
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）
(1)6時00分～18時00分 他

不問 2 (2)7時00分～19時00分 大型自動車免許
TEL 084-953-5391 (3)7時00分～20時00分 大型自動車第二種免許

　    （従業員数 170人 ）
34050- 4284901 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない その他 拠出

月給 変形（1ヶ月単位）
(1)7時50分～17時00分 土日他

40歳以下 2
TEL 0824-63-7880

　    （従業員数 20人 ）
34070-  597501 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない その他

月給 変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～18時00分 他

不問 1 (2)17時00分～9時00分 看護師
TEL 0824-62-3011 准看護師

　    （従業員数 12人 ）
34070-  600201 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない その他

月給 普通自動車運転免許　　必須

(1)9時00分～18時00分 他 （AT限定不可）
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- 3045901 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない 毎　週
月給 普通自動車運転免許　　必須

(1)9時00分～18時00分 他 （AT限定不可）
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- 3047401 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない 毎　週
時給 普通自動車運転免許　　必須

(1)9時00分～18時00分 他 （AT限定不可）
不問 5 (2)10時00分～19時00分

TEL 026-225-7700
　    （従業員数 4人 ）

20010- 3114001 就業場所 広島県三次市 正社員以外 派遣・請負ではない 毎　週
時給 普通自動車運転免許　　必須

(1)9時00分～18時00分 他 （AT限定不可）
不問 1 (2)10時00分～19時00分

TEL 026-225-7700
　    （従業員数 10人 ）

20010- 3116601 就業場所 広島県三次市 正社員以外 派遣・請負ではない 毎　週
月給 変形（1ヶ月単位）

(1)9時00分～18時00分 他
不問 5 (2)13時00分～22時00分 登録販売者（一般医薬品）

TEL 082-270-3170
　    （従業員数 15人 ）

34010- 7487301 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない その他
月給 変形（1ヶ月単位）

他
不問 7 登録販売者（一般医薬品）

TEL 082-270-3170
　    （従業員数 0人 ）

34010- 7502901 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない その他
月給 変形（1ヶ月単位）

他
不問 7 登録販売者（一般医薬品）

TEL 082-270-3170
　    （従業員数 0人 ）

34010- 7513701 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない その他
月給 変形（1年単位） 普通自動車運転免許　　必須

(1)7時45分～16時45分 日祝他 （AT限定不可）
不問 1

TEL 0824-66-2234
　    （従業員数 10人 ）

34070-  590601 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない その他
月給 変形（1年単位） 普通自動車運転免許　　必須

(1)7時45分～16時45分 日祝他 （AT限定不可）
不問 1

TEL 0824-66-2234
　    （従業員数 10人 ）

34070-  591901 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない その他
月給 変形（1年単位） 普通自動車運転免許　　必須

(1)9時00分～18時00分 他
不問 1

TEL 0824-64-5050
　    （従業員数 0人 ）

34070-  592101 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない その他
日給 変形（1年単位）

(1)5時00分～14時00分 他
59歳以下 1 (2)10時00分～19時00分 大型自動車免許

TEL 0824-65-6112 フォークリフト運転技能者
　    （従業員数 27人 ）

34070-  595801 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない その他
月給

(1)8時30分～17時00分 他
59歳以下 1 (2)8時30分～12時00分

TEL 0824-62-1108
　    （従業員数 186人 ）

34070-  596201 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない その他
時給 変形（1年単位） 普通自動車運転免許　　必須

(1)9時00分～17時00分 日他
不問 1

TEL 0835-22-3202
　    （従業員数 2人 ）

35050-  700501 就業場所 広島県三次市 正社員以外 派遣・請負ではない その他
月給 交替制あり

(1)8時30分～17時30分 土日祝他
59歳以下 1 栄養士

TEL 06-6485-8080 調理師
　    （従業員数 0人 ）

27020-10038801 就業場所 広島県三次市 正社員 請負 毎　週

株式会社　小学館集英
社プロダクション　関
西エリア

大阪府大阪市北区曽根崎新地２丁目６
－１２　小学館ビル５Ｆ

調理員（三次市） 雇用・労災・
健康・厚生

180,000円～
180,000円

雇用期間の定めなし

昭和パックス　株式会
社　防府工場

山口県防府市千日１丁目８－５ 営業事務（広島出張
所）

雇用・労災・
健康・厚生

129,866円～
129,866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 健診事務 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

153,900円～
168,100円

雇用期間の定めなし

西部運輸株式会社
三次営業所

広島県三次市南畑敷町７５２－１ 大型ドライバー（地
場定期便）

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

303,800円～
368,600円

雇用期間の定めなし
又は18時00分～8時00分の
間の8時間程度

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

152,000円～
170,000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 一般事務 雇用・労災・
健康・厚生

164,000円～
214,000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 経理事務 雇用・労災・
健康・厚生

164,000円～
214,000円

雇用期間の定めなし

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

店舗運営スタッフ（エリ
ア採用）／ドラッグスト
アウォンツ

雇用・労災・
健康・厚生

200,000円～
240,000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・
健康・厚生

170,000円～
380,000円

雇用期間の定めなし

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

店舗運営スタッフ（エリ
ア採用）／ドラッグスト
アウォンツ

雇用・労災・
健康・厚生

200,000円～
240,000円

雇用期間の定めなし
又は10時00分～22時00分の
間の8時間程度

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

店舗運営スタッフ（ウォ
ンツ・ウエルネス）／三
次市・庄原市

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9時00分～22時00分の
間の8時間

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）

第一工業　株式会
社

広島県三次市南畑敷町８７０－４８ 自動車部品組立工 雇用・労災・
健康・厚生

191,200円～
235,440円

雇用期間の定めなし

所在地・就業場所 職種

株式会社　中国バ
ス

広島県福山市多治米町６丁目１２番３
１号

路線バス・高速乗合バス
運転者（三次・油木・甲
山）（大免）

雇用・労災・
健康・厚生

205,000円～
330,000円

雇用期間の定めなし

内科・外科鳴戸医
院

広島県三次市十日市中４丁目６－１０ 看護師 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

180,000円～
220,000円

雇用期間の定めなし

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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月給 変形（1ヶ月単位） 普通自動車運転免許　　必須

(1)9時00分～17時00分 日祝他 （AT限定不可）
59歳以下 1

TEL 0852-67-3857
　    （従業員数 0人 ）

32010- 2372901 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない その他
月給 変形（1ヶ月単位） 普通自動車運転免許　　必須

(1)9時00分～17時00分 水他
40歳以下 2

TEL 0852-67-3857
　    （従業員数 0人 ）

32010- 2373101 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない その他
月給 変形（1ヶ月単位） 普通自動車運転免許　　必須

(1)9時00分～17時00分 日祝他
30歳以下 1

TEL 0852-67-3857
　    （従業員数 0人 ）

32010- 2376801 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない その他
時給 普通自動車運転免許　　必須

(1)9時30分～17時30分 土日祝他
不問 1

TEL 082-501-0800
　    （従業員数 17人 ）

34010- 6995401 就業場所 広島県三次市 正社員以外 派遣・請負ではない 毎　週 普通自動車免許（ＡＴ可）
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- 7194501 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない 毎　週
月給 フレックス 普通自動車運転免許　　必須

(1)9時00分～18時00分 土日祝
不問 1 第三種電気主任技術者

TEL 082-503-5745
　    （従業員数 22人 ）

34010- 7329801 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない 毎　週 普通自動車運転免許（ＡＴ限定可）

月給 変形（1年単位） 普通自動車運転免許　　必須

(1)8時30分～17時00分 日祝他
40歳以下 1 準中型自動車免許

TEL 082-423-9881
　    （従業員数 6人 ）

34020- 2213001 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない その他 給付
月給

(1)8時00分～16時30分 土日他
59歳以下 1 エネルギー管理士

TEL 0824-44-4103
　    （従業員数 431人 ）

34070-  569701 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない 毎　週
時給 交替制あり 普通自動車運転免許　　必須

(1)8時30分～17時30分 日祝他
不問 2 (2)9時00分～18時00分 保育士

TEL 0824-55-6664 (3)9時30分～18時30分
　    （従業員数 9人 ）

34070-  571001 就業場所 広島県三次市 正社員以外 派遣・請負ではない 毎　週
月給 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～17時30分 他
不問 1 (2)16時00分～9時00分 看護師

TEL 0824-63-5307 准看護師
　    （従業員数 45人 ）

34070-  578801 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない その他
月給 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～17時30分 他
不問 1 ホームヘルパー２級

TEL 0824-63-5307
　    （従業員数 5人 ）

34070-  580001 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない その他
月給 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～17時30分 他
不問 1 看護師

TEL 0824-63-5307 准看護師
　    （従業員数 4人 ）

34070-  581301 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない その他
月給 変形（1ヶ月単位） 普通自動車運転免許　　必須

(1)8時30分～17時30分 他
18歳～66歳 1 (2)16時00分～9時00分 看護師

TEL 0824-65-2540 准看護師
　    （従業員数 21人 ）

34070-  584101 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない その他
月給 変形（1ヶ月単位） 普通自動車運転免許　　必須

(1)8時30分～17時30分 他
18歳～66歳 1 (2)16時00分～9時00分 介護職員初任者研修修了者

TEL 0824-65-2540 (3)7時00分～16時00分 介護職員実務者研修修了者
　    （従業員数 21人 ） 介護福祉士

34070-  585401 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない その他
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- 3882501 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない その他
月給 変形（1ヶ月単位）

