824-62-9553

　    （従業員数 5人 ）
34070- 2549491 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） 管工事施工技士１級
(1) 8時00分～17時00分 日他 管工事施工技士２級

40歳以下 1
TEL 0824-52-2128

　    （従業員数 19人 ）
34070- 2551591 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

40歳以下 1
TEL 0824-52-2128

　    （従業員数 19人 ）
34070- 2552191 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

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

40歳以下 1
TEL 0824-52-2128

　    （従業員数 19人 ）
34070- 2553091 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

月給 変形（１年単位） 電気工事施工管理１級
(1) 8時00分～17時00分 日他 電気工事施工管理２級

40歳以下 1
TEL 0824-52-2128

　    （従業員数 19人 ）
34070- 2554391 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00分 月他

不問 1 (2) 8時30分～16時30分
TEL 0824-44-2662

　    （従業員数 7人 ）
34070- 2543591 就業場所 広島県三次市 正社員 毎　週

広島県　商工労働局
職業能力開発課

広島県広島市中区基町１０－５２　県
庁東館３階

職業訓練指導員（電
気工事科） 雇用・公災・

健康・厚生
206,779円～
315,478円

雇用期間の定めなし

所在地・就業場所 職種

広島県　商工労働局
職業能力開発課

広島県広島市中区基町１０－５２　県
庁東館３階

職業訓練指導員（機
械科） 雇用・公災・

健康・厚生
206,779円～
315,478円

雇用期間の定めなし

日産プリンス広島
販売　株式会社

広島市西区南観音町９－２７ ショールーム受付・
事務／三次店 雇用・労災・

健康・厚生
162,000円～
162,000円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

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

火葬業務（三次）
雇用・労災・
健康・厚生

215,000円～
215,000円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 又は 7時00分～19時00分の

間の8時間程度

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 一般事務
雇用・労災・
健康・厚生

160,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

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

有限会社　二井産
業

広島県三次市和知町３５５－３ プレス作業
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

有限会社　二井産
業

広島県三次市和知町３５５－３ スポット溶接・アー
ク溶接作業

雇用・労災・
健康・厚生・
財形160,000円～

200,000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）作業
員 雇用・労災・

健康・厚生
185,600円～
278,400円

雇用期間の定めなし

三次農業協同組合 広島県三次市十日市東三丁目１－１ 介護職員（福祉専任
職）

雇用・労災・
健康・厚生・
財形154,300円～

167,300円
雇用期間の定めなし

株式会社　シンクラン
三次営業所

広島県三次市南畑敷町８１９－８ 営業職〈三次営業
所〉 雇用・労災・

健康・厚生
227,000円～
242,000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　アマノ 三次市三和町敷名４７８９－２ 管工事施工管理
雇用・労災・
健康・厚生

180,000円～
360,000円

雇用期間の定めなし

エムケーサービス
株式会社

広島県三次市東酒屋町１２７－１ 給食及び清掃業務
雇用・労災・
健康・厚生

138,580円～
138,580円

雇用期間の定めなし

株式会社　アマノ 三次市三和町敷名４７８９－２ 建築施工管理
雇用・労災・
健康・厚生

180,000円～
360,000円

雇用期間の定めなし

株式会社　アマノ 三次市三和町敷名４７８９－２ 土木施工管理
雇用・労災・
健康・厚生

180,000円～
360,000円

雇用期間の定めなし

有限会社　佐々木
豆腐店

広島県三次市三良坂町三良坂２６１０
－１６

厨房及びホール業務
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　アマノ 三次市三和町敷名４７８９－２ 電気工事施工管理
雇用・労災・
健康・厚生

180,000円～
360,000円

雇用期間の定めなし
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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 0824-63-6775

　    （従業員数 10人 ）
34070- 2544191 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40分 他

不問 1 (2) 9時00分～17時20分
TEL 0824-62-1234

　    （従業員数 50人 ）
34070- 2542291 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 0824-72-0914