(1)8時45分～18時15分 日祝他
不問 1 (2)8時45分～12時45分 薬剤師

TEL 0949-23-3412
　    （従業員数 5人 ）

40080-  685601 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない その他
月給 変形（1年単位） 普通自動車運転免許　　必須

(1)8時45分～17時45分 日祝他 （AT限定不可）
40歳以下 1

TEL 0869-24-0820
　    （従業員数 6人 ）

33110- 1083401 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない その他 給付

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（広島系統推
進課）

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

有限会社　直方メディ
カルサービス

福岡県直方市知古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

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

145,200円～
198,000円

雇用期間の定めなし

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

広島県三次市南畑敷町４８８番３ 介護職（グループ
ホーム楽居）

雇用・労災・
健康・厚生

158,000円～
202,000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 看護職（コミュニティ楽
居・デイサービス楽居）

雇用・労災・
健康・厚生

189,000円～
279,000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

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

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

一般社団法人　結 広島県三次市畠敷町２２－４ 【保育士】保育業務　及
び　児童発達支援

雇用・労災・
健康・厚生

192,000円～
192,000円

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

リョービミラサカ
株式会社

広島県三次市三良坂町皆瀬１００７５
番地１

生産設備の保全技術
者

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

230,000円～
310,000円

雇用期間の定めなし

株式会社ヰセキ中
四国

広島県東広島市西条町御薗宇７２７番
地２

営業【三次市】 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　イー
テック２４

広島県広島市西区南観音８丁目１５－
５　いいともビル３階

高圧電気設備の保安管理
業務／庄原市・三次市

雇用・労災・
健康・厚生

238,000円～
304,000円

雇用期間の定めなし

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

株式会社　サンキ 広島県広島市西区草津港３丁目３－３
３

ルート配送（パート社
員）／三次支店

雇用・労災・
健康・厚生

128,800円～
128,800円

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

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 現場管理補助作業員（ク
レバリーホーム三次店）

雇用・労災・
健康・厚生

150,000円～
200,000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（クレバリ
―ホーム三次店）

雇用・労災・
健康・厚生

200,000円～
300,000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 現場管理（クレバ
リーホーム三次店）

雇用・労災・
健康・厚生

205,000円～
380,000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 交替制あり
他

不問 1
TEL 082-276-9141

　    （従業員数 6人 ）
34010- 6343301 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない 毎　週

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- 6456301 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- 6462501 就業場所 広島県三次市 正社員以外 請負 その他

時給 交替制あり
(1)5時00分～14時00分 他

不問 1 (2)10時00分～19時00分 管理栄養士
TEL 0120-22-7805

　    （従業員数 25人 ）
34010- 5901701 就業場所 広島県三次市 正社員以外 請負 毎　週

時給 交替制あり
(1)5時00分～14時00分 他

不問 1 (2)10時00分～19時00分 栄養士
TEL 0120-22-7805

　    （従業員数 25人 ）
34010- 5907601 就業場所 広島県三次市 正社員以外 請負 毎　週

時給 普通自動車運転免許　　必須

(1)8時30分～17時15分 土日他
不問 1 フォークリフト運転技能者

TEL 082-490-3715
　    （従業員数 0人 ）

34020- 1942701 就業場所 広島県三次市 有期雇用派遣労働者派遣 毎　週
時給 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分 土日
不問 2

TEL 082-490-3715
　    （従業員数 0人 ）

34020- 1943801 就業場所 広島県三次市 有期雇用派遣労働者派遣 その他
時給 交替制あり

(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- 1957901 就業場所 広島県三次市 有期雇用派遣労働者派遣 毎　週
月給 普通自動車運転免許　　必須

(1)8時30分～17時00分 土日祝他
64歳以下 1

TEL 0824-62-8061
　    （従業員数 2人 ）

34070-  547001 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない 毎　週
月給 普通自動車運転免許　　必須

(1)8時30分～17時15分 水他
不問 1

TEL 0824-64-7685
　    （従業員数 9人 ）

34070-  550401 就業場所 広島県三次市 正社員以外 請負 毎　週
月給 普通自動車運転免許　　必須

(1)8時30分～17時15分 水他
不問 1

TEL 0824-64-7685
　    （従業員数 9人 ）

34070-  551701 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
45歳以下 1

TEL 0824-63-4148
　    （従業員数 43人 ）

34070-  554501 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない その他
月給 変形（1ヶ月単位）

(1)7時00分～16時00分 他
18歳～64歳 2 (2)8時00分～17時00分 看護師

TEL 0824-62-1210 (3)10時30分～19時30分
　    （従業員数 164人 ）

34070-  557601 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない その他
月給 変形（1ヶ月単位）

(1)8時15分～17時15分 他
64歳以下 1

TEL 0824-62-1210
　    （従業員数 48人 ）

34070-  558901 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない その他 簿記有資格者優遇
月給 普通自動車運転免許　　必須

(1)8時30分～17時15分 土日祝
不問 2

TEL 0824-64-7685
　    （従業員数 39人 ）

34070-  542401 就業場所 広島県三次市 正社員以外 請負 毎　週
月給 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～18時00分 日祝他
33歳以下 1

TEL 0824-62-0418
　    （従業員数 9人 ）

34070-  543701 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない その他
月給 変形（1ヶ月単位）

(1)7時00分～16時00分 他
不問 1 (2)8時00分～17時00分 調理師

TEL 0824-62-2841 (3)9時00分～18時00分
　    （従業員数 10人 ）

34070-  546501 就業場所 広島県三次市 正社員以外 派遣・請負ではない その他 調理師免許はなくても可

社会福祉法人　水
明会

広島県三次市南畑敷町４４１ 調理員（特別養護老
人ホーム）

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

162,100円～
184,300円

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

医療法人ともみ会　大
倉歯科医院

広島県三次市南畑敷町１４０－５ 医療事務 雇用・労災・
健康・厚生

200,000円～
300,000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

市立三次中央病院に
おける一般事務

雇用・労災・
健康・厚生

154,000円～
164,000円

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

社会福祉法人　と
もえ会

広島県三次市粟屋町１１６６４ 事務員（こじか荘） 雇用・労災・
健康・厚生

175,700円～
213,700円

雇用期間の定めなし

社会福祉法人　と
もえ会

広島県三次市粟屋町１１６６４ 看護師（子鹿医療療
育センター）

雇用・労災・
健康・厚生

222,700円～
286,700円

雇用期間の定めなし

中国金網工業　株
式会社

広島県三次市東酒屋町３０６番３７号 工場内作業者 雇用・労災・
健康・厚生

250,700円～
250,700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

舞台他ホール業務 雇用・労災・
健康・厚生

160,000円～
200,000円

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上） 又は8時30分～22時00分の

間の8時間程度

株式会社　暮らしサ
ポートみよし

広島県三次市十日市東３丁目１４番２
５号
　生涯学習センター１階

市民ホール管理業務
（企画・営業）

雇用・労災・
健康・厚生

160,000円～
190,000円

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上） 又は8時30分～22時00分の

間の8時間程度

山田機械工業（株）
中国営業所

広島県三次市十日市南３丁目１１－１
２

営業 雇用・労災・
健康・厚生

170,000円～
200,000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１１－２７
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　栄興産
広島営業所

広島県東広島市西条大坪町１１－２７
ラルクビル１階

コンクリート２次製品の
製造補助／三次市上川立
町

雇用・労災・
健康・厚生

234,360円～
234,360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１１－２７
ラルクビル１階

衝突実研に係る物流業務
及びフォークリフト作業
／三次市

雇用・労災・
健康・厚生

284,200円～
284,200円

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

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

156,600円～
191,400円

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

日清医療食品　株式会
社　中国支店

広島県広島市中区八丁堀３－３３　広
島ビジネスタワー２１Ｆ

管理栄養士（三次中
央病院）

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

182,700円～
217,500円

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

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

147,000円～
147,000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

常駐警備／三次市 雇用・労災・
健康・厚生

137,812円～
137,812円

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

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

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。 

時給 変形（1ヶ月単位）
(1)6時00分～15時00分 他

不問 1 (2)9時30分～18時30分
TEL 082-263-2220

　    （従業員数 10人 ）
34140- 3106501 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ヶ月単位） 普通自動車運転免許　　必須

(1)8時45分～17時45分 他
35歳以下 1 (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- 1924801 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない その他 拠出 普通自動車免許（ＡＴ限定可）

月給 普通自動車運転免許　　必須

(1)8時30分～17時15分 土日祝他
30歳以下 1 日商簿記３級

TEL 0824-62-3125
　    （従業員数 13人 ）

34070-  536801 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない 毎　週 厚生 日商簿記３級（知識を有する方であれば資格がなくても可）

月給
(1)8時30分～18時00分 日祝他

59歳以下 1 (2)8時30分～12時30分 看護師
TEL 0824-63-2008 准看護師

　    （従業員数 6人 ）
34070-  538501 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない なし