　    （従業員数 16人 ）
34072- 1166691 就業場所 広島県三次市 正社員 その他 税制適格年金

時給 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 普通自動車免許ＡＴ

59歳以下 2
TEL 0824-72-0914

　    （従業員数 16人 ）
34072- 1167991 就業場所 広島県三次市 正社員 その他 税制適格年金

月給
(1) 9時00分～18時00分 土日祝他

59歳以下 2
TEL 082-264-4514

　    （従業員数 0人 ）
34140-17568591 就業場所 広島県三次市 正社員 毎　週

月給
(1) 9時00分～18時00分 土日祝他

59歳以下 1
TEL 082-264-4514

　    （従業員数 0人 ）
34140-17569191 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 ）
32010-11392691 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

59歳以下 1
TEL 0852-21-6223

　    （従業員数 33人 ）
32010-11393991 就業場所 広島県三次市 正社員 毎　週

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- 2534891 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- 2535291 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～16時55分 日祝他

不問 1
TEL 0847-67-2134

　    （従業員数 40人 ）
34070- 2537191 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30分 日祝他

59歳以下 1
TEL 0824-62-3539

　    （従業員数 30人 ）
34070- 2538091 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） 大型自動車免許二種
(1) 8時00分～17時00分 他

59歳以下 1
TEL 0824-53-2314

　    （従業員数 17人 ）
34070- 2525791 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00分～17時00分 日他

59歳以下 1
TEL 0824-63-7636

　    （従業員数 32人 ）
34070- 2528591 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） 栄養士
(1) 8時30分～17時00分 日他

不問 1 (2) 9時30分～18時00分
TEL 0824-62-1108

　    （従業員数 186人 ）
34070- 2530691 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） 管理栄養士
(1) 8時30分～17時00分 日他

不問 1 (2) 9時30分～18時00分
TEL 0824-62-1108

　    （従業員数 186人 ）
34070- 2531991 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 土日祝他

18歳～35歳 1 (2)17時30分～ 2時30分
TEL 044-344-4231

　    （従業員数 22人 ）
14040-13325091 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

不問 3
TEL 0824-62-6105

　    （従業員数 10人 ）
34070- 2516491 就業場所 広島県三次市 正社員以外 毎　週

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 互助会事務
雇用・労災・
健康・厚生・
財形149,990円～

179,000円
雇用期間の定めなし

有限会社　サンス
イ開発

広島県三次市粟屋町７２２－３ 現場作業員
雇用・労災・
健康・厚生・
財形230,000円～

281,800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 仮設資材のリース・販売
（営業）【三次営業所】 雇用・労災・

健康・厚生・
財形199,750円～

274,250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 事務員【三次営業
所】

雇用・労災・
健康・厚生・
財形146,625円～

199,237円
雇用期間の定めなし

株式会社　ディジ
フュージョン・ジャパ
ン

広島県広島市東区上大須賀町１４－４
笠井ビル２Ｆ

≪三次勤務≫ソフトウェ
ア開発技術者〔システム
エンジニア〕

雇用・労災・
健康・厚生

210,000円～
350,000円

雇用期間の定めなし

株式会社　ディジ
フュージョン・ジャパ
ン

広島県広島市東区上大須賀町１４－４
笠井ビル２Ｆ

≪三次勤務≫ソフトウェ
ア開発技術者〔プログラ
マー〕

雇用・労災・
健康・厚生

180,000円～
300,000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）経験者 雇用・労災・

健康・厚生
181,600円～
301,300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） 雇用・労災・

健康・厚生
181,600円～
301,300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

208,800円～
232,000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 重機オペレーター
雇用・労災・
健康・厚生

255,200円～
255,200円

雇用期間の定めなし

佐々木印刷　株式
会社

広島県三次市東酒屋町３０６－５５ 一般事務
雇用・労災・
健康・厚生・
財形175,000円～

180,000円
雇用期間の定めなし

株式会社　日本工
芸

広島県三次市甲奴町小童２５０８－４ 額縁製造
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　ノダ道
路

広島県三次市三次町１５３４－１ 農業作業員
雇用・労災・
健康・厚生

184,000円～
231,000円

雇用期間の定めなし

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

220,000円～
400,000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 管理栄養士（三次地
区医療センター） 雇用・労災・

健康・厚生
171,250円～
171,250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 栄養士（三次地区医
療センター） 雇用・労災・

健康・厚生
150,125円～
150,125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 窓口、電話受付、一般事
務（社会福祉課） 雇用・公災・