月給 変形（1ヶ月単位）
他

59歳以下 1 栄養士
TEL 0120-70-2346 調理師

　    （従業員数 5人 ）
27060- 4230401 就業場所 広島県三次市 正社員 請負 その他

時給 普通自動車運転免許　　必須

(1)8時30分～17時30分 土日祝他 （AT限定不可）
不問 2 (2)8時30分～17時00分 ２級電気工事施工管理技士

TEL 082-291-8945 第一種電気工事士
　    （従業員数 96人 ） １級電気工事施工管理技士

34010- 4990701 就業場所 広島県三次市 正社員以外 派遣・請負ではない 毎　週 技術士（電気電子部門）
時給 普通自動車運転免許　　必須

(1)8時30分～17時30分 他 （AT限定不可）
不問 2 (2)8時30分～17時00分 １級管工事施工管理技士

TEL 082-291-8945 ２級管工事施工管理技士
　    （従業員数 202人 ）

34010- 4995301 就業場所 広島県三次市 正社員以外 派遣・請負ではない 毎　週 １級・２級管工事施工管理技士又は同等の資格保有者

月給 変形（1年単位） 普通自動車運転免許　　必須

(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- 5315001 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない その他
月給 変形（1年単位） 普通自動車運転免許　　必須

(1)8時30分～18時00分 日祝他 （AT限定不可）
不問 1 ２級建設機械整備技能士

TEL 082-873-6260
　    （従業員数 5人 ）

34010- 5320801 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない その他
日給 普通自動車運転免許　　必須

(1)7時00分～17時00分 日他 （AT限定不可）
不問 2

TEL 0824-52-3825
　    （従業員数 6人 ）

34070-  501401 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない 毎　週
月給 普通自動車運転免許　　必須

(1)8時15分～17時30分 日他
不問 1

TEL 0824-62-2631
　    （従業員数 14人 ）

34070-  502701 就業場所 広島県三次市 正社員以外 派遣・請負ではない その他
月給 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分 土日他
59歳以下 1 大型自動車免許

TEL 0824-62-2588
　    （従業員数 13人 ）

34070-  503801 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない 毎　週
月給 変形（1ヶ月単位）

他
不問 3

TEL 0824-62-8654
　    （従業員数 20人 ）

34070-  504201 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない 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-  505501 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない 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-  506001 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない 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-  507301 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない 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-  508601 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない その他

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～
350,000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

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～
350,000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（紀州和歌山
らーめんばり馬三次店）

雇用・労災・
健康・厚生

250,000円～
350,000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

キッチン社員（紀州和歌
山らーめんばり馬三次
店）

雇用・労災・
健康・厚生

250,000円～
350,000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

ホール社員（紀州和歌山
らーめんばり馬三次店）

雇用・労災・
健康・厚生

245,000円～
350,000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

丸協急送　株式会
社

広島県三次市東酒屋町１３９－２ 大型トラック運転手 雇用・労災・
健康・厚生

250,000円～
310,000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（デイセン
ター　いこい）

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

168,860円～
188,750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

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

雇用・労災・
健康・厚生

204,000円～
384,000円

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

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

雇用・労災・
健康・厚生

204,000円～
384,000円

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

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

厨房チーフ候補【広
島県三次市】

雇用・労災・
健康・厚生

210,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし
又は5時00分～20時00分の
間の8時間程度

医療法人　すざわ
小児科

広島県三次市畠敷町１５０３番地の７ 准看護師・看護師 雇用・労災・
健康・厚生

172,000円～
260,000円

雇用期間の定めなし

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

180,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

株式会社　コメリ 新潟県新潟市南区清水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

189,000円～
241,000円

雇用期間の定めなし

富士産業株式会社
中国事業部

広島県広島市東区光町１丁目７－１１
広島ＣＤビル２Ｆ

調理業務（三次地区医療
センター）／三次市

雇用・労災・
健康・厚生

151,191円～
151,191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。 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。 

月給 変形（1ヶ月単位）
他

不問 3
TEL 0824-62-8654

　    （従業員数 20人 ）
34070-  509901 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない その他

月給 変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分 他

不問 1 (2)16時00分～0時00分 その他の福祉・介護関係資格

TEL 0824-64-3336 (3)1時00分～10時00分
　    （従業員数 15人 ）

34070-  513501 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない その他 認知症対応型サービス事業管理者研修及び実践者研修

月給 変形（1ヶ月単位）
(1)7時00分～16時00分 他

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

　    （従業員数 15人 ）
34070-  514001 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない その他

月給 変形（1ヶ月単位）
(1)7時00分～16時00分 他

不問 2 (2)8時30分～17時30分 ホームヘルパー２級
TEL 0824-64-3336 (3)11時00分～20時00分 介護職員初任者研修修了者

　    （従業員数 15人 ） 介護福祉士
34070-  515301 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない その他

月給 変形（1ヶ月単位）
(1)16時00分～10時00分 他

18歳以上 2
TEL 0824-64-3336

　    （従業員数 15人 ）
34070-  516601 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない その他

時給 変形（1ヶ月単位）
(1)9時00分～17時00分 他

不問 1 (2)12時00分～20時00分
TEL 0824-65-1010

　    （従業員数 7人 ）
34070-  519401 就業場所 広島県三次市 正社員以外 派遣・請負ではない その他

日給 変形（1ヶ月単位） 普通自動車運転免許　　必須

(1)7時30分～16時00分 日祝他
不問 1 (2)8時30分～17時00分 幼稚園教諭免許（専修・１種・２種）

TEL 0824-62-6105 (3)11時00分～19時30分 小学校教諭免許（専修・１種・２種）

　    （従業員数 0人 ）
34070-  520201 就業場所 広島県三次市 正社員以外 派遣・請負ではない その他

月給 変形（1年単位）
(1)7時45分～16時45分 日祝他

64歳以下 1 大型自動車免許
TEL 0824-66-2234

　    （従業員数 10人 ）
34070-  521501 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない 毎　週

月給 変形（1年単位） 普通自動車運転免許　　必須

(1)7時45分～16時45分 日祝他 （AT限定不可）
64歳以下 1 コンクリート技士・コンクリート主任技士

TEL 0824-66-2234
　    （従業員数 10人 ）

34070-  522001 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない その他 コンクリート技士お持ちの方優遇

月給 交替制あり
(1)7時30分～16時30分 水他

不問 1 (2)12時00分～21時00分
TEL 0824-66-1488

　    （従業員数 25人 ）
34070-  524601 就業場所 広島県三次市 正社員以外 請負 毎　週

月給 普通自動車運転免許　　必須

(1)8時30分～17時15分 土日祝他
59歳以下 1 保健師

TEL 0824-65-1146
　    （従業員数 41人 ）

34070-  525901 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない 毎　週
月給 普通自動車運転免許　　必須

(1)8時30分～17時15分 土日祝他
59歳以下 1 介護支援専門員（ケアマネージャー）

TEL 0824-65-1146
　    （従業員数 41人 ）

34070-  526101 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない 毎　週 介護支援専門員実務研修終了予定者を含む

時給 変形（1ヶ月単位） 普通自動車運転免許　　必須

(1)8時30分～17時00分 他
不問 1

TEL 0824-67-3612
　    （従業員数 40人 ）

34070-  532901 就業場所 広島県三次市 正社員以外 派遣・請負ではない その他
時給

(1)8時30分～17時00分 日他
不問 1 (2)9時00分～16時00分

TEL 0824-66-1069
　    （従業員数 4人 ）

34070-  533101 就業場所 広島県三次市 正社員以外 派遣・請負ではない なし
時給 変形（1年単位） 普通自動車運転免許　　必須

(1)8時00分～17時00分 日祝他
59歳以下 3 フォークリフト運転技能者

TEL 0824-72-0914 玉掛技能者
　    （従業員数 16人 ）

34072-  194701 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない その他
日給 普通自動車運転免許　　必須

(1)8時00分～17時00分 日他 （AT限定不可）
不問 2

TEL 082-555-5094
　    （従業員数 6人 ）

34140- 2677701 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない 毎　週
月給 交替制あり 普通自動車運転免許　　必須

(1)8時30分～17時30分 他
35歳以下 2 (2)12時15分～21時15分

TEL 092-433-0663
　    （従業員数 30人 ）

40010- 6989001 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない 毎　週 普通自動車運転免許（ＡＴ可）　登録販売者尚可