健康・厚生
153,800円～
153,800円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

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 機械オペレーター
（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

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 介護支援専門員
(1) 8時30分～17時30分 土日祝他 普通自動車免許ＡＴ

64歳以下 1
TEL 0824-63-8975

　    （従業員数 30人 ）
34070- 2519291 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30分 日祝他

不問 1 (2) 8時30分～12時00分
TEL 0824-63-4178

　    （従業員数 12人 ）
34070- 2520091 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～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) 9時00分～18時00分

　    （従業員数 39人 ）
34070- 2521391 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

時給
(1) 8時00分～16時30分 他

不問 1 (2) 7時00分～15時30分
TEL 0824-65-6537

　    （従業員数 10人 ）
34070- 2523991 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30分～17時15分 土日祝他

不問 1
TEL 0824-65-6191

　    （従業員数 10人 ）
34070- 2509791 就業場所 広島県三次市 無期雇用派遣 派遣 毎　週

月給 変形（１ヶ月単位）
(1) 8時00分～17時30分 日他

不問 1 (2) 7時00分～16時30分
TEL 0824-52-3735

　    （従業員数 12人 ）
34070- 2510591 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00分～17時30分 日他

不問 1
TEL 0824-52-3735

　    （従業員数 12人 ）
34070- 2512091 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

日給
(1) 8時15分～16時45分 土日祝他

不問 1
TEL 0824-62-6105

　    （従業員数 34人 ）
34070- 2503191 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) 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- 2506691 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) 8時30分～17時00分 他

不問 1 (2)13時30分～22時00分
TEL 0824-62-1994

　    （従業員数 11人 ）
34070- 2496291 就業場所 広島県三次市 正社員以外 毎　週

日給 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時15分～16時45分 土日祝

不問 1 (2) 8時10分～16時40分
TEL 0824-62-6105 (3) 8時20分～16時50分

　    （従業員数 51人 ）
34070- 2497591 就業場所 広島県三次市 正社員以外 毎　週

時給 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時30分～17時15分 土日祝他

59歳以下 1
TEL 0824-63-7125

　    （従業員数 24人 ）
34070- 2501291 就業場所 広島県三次市 正社員以外 毎　週

時給 普通自動車免許一種
(1) 8時30分～17時15分 土日祝他

59歳以下 2
TEL 0824-63-7125

　    （従業員数 24人 ）
34070- 2502591 就業場所 広島県三次市 正社員以外 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

64歳以下 1
TEL 084-941-7777

　    （従業員数 12人 ）
34050-16445491 就業場所 広島県三次市 正社員 請負 毎　週

月給 交替制あり フォークリフト技能者
(1) 8時00分～17時00分 土日

18歳～64歳 1 (2)14時30分～23時15分
TEL 084-941-7777 (3)23時15分～ 8時00分

　    （従業員数 12人 ）
34050-16446791 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） 測量士
(1) 8時30分～17時30分 日祝他 普通自動車免許一種

不問 1 測量士補
TEL 084-954-2411

　    （従業員数 9人 ）
34050-16318891 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30分 日祝他

64歳以下 2
TEL 084-954-2411

　    （従業員数 60人 ）
34050-16320091 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

月給 土木施工管理技士１級
(1) 8時30分～17時15分 土日祝他 土木施工管理技士２級

不問 3 普通自動車免許ＡＴ
TEL 082-568-8123

　    （従業員数 16人 ）
34140-16998191 就業場所 広島県三次市 正社員 毎　週

有限会社　古永会
計センター

広島県三次市十日市東３－３－２２
マスダランドビル３Ｆ

経理事務員補助
雇用・労災・
健康・厚生・
財形150,000円～

200,000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

介護支援専門員（布
野） 雇用・労災・

健康・厚生
190,000円～
227,500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 構内環境整備（リョービ
ミラサカ） 雇用・労災・

健康・厚生
153,750円～
153,750円

雇用期間の定めなし

社会福祉法人　水
明会

広島県三次市南畑敷町４４１ 介護職（特別養護老
人ホーム）

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

高原安瀬平乳業
有限会社

広島県三次市三和町羽出庭５８８－１ ヨーグルトの製造
雇用・労災・
健康・厚生

180,000円～
350,000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 製造に関する事務
（ＹＫＫＡＰ） 雇用・労災・