株式会社　コスモ
ス薬品

福岡県福岡市博多区博多駅東２－１０
－１　第一福岡ビルＳ館４階

エリア社員（正）／
十日市店

雇用・労災・
健康・厚生

170,000円～
180,000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

有限会社　林商会 広島県庄原市東本町３丁目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

高田農園（三次ピオー
ネ生産組合）

広島県三次市向江田町２７３７ ぶどう栽培 雇用・労災

146,790円～
154,945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ＧＰセンター）

雇用・労災・
健康・厚生

148,941円～
152,190円

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

一般社団法人　地域包
括支援センターみよし

広島県三次市十日市東３丁目１４－１ 介護支援専門員（ケ
アマネージャー）

雇用・労災・
健康・厚生

189,600円～
230,400円

雇用期間の定めなし

一般社団法人　地域包
括支援センターみよし

広島県三次市十日市東３丁目１４－１ 保健師 雇用・労災・
健康・厚生

189,600円～
230,400円

雇用期間の定めなし

株式会社　ドルフィン
クラブ　（フジタドル
フィンクラブ）

広島県三次市四拾貫町神田谷　県立み
よし公園　温水プール

施設管理、警備 雇用・労災・
健康・厚生

151,000円～
151,000円

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

有限会社　エイブ
ル　生コン工場

広島県三次市高杉町１４７０－３ 生コンの試験業務 雇用・労災・
健康・厚生

185,000円～
235,000円

雇用期間の定めなし

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

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）

有限会社　ナガタ
ニ

広島県三次市東酒屋町１２２－１ 販売員 雇用・労災・
健康・厚生

149,930円～
149,930円

雇用期間の定めなし

株式会社　Ｇトラスト
（グループホーム三次
楽々苑）

広島県三次市南畑敷町１９８－２ 夜勤専任介護職 雇用・労災・
健康・厚生

150,500円～
150,500円

雇用期間の定めなし

株式会社　Ｇトラスト
（グループホーム三次
楽々苑）

広島県三次市南畑敷町１９８－２ 一般介護職 雇用・労災・
健康・厚生

150,500円～
159,100円

雇用期間の定めなし

株式会社　Ｇトラスト
（グループホーム三次
楽々苑）

広島県三次市南畑敷町１９８－２ 一般介護職（介護福
祉士）

雇用・労災・
健康・厚生

160,500円～
169,100円

雇用期間の定めなし

株式会社　Ｇトラスト
（グループホーム三次
楽々苑）

広島県三次市南畑敷町１９８－２ 管理者 雇用・労災・
健康・厚生

212,000円～
283,600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

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～
350,000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

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 交替制あり 普通自動車運転免許　　必須

(1)8時30分～17時30分 他
35歳以下 2 (2)12時15分～21時15分

TEL 092-433-0663
　    （従業員数 30人 ）

40010- 7060501 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない 毎　週 普通自動車運転免許（ＡＴ可）　登録販売者尚可

月給 普通自動車運転免許　　必須

(1)8時00分～17時00分 土日祝他
35歳以下 1

TEL 090-5482-2633
　    （従業員数 5人 ）

44040-  628901 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない 毎　週 普通自動車免許（ＡＴ限定可）

月給 交替制あり
(1)16時00分～1時00分 他

18歳～59歳 1 (2)17時00分～2時00分 食品衛生責任者
TEL 03-5839-2608 防火管理者（甲種・乙種）

　    （従業員数 10人 ）
13030- 2048701 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない 毎　週 上記資格がない場合は研修中に取得の事

月給 交替制あり
(1)16時00分～1時00分 他

18歳～59歳 1 (2)17時00分～2時00分 食品衛生責任者
TEL 03-5839-2608 防火管理者（甲種・乙種）

　    （従業員数 10人 ）
13030- 2161201 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない 毎　週 上記資格がない場合は研修中に取得の事

月給 交替制あり
(1)16時00分～1時00分 他

18歳～59歳 2 (2)17時00分～2時00分 食品衛生責任者
TEL 03-5839-2608 防火管理者（甲種・乙種）

　    （従業員数 10人 ）
13030- 2343601 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない 毎　週 上記資格がない場合は研修中に取得の事

月給 普通自動車運転免許　　必須

(1)9時00分～18時00分 土日祝他
64歳以下 2 ２級土木施工管理技士

TEL 053-413-0530
　    （従業員数 1人 ）

22020- 2705201 就業場所 広島県三次市 正社員 請負 毎　週 ※求人に関する特記事項欄参照

月給 変形（1ヶ月単位）
他

59歳以下 1 栄養士
TEL 0120-70-2346 調理師

　    （従業員数 5人 ）
27060- 3726201 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）
他

59歳以下 1 栄養士
TEL 0120-70-2346 調理師

　    （従業員数 5人 ）
27060- 3782801 就業場所 広島県三次市 正社員 請負 その他

月給 変形（1ヶ月単位）
(1)8時40分～17時00分 日祝他

39歳以下 1 ５トン限定準中型自動車免許

TEL 082-922-1411
　    （従業員数 26人 ）

34010- 5064401 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない その他 給付
時給 普通自動車運転免許　　必須

(1)8時00分～17時00分 土日祝 （AT限定不可）
不問 1

TEL 0824-55-2141
　    （従業員数 10人 ）

34070-  382401 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない 毎　週
月給 普通自動車運転免許　　必須

(1)8時00分～17時00分 日他
不問 1

TEL 0824-75-2155
　    （従業員数 14人 ）

34070-  384801 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない 毎　週
月給 変形（1年単位）

(1)8時20分～18時15分 日祝
不問 1 視能訓練士

TEL 0824-62-2468
　    （従業員数 12人 ）

34070-  385201 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない その他
月給 変形（1ヶ月単位） 普通自動車運転免許　　必須

(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-  387001 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない その他
月給 変形（1ヶ月単位） 普通自動車運転免許　　必須

(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 45人 ）

34070-  388301 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない その他
時給 変形（1ヶ月単位） 普通自動車運転免許　　必須

(1)8時00分～17時00分 日祝他
不問 1 (2)8時45分～17時45分 介護福祉士

TEL 0824-63-3380
　    （従業員数 44人 ）

34070-  390401 就業場所 広島県三次市 正社員以外 派遣・請負ではない 毎　週
月給 変形（1ヶ月単位） 普通自動車運転免許　　必須

(1)9時00分～18時00分 他 （AT限定不可）
18歳～59歳 1 第一種電気工事士

TEL 0824-63-6969 第二種電気工事士
　    （従業員数 26人 ）

34070-  392801 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない その他 電気工事士第１種又は第２種（入社後取得可）

日給 普通自動車運転免許　　必須

(1)17時00分～8時00分 他 （AT限定不可）
18歳以上 5

TEL 0824-63-0345
　    （従業員数 47人 ）

34070-  393201 就業場所 広島県三次市 正社員以外 請負 毎　週

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

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

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・
健康・厚生

229,600円～
229,600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

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

株式会社　広島
ポーク

広島県三次市三良坂町仁賀字大宇根１
１００６番地

一般事務 雇用・労災・
健康・厚生

165,000円～
210,000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

130,650円～
130,650円

雇用期間の定めなし

いすゞ自動車中国
四国　株式会社

広島県広島市佐伯区五日市港　３丁目
７－１１

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

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

厨房チーフ候補【三
次市和知町】

雇用・労災・
健康・厚生

210,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし
又は5時00分～20時00分の
間の8時間程度

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

厨房チーフ候補【三
次市甲奴町】

雇用・労災・
健康・厚生

210,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし
又は5時00分～20時00分の
間の8時間程度

穂の国エンジニア
リング株式会社

静岡県浜松市中区板屋町１１１－２
浜松アクトタワー２５階

ネクスコ高速道路点検業
務（三次道路事務所）

雇用・労災・
健康・厚生

365,000円～
450,000円

雇用期間の定めなし

チムニー　株式会
社

東京都台東区柳橋２－１９－６　柳橋
ファーストビル３階

ホール・キッチン／三次
市／魚鮮水産

雇用・労災・
健康・厚生

190,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

チムニー　株式会
社

東京都台東区柳橋２－１９－６　柳橋
ファーストビル３階

店舗責任者＜調理長＞／
三次市／魚鮮水産

雇用・労災・
健康・厚生

260,000円～
480,000円

雇用期間の定めなし

チムニー　株式会
社

東京都台東区柳橋２－１９－６　柳橋
ファーストビル３階

店舗責任者＜店長＞／三
次市／魚鮮水産

雇用・労災・
健康・厚生

260,000円～
480,000円

雇用期間の定めなし

削蹄舎　株式会社 大分県日田市田島１丁目７－４８パル
デンスエコノ２　３０２号

削蹄師 雇用・労災・
健康・厚生

200,000円～
270,000円

雇用期間の定めなし

株式会社　コスモ
ス薬品

福岡県福岡市博多区博多駅東２－１０
－１　第一福岡ビルＳ館４階

エリア社員（正）／
畠敷店

雇用・労災・
健康・厚生

170,000円～
180,000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。 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ヶ月単位） 普通自動車運転免許　　必須

(1)4時00分～13時00分 他 （AT限定不可）
59歳以下 3 (2)6時00分～15時00分 大型自動車免許

TEL 0824-52-3233 (3)8時00分～17時00分 フォークリフト運転技能者
　    （従業員数 16人 ） 車両系建設機械（基礎工事用）運転技能者

34070-  395001 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない その他
月給 変形（1ヶ月単位） 普通自動車運転免許　　必須

(1)8時30分～17時30分 他
18歳～66歳 1 (2)16時00分～9時00分 介護職員実務者研修修了者

TEL 0824-65-2540 介護職員初任者研修修了者
　    （従業員数 21人 ） 介護福祉士

34070-  398901 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない その他
月給 変形（1年単位） 普通自動車運転免許　　必須

(1)8時00分～17時00分 日祝他 （AT限定不可）
59歳以下 1

TEL 0824-68-0808
　    （従業員数 5人 ）

34070-  399101 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない その他
時給 普通自動車運転免許　　必須

(1)8時00分～17時00分 他
69歳以下 1 (2)9時00分～18時00分

TEL 0824-63-6201
　    （従業員数 15人 ）

34070-  400001 就業場所 広島県三次市 正社員以外 派遣・請負ではない 毎　週 普通自動車運転免許（ＡＴ限定可）簿記資格お持ちの方優遇

月給 普通自動車運転免許　　必須

(1)8時00分～17時00分 他 （AT限定不可）
不問 1 ２級土木施工管理技士

TEL 0824-68-2455
　    （従業員数 4人 ）

34070-  401301 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない 毎　週 土木施工管理技士優遇
月給 普通自動車運転免許　　必須