健康・厚生
155,701円～
155,701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 三次市障害児介助指
導員 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）

高原安瀬平乳業
有限会社

広島県三次市三和町羽出庭５８８－１ 一般事務
雇用・労災・
健康・厚生

160,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

ミズノ株式会社
みよし運動公園

広島県三次市東酒屋町敦盛 一般事務・受付業務、公
園管理業務 雇用・労災・

健康・厚生
133,088円～
141,750円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

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

三次自動車サービ
ス　株式会社

広島県三次市西酒屋町７５－１ ショールーム受付
雇用・労災・
健康・厚生

156,600円～
156,600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 三次市立学校事務職
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　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

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

165,300円～
165,300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 測量（北部）
雇用・労災・
健康・厚生・
財形203,000円～

333,000円
雇用期間の定めなし

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（三
次市）

雇用・労災・
健康・厚生・
財形155,000円～

185,000円
雇用期間の定めなし

株式会社　ファインテ
クノ　広島支店

広島県広島市東区光町２－９－６　グ
ランコール光３０４号室

土木技術者（正社
員） 雇用・労災・

健康・厚生
320,000円～
450,000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

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 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時30分～17時30分 土日祝他

35歳以下 1
TEL 086-241-8776

　    （従業員数 81人 ）
33010-29713691 就業場所 広島県三次市 正社員 毎　週

月給 臨床検査技師
(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- 2490391 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） 普通自動車免許一種
他

不問 1
TEL 0824-64-2071

　    （従業員数 1人 ）
34070- 2491691 就業場所 広島県三次市 正社員以外 請負 その他

日給
(1) 8時30分～17時30分 他

18歳以上 1 (2)21時00分～ 6時00分
TEL 082-251-1166

　    （従業員数 3人 ）
34140-16814791 就業場所 広島県三次市 正社員以外 毎　週

日給
(1) 8時00分～17時00分 他

18歳以上 1 (2)21時00分～ 6時00分
TEL 082-251-1166

　    （従業員数 8人 ）
34140-16816291 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） 普通自動車免許一種
(1) 9時00分～17時30分 日祝他 自動車整備士（３級）

44歳以下 1
TEL 048-781-2310

　    （従業員数 9人 ）
11030-24890791 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） 普通自動車免許一種
(1) 9時00分～17時30分 日祝他

30歳以下 1
TEL 048-781-2310

　    （従業員数 9人 ）
11030-24891891 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) 8時00分～17時15分 水他

不問 1
TEL 0824-64-2200

　    （従業員数 6人 ）
34070- 2486791 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00分～17時00分 他

64歳以下 1
TEL 0824-62-1210

　    （従業員数 158人 ）
34070- 2488291 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) 6時30分～15時20分 他

不問 1
TEL 0824-63-6411

　    （従業員数 0人 ）
34070- 2478791 就業場所 広島県三次市 正社員以外 な　し

月給
(1) 8時15分～16時45分 土日祝他

不問 1
TEL 0824-62-6105

　    （従業員数 0人 ）
34070- 2479891 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) 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- 2480191 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

日給 大型自動車免許一種
(1) 8時00分～17時00分 土日他 フォークリフト技能者

不問 1
TEL 0824-68-0414

　    （従業員数 8人 ）
34070- 2483691 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 貨物事業運行管理者

不問 1
TEL 083-927-1100

　    （従業員数 41人 ）
35010- 8028991 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） 大型自動車免許一種
(1) 8時00分～17時00分 日他 フォークリフト技能者

不問 1 普通自動車免許一種
TEL 083-927-1100

　    （従業員数 41人 ）
35010- 8031591 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） 普通自動車免許一種
(1) 8時00分～17時00分 日他 貨物事業運行管理者

不問 1
TEL 083-927-1100

　    （従業員数 41人 ）
35010- 8033091 就業場所 広島県三次市 正社員 その他

時給
他

不問 1
TEL 0824-63-6258

　    （従業員数 57人 ）
34070- 2569591 就業場所 広島県三次市 パート労働者 その他

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
雇用・労災・
健康・厚生

890円～1,000円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

週5日以上
又は 5時45分～19時15分の
間の6時間以上

ここからパート求人です

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

192,990円～
234,990円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

西日本メディカルリン
ク株式会社

岡山市南区西市１１４－２ ルート営業（病院への医
療機器・材料・介護福祉
用品卸売）

雇用・労災・
健康・厚生・
財形200,000円～

245,040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／庄原
市周辺 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）