(1)8時00分～17時00分 他 （AT限定不可）
不問 2

TEL 0824-68-2455
　    （従業員数 4人 ）

34070-  402601 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない 毎　週
月給 普通自動車運転免許　　必須

(1)8時00分～17時00分 他 （AT限定不可）
不問 1 ２級土木施工管理技士

TEL 0824-68-2611
　    （従業員数 4人 ）

34070-  403901 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない 毎　週 土木施工管理技士優遇
月給 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分 日祝他
59歳以下 4

TEL 0824-67-3771
　    （従業員数 39人 ）

34070-  404101 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない その他 給付
月給 変形（1ヶ月単位） 普通自動車運転免許　　必須

(1)8時30分～17時30分 他
64歳以下 2 看護師

TEL 0847-67-2188 准看護師
　    （従業員数 64人 ）

34070-  407801 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない その他
月給 変形（1年単位） 普通自動車運転免許　　必須

(1)9時00分～18時00分 日祝他 （AT限定不可）
不問 1 二級自動車整備士

TEL 0824-64-1370
　    （従業員数 3人 ）

34070-  408201 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない その他
月給 交替制あり 普通自動車運転免許　　必須

(1)8時15分～17時15分 日他
不問 1 (2)8時30分～17時30分 介護職員初任者研修修了者

TEL 0824-66-1049 ホームヘルパー２級
　    （従業員数 8人 ） 介護福祉士

34070-  411901 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない 毎　週 ※特記事項欄参照
月給 変形（1年単位） 普通自動車運転免許　　必須

(1)8時30分～17時30分 日祝他 （AT限定不可）
40歳以下 5

TEL 0824-69-0577
　    （従業員数 5人 ）

34070-  415801 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない その他
日給 変形（1年単位） 普通自動車運転免許　　必須

(1)8時00分～17時00分 日祝他 （AT限定不可）
64歳以下 3

TEL 0847-67-2322
　    （従業員数 10人 ）

34070-  416201 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない その他
日給 変形（1年単位） 普通自動車運転免許　　必須

(1)8時00分～17時00分 日祝他 （AT限定不可）
64歳以下 2 １級土木施工管理技士

TEL 0847-67-2322 ２級土木施工管理技士
　    （従業員数 10人 ）

34070-  417501 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない その他
月給 普通自動車運転免許　　必須

(1)8時00分～17時00分 土日他 （AT限定不可）
64歳以下 1

TEL 0824-63-3023
　    （従業員数 6人 ）

34070-  418001 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない 毎　週
日給

(1)7時00分～16時00分 土日他
69歳以下 2 大型自動車免許

TEL 0824-65-6686 中型自動車免許
　    （従業員数 11人 ）

34070-  420101 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない 毎　週 仕事内容欄（１）中型免許以上　（２）大型

月給 変形（1ヶ月単位） 普通自動車運転免許　　必須

(1)8時30分～17時00分 日祝他
64歳以下 1 (2)8時30分～12時30分 看護師

TEL 0824-64-8444
　    （従業員数 6人 ）

34070-  422701 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない その他

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　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

有限会社　藤田板
金工業

広島県三次市三次町１１６３ 建築板金工 雇用・労災・
健康・厚生

180,000円～
180,000円

雇用期間の定めなし

株式会社　藤組 広島県三次市甲奴町本郷１１７７ 一級土木技術者・二
級土木技術者

雇用・労災・
健康・厚生

273,100円～
331,830円

雇用期間の定めなし

株式会社　藤組 広島県三次市甲奴町本郷１１７７ 一般作業員 雇用・労災・
健康・厚生

219,950円～
252,050円

雇用期間の定めなし

株式会社　広島デイ
リーシステムズ

広島県三次市畠敷町９４７－５ 畜産機械設備の営業販売
設置　修理

雇用・労災・
健康・厚生

220,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

株式会社　朗 広島県三次市江田川之内町６４４－１
０

介護職員 雇用・労災・
健康・厚生

155,000円～
180,000円

雇用期間の定めなし

株式会社　永田車
輌

広島県三次市畠敷町１０－１ 自動車整備 雇用・労災・
健康・厚生

160,000円～
180,000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

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

株式会社　ＮＩＰＰＯ
三次出張所

広島県三次市青河町１２３７－１ 現場管理 雇用・労災・
健康・厚生

240,000円～
280,000円

雇用期間の定めなし

株式会社　熊高組
舗装部

広島県三次市青河町１２３７－１ 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

株式会社　熊高組
舗装部

広島県三次市青河町１２３７－１ 現場管理技術員 雇用・労災・
健康・厚生

200,000円～
280,000円

雇用期間の定めなし

株式会社　鳩家 広島県三次市畠敷町９２３（三次総合
卸セン夕－内）

経理・総務　管理業
務

雇用・労災・
健康・厚生

186,200円～
231,200円

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

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

187,000円～
350,000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・デイサービス楽居）

雇用・労災・
健康・厚生

158,000円～
202,000円

雇用期間の定めなし

みよし高原牧場
株式会社

広島県三次市三和町羽出庭１０４２９
番地１

酪農作業 雇用・労災・
健康・厚生

156,000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。 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。 

時給 普通自動車運転免許　　必須

(1)8時30分～17時00分 土日祝他
不問 1

TEL 0824-62-3103
　    （従業員数 10人 ）

34070-  423801 就業場所 広島県三次市 正社員以外 派遣・請負ではない 毎　週
月給 変形（1ヶ月単位） 普通自動車運転免許　　必須

(1)8時30分～17時30分 他 （AT限定不可）
35歳以下 1 (2)9時30分～18時30分

TEL 0824-65-2211 (3)10時30分～19時30分
　    （従業員数 22人 ）

34070-  424201 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない その他
月給 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～18時00分 日祝他
59歳以下 1 (2)8時30分～12時00分 その他の医療技術関係資格

TEL 0824-62-2610 (3)8時30分～13時00分
　    （従業員数 15人 ）

34070-  426001 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない その他
月給 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～18時00分 日祝他
35歳以下 1 (2)8時30分～12時00分

TEL 0824-62-2610 (3)8時30分～13時00分
　    （従業員数 15人 ）

34070-  427301 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない その他
月給 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～18時00分 日祝他
59歳以下 2 (2)8時30分～12時00分 視能訓練士

TEL 0824-62-2610 (3)8時30分～13時00分
　    （従業員数 15人 ）

34070-  428601 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない その他
月給 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～18時00分 日祝他
59歳以下 2 (2)8時30分～12時00分 看護師

TEL 0824-62-2610 (3)8時30分～13時00分 准看護師
　    （従業員数 15人 ）

34070-  429901 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない その他
時給 変形（1ヶ月単位） 普通自動車運転免許　　必須

(1)8時30分～17時30分 他
不問 2 ホームヘルパー２級

TEL 0824-63-8975 介護職員初任者研修修了者
　    （従業員数 24人 ）

34070-  430701 就業場所 広島県三次市 正社員以外 派遣・請負ではない その他
時給 普通自動車運転免許　　必須

(1)8時30分～17時30分 他
不問 2 ホームヘルパー２級

TEL 0824-63-8975 介護職員初任者研修修了者
　    （従業員数 24人 ）

34070-  431801 就業場所 広島県三次市 正社員以外 派遣・請負ではない 毎　週
時給 変形（1ヶ月単位） 普通自動車運転免許　　必須

(1)7時15分～16時15分 他
不問 2 (2)9時00分～18時00分 ホームヘルパー２級

TEL 0824-63-8975 (3)11時00分～20時00分 介護福祉士
　    （従業員数 36人 ）

34070-  432201 就業場所 広島県三次市 正社員以外 派遣・請負ではない 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 薬剤師

TEL 0824-62-1210
　    （従業員数 164人 ）

34070-  437901 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない その他
月給 変形（1ヶ月単位）

(1)7時00分～16時00分 他
18歳～64歳 1 (2)8時00分～17時00分

TEL 0824-62-1210 (3)10時00分～19時00分
　    （従業員数 50人 ）

34070-  438101 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない その他 福祉関係資格者優遇（なくても可）

月給 変形（1ヶ月単位）
(1)9時00分～19時00分 月他

不問 1 美容師
TEL 0824-55-6612

　    （従業員数 6人 ）
34070-  441501 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない その他

月給 変形（1ヶ月単位）
(1)9時00分～19時00分 月他

不問 1 美容師
TEL 0824-55-6612

　    （従業員数 6人 ）
34070-  442001 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない その他

月給 変形（1ヶ月単位）
(1)9時00分～19時00分 月他

不問 1 美容師
TEL 0824-55-6612

　    （従業員数 5人 ）
34070-  445901 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない その他

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 ２級土木施工管理技士
TEL 0824-65-0666 ２級管工事施工管理技士

　    （従業員数 5人 ）
34070-  446101 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない その他

月給
(1)9時00分～19時00分 月火他

不問 1 美容師
TEL 0824-64-1266

　    （従業員数 7人 ）
34070-  448701 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない 毎　週

月給
(1)8時30分～17時15分 土日祝他

不問 1 診療情報管理士
TEL 0824-65-0101

　    （従業員数 500人 ）
34070-  450301 就業場所 広島県三次市 正社員以外 派遣・請負ではない 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 診療情報管理士 雇用・労災・
健康・厚生

169,500円～
169,500円

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

有限会社　ティー
エスクラブ

広島県三次市南畑敷町２５６ スタイリスト・アシスタ
ント・エステティシャン

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

175,000円～
350,000円

雇用期間の定めなし

有限会社　ウエム
ラ設備

広島県三次市畠敷町８４－１７ 水道設備工事・土木
工事

雇用・労災・
健康・厚生

207,000円～
276,000円

雇用期間の定めなし

株式会社　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）／ｈａｉｒ　ｄｏｌ
ｃｅ

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　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）／ＭＹＬＡＮ

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　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）／ＭＹＬＡＮ

雇用・労災・
健康・厚生

170,000円～
400,000円

雇用期間の定めなし

社会福祉法人　と
もえ会

広島県三次市粟屋町１１６６４ 生活支援員（ともえ
学園）

雇用・労災・
健康・厚生

178,700円～
231,700円

雇用期間の定めなし

社会福祉法人　と
もえ会

広島県三次市粟屋町１１６６４ 薬剤師（子鹿医療療
育センター）

雇用・労災・
健康・厚生

226,700円～
383,700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ヶ月未満）

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ヶ月未満）

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ヶ月未満）

医療法人社団　備
北眼科

広島県三次市十日市東１丁目１１－５ 看護師、准看護師 雇用・労災・
健康・厚生

190,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

医療法人社団　備
北眼科

広島県三次市十日市東１丁目１１－５ 視能訓練士 雇用・労災・
健康・厚生

195,000円～
195,000円

雇用期間の定めなし

医療法人社団　備
北眼科

広島県三次市十日市東１丁目１１－５ 事務員 雇用・労災・
健康・厚生

155,000円～
155,000円

雇用期間の定めなし

医療法人社団　備
北眼科

広島県三次市十日市東１丁目１１－５ 眼科検査助手（眼科
コメディカル）

雇用・労災・
健康・厚生

155,000円～
155,000円

雇用期間の定めなし

株式会社　三次
ケーブルビジョン

広島県三次市十日市東五丁目１９番１
号　三次市防災センタ－２階

ケーブルテレビ業務 雇用・労災・
健康・厚生

160,000円～
220,000円

雇用期間の定めなし

全国農業協同組合連合
会広島県本部　ＪＡ農
機県域事業部

広島県三次市四拾貫町７５８－１ 物流業務の事務 雇用・労災・
健康・厚生

142,988円～
142,988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。 

日給
(1)8時30分～17時00分 土日祝

不問 1 視能訓練士
TEL 0824-65-0101

　    （従業員数 500人 ）
34070-  451601 就業場所 広島県三次市 正社員以外 派遣・請負ではない 毎　週

月給 変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時00分 他

不問 5 (2)16時15分～0時45分 看護師
TEL 0824-65-0101 (3)0時30分～9時00分 准看護師

　    （従業員数 500人 ）
34070-  452901 就業場所 広島県三次市 正社員以外 派遣・請負ではない その他

日給
(1)8時30分～17時00分 土日祝

不問 5 看護師
TEL 0824-65-0101 准看護師

　    （従業員数 500人 ）
34070-  453101 就業場所 広島県三次市 正社員以外 派遣・請負ではない 毎　週

時給 普通自動車運転免許　　必須

(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-  454401 就業場所 広島県三次市 正社員以外 派遣・請負ではない 毎　週
月給 変形（1年単位） 普通自動車運転免許　　必須

(1)8時30分～17時15分 日祝他 （AT限定不可）
59歳以下 1

TEL 0824-63-7125
　    （従業員数 24人 ）

34070-  455701 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない その他 厚生
月給 変形（1年単位） 普通自動車運転免許　　必須

(1)8時30分～17時15分 日祝他
59歳以下 2

TEL 0824-63-7125
　    （従業員数 24人 ）

34070-  456801 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない その他 厚生
月給 変形（1年単位） 普通自動車運転免許　　必須

(1)8時00分～16時45分 日他
45歳以下 10 フォークリフト運転技能者

TEL 0824-44-3536
　    （従業員数 58人 ）

34070-  457201 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない その他
日給 変形（1ヶ月単位） 普通自動車運転免許　　必須

(1)8時00分～16時20分 日祝他 （AT限定不可）
64歳以下 2

TEL 0824-64-0123
　    （従業員数 17人 ）

34070-  458501 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない その他
月給 交替制あり

(1)8時15分～17時45分 日祝
64歳以下 3 (2)8時15分～12時15分 理学療法士

TEL 0824-63-1000 (3)9時00分～18時30分 作業療法士
　    （従業員数 11人 ）

34070-  459001 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない その他
月給 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～17時00分 他
59歳以下 1 (2)7時00分～15時30分 看護師

TEL 0824-62-1108 (3)10時30分～19時00分
　    （従業員数 186人 ）

34070-  460901 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない その他
日給 変形（1年単位） 普通自動車運転免許　　必須

(1)8時00分～17時00分 日他 （AT限定不可）
不問 2 ２級土木施工管理技士

TEL 0824-52-2363 車両系建設機械（整地・運搬・積込用及び掘削用）運転技能者

　    （従業員数 7人 ）
34070-  462401 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない その他

日給 変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分 日他

不問 1 大型自動車免許
TEL 0824-54-2506

　    （従業員数 36人 ）
34070-  463701 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない その他

月給 変形（1年単位） 普通自動車運転免許　　必須

(1)8時00分～17時00分 日他 （AT限定不可）
45歳以下 2

TEL 0824-54-2506
　    （従業員数 36人 ）

34070-  464801 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない その他
日給 変形（1ヶ月単位）

(1)8時00分～17時00分 日他
不問 2 中型自動車免許

TEL 0824-66-2855 ８トン限定中型自動車第二種免許

　    （従業員数 5人 ）
34070-  466501 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない その他

月給 変形（1ヶ月単位） 普通自動車運転免許　　必須

(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-  467001 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない 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 中型自動車免許

TEL 0824-69-2636
　    （従業員数 8人 ）

34070-  468301 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない 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 中型自動車免許

TEL 0824-69-2636 車両系建設機械（基礎工事用）運転技能者

　    （従業員数 8人 ） 車両系建設機械（整地・運搬・積込用及び掘削用）運転技能者

34070-  469601 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない その他

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

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

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

有限会社　川西急
送

広島県三次市糸井町１１１１－３ 運転手 雇用・労災・
健康・厚生

188,000円～
282,000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

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

151,900円～
151,900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

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 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

193,600円～
217,000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

三次地方森林組合 広島県三次市東酒屋町１１８０番地の
２

森林内で整備を行う
業務

雇用・労災・
健康・厚生

184,450円～
206,150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

200,000円～
230,000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 営業アシスタント 雇用・労災・
健康・厚生

170,000円～
270,000円

雇用期間の定めなし

三次自動車サービ
ス　株式会社

広島県三次市西酒屋町７５－１ 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

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 営業アシスタント 雇用・労災・
健康・厚生

142,500円～
142,500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ヶ月未満）

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ヶ月未満）

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。 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年単位）
(1)8時00分～17時00分 日他

不問 1 ２級土木施工管理技士
TEL 0824-69-2636 ２級建設機械施工技士

　    （従業員数 8人 ） 中型自動車免許
34070-  470401 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない その他

日給 変形（1年単位） 普通自動車運転免許　　必須

(1)8時15分～17時10分 日他
59歳以下 1

TEL 0824-43-3148
　    （従業員数 10人 ）

34070-  472801 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない その他
日給 変形（1年単位） 普通自動車運転免許　　必須

(1)8時15分～17時10分 他 （AT限定不可）
59歳以下 1 フォークリフト運転技能者

TEL 0824-43-3148 玉掛技能者
　    （従業員数 16人 ）

34070-  473201 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない その他
日給 変形（1ヶ月単位）

(1)8時00分～17時00分 日祝他
不問 2 中型自動車免許

TEL 0824-62-4611 フォークリフト運転技能者
　    （従業員数 26人 ）

34070-  475001 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない 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-  476301 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない 毎　週
月給 変形（1年単位） 普通自動車運転免許　　必須

(1)8時30分～17時10分 日祝他 （AT限定不可）
不問 1

TEL 0824-62-3187
　    （従業員数 8人 ）

34070-  477601 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない その他
日給 変形（1年単位） 普通自動車運転免許　　必須

(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-  478901 就業場所 広島県三次市 正社員以外 派遣・請負ではない その他
月給 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～17時00分 日他
不問 1 (2)13時00分～21時30分 臨床検査技師

TEL 0824-62-1108
　    （従業員数 18人 ）

34070-  479101 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない その他
月給 変形（1年単位） 普通自動車運転免許　　必須

(1)8時00分～17時00分 日祝他 （AT限定不可）
64歳以下 2 第一種電気工事士

TEL 0824-63-4211 第二種電気工事士
　    （従業員数 14人 ）

34070-  481201 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない その他
月給 変形（1年単位） 普通自動車運転免許　　必須

(1)8時00分～17時00分 日他 （AT限定不可）
不問 2 車両系建設機械（整地・運搬・積込用及び掘削用）運転技能者

TEL 0824-52-2732
　    （従業員数 10人 ）

34070-  482501 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない その他
月給 変形（1年単位） 普通自動車運転免許　　必須