広島県酪農業協同
組合

広島県三次市東酒屋町３０６－６５ 酪農ヘルパー業務
雇用・労災・
健康・厚生・
財形226,000円～

226,000円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 又は 6時00分～22時00分の

間の8時間程度

ＵＤトラックス
株式会社

埼玉県上尾市大字壱丁目１番地 自動車（トラック）の整
備作業［三次市／三次Ｃ
Ｃ］資格有

雇用・労災・
健康・厚生・
財形180,100円～

356,200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）

株式会社　佐々部
材木店

広島県三次市東酒屋町３０６－４８ 事務（ユニバーサル
ホーム）

雇用・労災・
健康・厚生・
財形160,000円～

190,000円
雇用期間の定めなし

ＵＤトラックス
株式会社

埼玉県上尾市大字壱丁目１番地 自動車（トラック）の整
備作業［三次市／三次Ｃ
Ｃ］資格無

雇用・労災・
健康・厚生・
財形166,100円～

356,200円
雇用期間の定めなし

有限会社　永井米
穀店

広島県三次市十日市中２－１４－１５ 米の積卸作業員【臨
時】 労災

320,000円～
450,000円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

社会福祉法人　と
もえ会

広島県三次市粟屋町１１６６４ 技術員（子鹿医療療
育センター） 雇用・労災・

健康・厚生
173,700円～
211,700円

雇用期間の定めなし

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
190,000円～
260,000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 給食調理（学校教育
課） 雇用・労災・

健康・厚生
157,200円～
157,200円

日雇

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～要貨物運送業経験
者）／広島

雇用・労災・
健康・厚生

476,000円～
577,000円

雇用期間の定めなし

株式会社　興伸運
輸

広島県三次市南畑敷町７４６－１ 大型トラックドライ
バー 雇用・労災・

健康・厚生
319,500円～
426,000円

雇用期間の定めなし

株式会社　ゆだ 山口県山口市大内長野４６２－１ 営業所長代理（要運行管
理者経験者）（広島営業
所）

雇用・労災・
健康・厚生

350,000円～
470,000円

雇用期間の定めなし

株式会社　ゆだ 山口県山口市大内長野４６２－１ 運行管理補助者（輸送調
整）／広島営業所 雇用・労災・

健康・厚生
255,000円～
320,000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。 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。 

時給 大型自動車免許一種
(1) 9時00分～15時00分 土日他 フォークリフト技能者

不問 1
TEL 0824-66-3131

　    （従業員数 32人 ）
34070- 2572991 就業場所 広島県三次市 パート労働者 その他

時給 変形（１年単位）
日他

不問 1
TEL 0824-66-3131

　    （従業員数 32人 ）
34070- 2574791 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～17時15分 日他 介護職員初任者研修

不問 1 (2) 8時30分～17時30分 ホームヘルパー２級
TEL 0824-66-1049

　    （従業員数 8人 ）
34070- 2562391 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00分 土日祝他

不問 1
TEL 0824-62-9553

　    （従業員数 4人 ）
34070- 2564991 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30分～13時00分 他

不問 3
TEL 0824-63-9955

　    （従業員数 50人 ）
34070- 2548991 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 日他

不問 1
TEL 0824-62-9553

　    （従業員数 5人 ）
34070- 2550291 就業場所 広島県三次市 パート労働者 請負 毎　週

時給
(1) 9時00分～15時00分 他

不問 1
TEL 0824-44-2815

　    （従業員数 0人 ）
34070- 2546391 就業場所 広島県三次市 無期派遣パート 派遣 毎　週

時給 看護師
(1) 8時30分～16時30分 他 准看護師

不問 1
TEL 0824-44-2815

　    （従業員数 5人 ）
34070- 2547691 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30分～18時15分 日祝他 普通自動車免許ＡＴ

不問 1 (2) 8時30分～12時00分
TEL 0824-62-6105

　    （従業員数 6人 ）
34070- 2539391 就業場所 広島県三次市 パート労働者 その他

時給 交替制あり
(1) 9時15分～15時45分 他

不問 1 (2)13時00分～19時30分
TEL 0824-55-6640

　    （従業員数 9人 ）
34070- 2541891 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- 2536591 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 土日祝他

不問 1
TEL 082-248-1797

　    （従業員数 3人 ）
34010-39718191 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～12時00分 他

不問 1
TEL 082-270-3170

　    （従業員数 12人 ）
34010-39750591 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～18時00分 水他

不問 1
TEL 082-231-9111

　    （従業員数 18人 ）
34010-39187191 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 0823-72-1000

　    （従業員数 60人 ）
34030- 6376091 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～22時00分 他

不問 3 (2) 9時00分～13時00分
TEL 0856-24-2404

　    （従業員数 8人 ）
32040- 3417191 就業場所 広島県三次市 パート労働者 その他

その他
他

不問 1
TEL 0824-62-9140

　    （従業員数 2人 ）
34070- 2527291 就業場所 広島県三次市 パート労働者 毎　週

時給 看護師
(1)15時00分～18時00分 水日祝他 准看護師

不問 1 (2) 8時00分～12時30分
TEL 0824-63-7227

　    （従業員数 6人 ）
34070- 2529191 就業場所 広島県三次市 パート労働者 毎　週

ジョイ三次 広島県三次市十日市中１丁目１番１０
号　ＣＣプラザ２Ｆ

ボディーケアーセラ
ピスト 労災

850円～850円雇用期間の定めなし 週4日～5日
程度又は 9時00分～18時00分の

間の5時間程度

医療法人社団　藤翠会
藤谷クリニック

広島県三次市畠敷町９４１－１ 看護師・准看護師

労災

1,200円～1,500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 早朝の商品補充（三
次店） 労災

915円～915円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

週5日程度
又は 5時00分～ 9時00分の間
の3時間

株式会社ジュンテ
ンドー

島根県益田市下本郷町２０６－５ 棚卸作業（ジュンテン
ドー吉舎店）短期アルバ
イト 労災

850円～850円日雇 週2日

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

品出し（ドラッグスト
ア）ウォンツ　三次東店

労災

900円～900円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

週3日～5日
程度

日産プリンス広島
販売　株式会社

広島市西区南観音町９－２７ 洗車／三次店

雇用・労災

1,000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　第一ビ
ルサービス

広島県広島市中区大手町５丁目３－１
２

一般事務／三次市

雇用・労災

850円～850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5時間程度

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（健康推進
課） 雇用・公災・

健康・厚生

1,315円～1,315円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

週3日～6日
程度

ウエスギ　株式会
社　三次店

広島県三次市十日市東４丁目１－３０
　サングリーン２Ｆ

販売

雇用・労災

850円～950円雇用期間の定めなし 週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 雑務（こじか荘）

雇用・労災

850円～900円雇用期間の定めなし 週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 デイサービスセン
ターウィズ 雇用・労災

1,150円～1,300円雇用期間の定めなし 週3日程度

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 惣菜

雇用・労災

845円～845円雇用期間の定めなし 週5日程度

エムケーサービス
株式会社

広島県三次市東酒屋町１２７－１ 配膳・片付け及び清
掃業務 雇用・労災

845円～845円雇用期間の定めなし 週5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

850円～1,050円雇用期間の定めなし 週3日程度

エムケーサービス
株式会社

広島県三次市東酒屋町１２７－１ 給食調理員

雇用・労災

845円～845円雇用期間の定めなし 週5日程度

有限会社　二井産
業

広島県三次市和知町３５５－３ 大型運転手

雇用・労災

1,000円～1,500円雇用期間の定めなし 週5日程度

有限会社　二井産
業

広島県三次市和知町３５５－３ スポット溶接・アー
ク溶接作業 雇用・労災

900円～1,000円雇用期間の定めなし 週5日程度
又は 8時00分～17時00分の
間の5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。 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。 

時給
他

不問 2
TEL 0824-64-0200

　    （従業員数 62人 ）
34070- 2517791 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 2 (2)10時00分～18時30分
TEL 0824-64-0200