(1)8時00分～17時00分 日他 （AT限定不可）
不問 2 ２級土木施工管理技士

TEL 0824-52-2732
　    （従業員数 10人 ）

34070-  483001 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない その他
月給 変形（1年単位） 普通自動車運転免許　　必須

(1)7時30分～16時30分 日祝他 （AT限定不可）
不問 1

TEL 0824-63-4453
　    （従業員数 50人 ）

34070-  484301 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない その他 厚生
月給 変形（1年単位）

(1)7時30分～16時30分 日祝他
59歳以下 1 ５トン限定準中型自動車免許

TEL 0824-63-4453 ２級建築施工管理技士
　    （従業員数 70人 ） ２級土木施工管理技士

34070-  485601 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない その他 厚生
時給 変形（1年単位）

(1)7時30分～16時30分 日祝他
59歳以下 1

TEL 0824-63-4453
　    （従業員数 70人 ）

34070-  486901 就業場所 広島県三次市 正社員以外 派遣・請負ではない その他 厚生
時給

(1)8時30分～17時00分 土日祝他
不問 1

TEL 0824-62-1108
　    （従業員数 186人 ）

34070-  488401 就業場所 広島県三次市 正社員以外 派遣・請負ではない 毎　週
月給 交替制あり

日他
59歳以下 1 健康運動指導士

TEL 0824-62-5537
　    （従業員数 6人 ）

34070-  489701 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない 毎　週
月給 変形（1ヶ月単位）

(1)9時00分～19時00分 月他
不問 1 美容師

TEL 0824-55-6612
　    （従業員数 5人 ）

34070-  490501 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない その他

株式会社　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）／ｈａｉｒ　ｄｏｌ
ｃｅ

雇用・労災・
健康・厚生

170,000円～
400,000円

雇用期間の定めなし

医療法人社団　加
美川クリニック

広島県三次市十日市東一丁目４番１２
号

スポーツインストラ
クター

雇用・労災・
健康・厚生

160,000円～
170,000円

雇用期間の定めなし
又は9時00分～21時00分の
間の8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 医師事務作業補助者 雇用・労災・
健康・厚生

150,000円～
165,000円

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

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

164,920円～
164,920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 営業 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　沖原建
設

広島県三次市三和町大力谷３４３－３ 施工管理技士（土
木・建築）

雇用・労災・
健康・厚生

230,000円～
320,000円

雇用期間の定めなし

株式会社　沖原建
設

広島県三次市三和町大力谷３４３－３ 普通作業員 雇用・労災・
健康・厚生

200,000円～
210,000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

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 臨床検査技師 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

192,000円～
196,000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）

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

吉舎工業　株式会
社

広島県三次市吉舎町吉舎１５０－１ 溶接工 雇用・労災・
健康・厚生

160,648円～
200,000円

雇用期間の定めなし

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 運転手（中型） 雇用・労災・
健康・厚生

205,300円～
247,000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　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

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

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。 

時給 変形（1年単位） 普通自動車運転免許　　必須

(1)9時00分～18時00分 他
不問 1

TEL 0824-66-3223
　    （従業員数 2人 ）

34070-  492301 就業場所 広島県三次市 正社員以外 派遣・請負ではない その他
月給

(1)7時00分～16時00分 他
不問 1

TEL 0824-53-1212
　    （従業員数 30人 ）

34070-  493601 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない 毎　週 拠出
月給 変形（1ヶ月単位）

(1)10時00分～18時00分 他
35歳以下 2 (2)10時00分～19時00分

TEL 0824-63-0811
　    （従業員数 1人 ）

34070-  497701 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない その他
日給 変形（1ヶ月単位） 普通自動車運転免許　　必須

(1)8時00分～17時00分 他 （AT限定不可）
59歳以下 2

TEL 0824-52-7033
　    （従業員数 93人 ）

34070-  499201 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない その他
日給 変形（1ヶ月単位）

(1)8時00分～17時00分 他
59歳以下 2

TEL 0824-52-7033
　    （従業員数 93人 ）

34070-  500101 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない その他
月給 交替制あり 普通自動車運転免許　　必須

他 （AT限定不可）
不問 2

TEL 0826-57-0321
　    （従業員数 10人 ）

34071-  171501 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない 毎　週
月給

他
64歳以下 8 大型自動車第二種免許

TEL 0824-72-2122 普通自動車免許
　    （従業員数 35人 ）

34072-  155001 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない 毎　週 ＊免許取得費用の補助制度もあります

月給 普通自動車運転免許　　必須

(1)8時30分～17時30分 水日他
不問 1

TEL 0824-72-3131
　    （従業員数 6人 ）

34072-  176401 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない 毎　週
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-  535501 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない その他
時給 変形（1ヶ月単位）

(1)7時00分～16時00分 他
18歳以上 1 (2)9時30分～18時30分 介護福祉士

TEL 082-819-2211 (3)10時30分～19時30分 介護職員初任者研修修了者
　    （従業員数 46人 ）

34080-  556101 就業場所 広島県三次市 有期雇用派遣労働者派遣 毎　週 介護福祉士、または、介護職員初任者研修修了者

時給 変形（1ヶ月単位）
(1)7時00分～16時00分 他

不問 1 (2)9時30分～18時30分 看護師
TEL 082-819-2211 准看護師

　    （従業員数 46人 ）
34080-  557401 就業場所 広島県三次市 有期雇用派遣労働者派遣 毎　週 正看護師、または、准看護師

日給 変形（1年単位） 普通自動車運転免許　　必須

(1)8時00分～17時00分 日祝他 （AT限定不可）
45歳以下 2

TEL 0847-62-8150
　    （従業員数 17人 ）

34110-  314201 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない その他 ※求人に関する特記事項に記載

月給 変形（1年単位） 普通自動車運転免許　　必須

(1)8時00分～17時00分 日祝他 （AT限定不可）
不問 2

TEL 0847-62-2355
　    （従業員数 4人 ）

34110-  356501 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない その他 ※求人に関する特記事項欄参照

時給
(1)8時15分～15時00分 他

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

　    （従業員数 4人 ）
34010- 7584001 就業場所 広島県三次市 パート労働者 派遣・請負ではない 毎　週

時給
(1)13時30分～19時00分 土日祝

不問 1 保育士
TEL 082-502-7350 幼稚園教諭免許（専修・１種・２種）

　    （従業員数 9人 ）
34070-  599301 就業場所 広島県三次市 パート労働者 派遣・請負ではない 毎　週

時給 交替制あり
(1)10時00分～21時00分 日他

不問 1 (2)13時00分～21時00分
TEL 0824-69-0033 (3)16時00分～21時00分

　    （従業員数 5人 ）
34070-  593401 就業場所 広島県三次市 パート労働者 派遣・請負ではない その他

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

152,000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

株式会社　Ｍ＆Ｃコラ
ボレイション　ＭＣＣ
スタッフ

広島県広島市安佐北区可部五丁目２０
－５　石田ビル３０２

看護業務全般／三次
市十日市中

雇用・労災・
健康・厚生

258,000円～
292,400円

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

株式会社　Ｍ＆Ｃコラ
ボレイション　ＭＣＣ
スタッフ

広島県広島市安佐北区可部五丁目２０
－５　石田ビル３０２

介護業務全般／三次
市十日市中

雇用・労災・
健康・厚生

189,200円～
223,600円

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

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

ドコモショップでの提案
営業・販売／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

有限会社　ひめゆ
り介護センター

広島県庄原市上原町１８１０－１ 介護職 雇用・労災・
健康・厚生

165,000円～
185,000円

雇用期間の定めなし

備北交通　株式会
社

広島県庄原市東本町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

250,000円～
300,000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　東城ポート
リー　南山農場

広島県三次市三和町有原南山２４３－
７

生産スタッフ（鶏卵
出荷作業）

雇用・労災・
健康・厚生

156,780円～
191,250円

雇用期間の定めなし

株式会社　東城ポート
リー　南山農場

広島県三次市三和町有原南山２４３－
７

生産スタッフ（飼育
管理）

雇用・労災・
健康・厚生

168,750円～
191,250円

雇用期間の定めなし

株式会社　Ｕｎ　ｓｅ
ｕｌ　ａ【ローズガー
デン】

広島県三次市東酒屋町３７０－１ ブライダルスタッフ
（ウェデイングプラン
ナー）

雇用・労災・
健康・厚生

160,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

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 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

210,000円～
210,000円

雇用期間の定めなし

サラダ館三次神杉店
（株式会社　玉浦商栄
社）

広島県三次市江田川之内町５０８－２
８

贈答品販売 雇用・労災・
健康・厚生

150,248円～
155,115円

雇用期間の定めなし

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（ドラッグストア）
／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2日～週5
日