　    （従業員数 62人 ）
34070- 2518891 就業場所 広島県三次市 パート労働者 毎　週

時給
日他

不問 2
TEL 0824-52-3735

　    （従業員数 12人 ）
34070- 2511191 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～17時00分 日他

不問 1
TEL 0824-52-3735

　    （従業員数 12人 ）
34070- 2513391 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 11人 ）
34070- 2508491 就業場所 広島県三次市 パート労働者 毎　週

時給 看護師
(1)16時30分～ 0時30分 他

18歳以上 1
TEL 0824-62-1108

　    （従業員数 186人 ）
34070- 2498191 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 0824-64-6120

　    （従業員数 42人 ）
34070- 2499091 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 0824-52-3344

　    （従業員数 13人 ）
34070- 2500891 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) 7時50分～17時00分 土日祝他

不問 2
TEL 0824-63-3535

　    （従業員数 102人 ）
34070- 2489591 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 月土日祝

不問 1
TEL 0824-62-5356

　    （従業員数 14人 ）
34070- 2493491 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～15時00分 水土日他

不問 1
TEL 0824-64-2200

　    （従業員数 6人 ）
34070- 2485491 就業場所 広島県三次市 パート労働者 毎　週

時給
(1)11時30分～14時30分 火金土日

不問 1
TEL 0824-65-1165

　    （従業員数 1人 ）
34070- 2487891 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 082-420-0100

　    （従業員数 17人 ）
34020-10673991 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 土日

不問 1
TEL 082-877-1011

　    （従業員数 3人 ）
34010-37909391 就業場所 広島県三次市 パート労働者 請負 毎　週

日給 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時00分～17時00分 他

60歳以上 1
TEL 082-251-1166

　    （従業員数 5人 ）
34140-16811691 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～22時00分 他

不問 1
TEL 0820-22-7780

　    （従業員数 28人 ）
35100- 2651191 就業場所 広島県三次市 パート労働者 その他

時給 交替制あり
(1) 8時00分～11時30分 他

不問 2 (2) 7時30分～10時00分
TEL 084-963-7865

　    （従業員数 3人 ）
34050-15822891 就業場所 広島県三次市 パート労働者 毎　週

時給
(1)13時00分～16時00分 他

不問 1
TEL 0824-53-1212

　    （従業員数 30人 ）
34070- 2477491 就業場所 広島県三次市 パート労働者 毎　週

有限会社　中国美
装サービス

広島県福山市神辺町川北９９４－１ 建物清掃管理業務（ユー
ホー新三次店）

労災

950円～1,050円雇用期間の定めなし 週5日

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

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　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（通信工事
現場）／三次ロケーショ
ン 労災

950円～950円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

週1日～4日

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

900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～21時10分の
間の3時間以上

日本基準寝具　株
式会社

広島県広島市安佐南区大町東１丁目１
８－４４

作業員

労災

850円～850円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

週2日～3日
程度

株式会社　佐々部
材木店

広島県三次市東酒屋町３０６－４８ 事務（ユニバーサル
ホーム） 雇用・労災

900円～900円雇用期間の定めなし 週4日程度

エム・パスタ 広島県三次市十日市中２－３－３８ ホールスタッフ

労災

900円～1,200円雇用期間の定めなし 週3日

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

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 7時50分～17時00分の
間の3時間以上

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

接客、販売（外販
売） 雇用・労災

900円～900円雇用期間の定めなし 週4日

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 レジ、接客販売

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～5日
程度又は 8時00分～18時00分の

間の4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

洗濯作業員

雇用・労災

880円～880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時間程度

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

992円～992円日雇 週5日
又は 8時15分～12時45分の
間の4時間程度

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 正看護師（夜勤専
従） 雇用・労災

1,300円～1,300円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

週3日程度

高原安瀬平乳業
有限会社

広島県三次市三和町羽出庭５８８－１ スイーツの製造

労災

850円～1,000円雇用期間の定めなし 週4日
又は 9時00分～17時00分の
間の3時間以上

高原安瀬平乳業
有限会社

広島県三次市三和町羽出庭５８８－１ 一般事務
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

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

900円～1,000円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

週3日～5日
程度又は10時00分～17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（ワイン物産
館） 雇用・労災・

健康・厚生

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

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