ここからパート求人です

学校法人　広島信望愛
学園　三次清心幼稚園

広島県三次市十日市中二丁目１－４３ 保育士 雇用・労災

1,000円～1,054
円

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

週5日～週5
日

手もみ屋本舗　三
次駅前店

広島県三次市十日市南１丁目５－３ リラクゼーション・
セラピスト

雇用・労災

900円～900円雇用期間の定めなし 週2日～週6
日

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 交替制あり
(1)9時00分～18時00分 水他

不問 1 (2)9時30分～18時30分 看護師
TEL 0824-65-2555 准看護師

　    （従業員数 6人 ）
34070-  594701 就業場所 広島県三次市 パート労働者 派遣・請負ではない 毎　週

時給 交替制あり
土日祝他

64歳以下 1
TEL 06-6485-8080

　    （従業員数 0人 ）
27020-10042601 就業場所 広島県三次市 パート労働者 請負 毎　週

時給 交替制あり 普通自動車運転免許　　必須

(1)8時30分～17時10分 日他
不問 1 ホームヘルパー２級

TEL 0824-53-2016 介護福祉士
　    （従業員数 7人 ）

34070-  567101 就業場所 広島県三次市 パート労働者 派遣・請負ではない 毎　週
時給 普通自動車運転免許　　必須

(1)9時00分～15時00分 土日祝他
59歳以下 1

TEL 0824-65-6088
　    （従業員数 4人 ）

34070-  568401 就業場所 広島県三次市 パート労働者 派遣・請負ではない 毎　週
時給

(1)9時45分～12時45分 月日他
不問 1

TEL 0824-62-0126
　    （従業員数 2人 ）

34070-  570501 就業場所 広島県三次市 パート労働者 派遣・請負ではない 毎　週
時給 変形（1ヶ月単位）

(1)16時00分～9時00分 他
不問 1

TEL 0824-63-5307
　    （従業員数 5人 ）

34070-  573601 就業場所 広島県三次市 パート労働者 派遣・請負ではない 毎　週
時給

他
不問 2 看護師

TEL 0824-63-5307 准看護師
　    （従業員数 5人 ）

34070-  574901 就業場所 広島県三次市 パート労働者 派遣・請負ではない 毎　週
時給 変形（1ヶ月単位）

(1)17時00分～9時00分 他
18歳以上 2

TEL 0824-63-5307
　    （従業員数 45人 ）

34070-  575101 就業場所 広島県三次市 パート労働者 派遣・請負ではない 毎　週
時給

(1)8時30分～17時30分 日祝他
不問 1

TEL 0824-63-5307
　    （従業員数 5人 ）

34070-  576401 就業場所 広島県三次市 パート労働者 派遣・請負ではない 毎　週
時給 変形（1ヶ月単位）

(1)16時00分～9時00分 他
不問 1 看護師

TEL 0824-63-5307 准看護師
　    （従業員数 5人 ）

34070-  577701 就業場所 広島県三次市 パート労働者 派遣・請負ではない 毎　週
時給

他
不問 2 看護師

TEL 0824-63-5307 准看護師
　    （従業員数 4人 ）

34070-  579201 就業場所 広島県三次市 パート労働者 派遣・請負ではない 毎　週
時給

日祝他
不問 2

TEL 0824-63-5307
　    （従業員数 5人 ）

34070-  582601 就業場所 広島県三次市 パート労働者 派遣・請負ではない 毎　週
時給 普通自動車運転免許　　必須

(1)9時00分～16時00分 他
不問 1 看護師

TEL 0824-65-2540 准看護師
　    （従業員数 21人 ）

34070-  583901 就業場所 広島県三次市 パート労働者 派遣・請負ではない 毎　週
時給 普通自動車運転免許　　必須

(1)9時00分～16時00分 他
不問 2 介護職員初任者研修修了者

TEL 0824-65-2540 介護職員実務者研修修了者
　    （従業員数 21人 ） 介護福祉士

34070-  586701 就業場所 広島県三次市 パート労働者 派遣・請負ではない 毎　週
時給 普通自動車運転免許　　必須

水土日他
不問 1

TEL 082-818-6600
　    （従業員数 4人 ）

34080-  720301 就業場所 広島県三次市 パート労働者 派遣・請負ではない 毎　週 普通自動車免許（ＡＴ限定免許要相談）

時給
日祝他

不問 4
TEL 083-253-1807

　    （従業員数 7人 ）
35020- 1649201 就業場所 広島県三次市 パート労働者 派遣・請負ではない その他 普通自動車運転免許証（ＡＴ限定可）

時給
他

不問 2
TEL 0820-22-7780

　    （従業員数 28人 ）
35100-  636801 就業場所 広島県三次市 パート労働者 派遣・請負ではない その他

医療法人社団　こさこ
皮ふ科クリニック

広島県三次市十日市東四丁目１－３０
（サングリーン敷地内）

正・准看護師 雇用・労災

1,300円～1,300
円

雇用期間の定めなし 週3日程度

株式会社　小学館集英
社プロダクション　関
西エリア

大阪府大阪市北区曽根崎新地２丁目６
－１２　小学館ビル５Ｆ

（請）事務員（三次
市）

労災

910円～910円雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

週3日～週5
日又は8時30分～17時30分の

間の4時間程度

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（松伯園デイ
サービスセンター）

雇用・労災

900円～900円雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

週3日～週5
日

株式会社　でんしょう
広島営業所

広島県三次市西酒屋町１３７－２ 一般事務 雇用・労災

900円～950円雇用期間の定めなし 週5日～週5
日

ネコのあし音 広島県三次市十日市中２丁目８－１８ レジ・接客・調理補
助

労災

880円～880円雇用期間の定めなし 週2日～週3
日

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～週4
日

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

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（えん
や／夜勤）

雇用・労災

1,200円～1,400
円

雇用期間の定めなし 週2日以上

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（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（夜勤） 雇用・労災

1,200円～1,700
円

雇用期間の定めなし 週2日～週4
日

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日程度
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

介護職員・リハビリ
助手

雇用・労災

950円～1,100円雇用期間の定めなし 週3日～週4
日又は8時30分～17時30分の

間の4時間以上

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

広島県三次市南畑敷町４８８番３ 看護職（コミュニティ楽
居・デイサービス楽居）

雇用・労災

1,100円～1,600
円

雇用期間の定めなし 週4日～週5
日

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

広島県三次市南畑敷町４８８番３ 介護職（グループ
ホーム楽居）

雇用・労災

880円～1,200円雇用期間の定めなし 週4日～週5
日

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）／
三次市吉舎

労災

875円～900円雇用期間の定めなし 週2日～週4
日又は6時00分～17時00分の

間の4時間程度

株式会社　新日配
薬品

山口県下関市新垢田北町２－１６ ルート配送・配達（三次
支店：パート）

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～週3
日又は8時30分～18時00分の

間の6時間程度

有限会社　フジマ 山口県柳井市柳井９８７番地 ホール係（さざん亭三次
店１７～２１時半の間の
３時間以上）

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～週6
日又は17時00分～21時30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。 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 普通自動車運転免許　　必須

(1)8時30分～17時30分 土日祝他
不問 1

TEL 042-338-4738
　    （従業員数 460人 ）

13200- 2420601 就業場所 広島県三次市 パート労働者 請負 毎　週 ＡＴ可
時給

土日他
不問 1

TEL 0847-67-2865
　    （従業員数 18人 ）

34070-  560801 就業場所 広島県三次市 パート労働者 派遣・請負ではない 毎　週
時給

他
不問 1

TEL 0847-67-2865
　    （従業員数 18人 ）

34070-  561201 就業場所 広島県三次市 パート労働者 派遣・請負ではない 毎　週
時給 交替制あり

(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 5人 ）

34070-  563001 就業場所 広島県三次市 パート労働者 派遣・請負ではない 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 62人 ）

34070-  564301 就業場所 広島県三次市 パート労働者 派遣・請負ではない 毎　週
時給 交替制あり

他
不問 1 調理師

TEL 0824-63-3111
　    （従業員数 62人 ）

34070-  565601 就業場所 広島県三次市 パート労働者 派遣・請負ではない その他
時給

(1)9時00分～15時00分 他
不問 2

TEL 0824-63-3111
　    （従業員数 62人 ）

34070-  566901 就業場所 広島県三次市 パート労働者 派遣・請負ではない 毎　週
時給 交替制あり

(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 6人 ）

34070-  572301 就業場所 広島県三次市 パート労働者 派遣・請負ではない 毎　週
時給

(1)8時00分～12時30分 日祝他
不問 1 看護師

TEL 0824-63-7227 准看護師
　    （従業員数 8人 ）

34070-  549601 就業場所 広島県三次市 パート労働者 派遣・請負ではない 毎　週
時給 普通自動車運転免許　　必須

(1)12時00分～16時30分 土日祝 （AT限定不可）
不問 2

TEL 0824-62-2366
　    （従業員数 32人 ）

34070-  552801 就業場所 広島県三次市 パート労働者 派遣・請負ではない 毎　週
時給 普通自動車運転免許　　必須

(1)8時30分～17時00分 日他
不問 2 (2)9時00分～15時00分

TEL 090-9506-3149
　    （従業員数 8人 ）

34070-  555001 就業場所 広島県三次市 パート労働者 派遣・請負ではない 毎　週 通勤用
時給 交替制あり 普通自動車運転免許　　必須

(1)7時00分～16時00分 他
不問 1 (2)9時00分～18時00分

TEL 0824-55-2928 (3)10時30分～19時30分
　    （従業員数 12人 ）

34070-  556301 就業場所 広島県三次市 パート労働者 派遣・請負ではない その他
時給

(1)6時00分～12時00分 他
不問 5 (2)17時00分～23時00分 危険物取扱者（乙種）

TEL 0824-66-6055 (3)15時00分～23時00分
　    （従業員数 5人 ）

34070-  544801 就業場所 広島県三次市 パート労働者 派遣・請負ではない 毎　週
日給 普通自動車運転免許　　あれば尚可

(1)8時30分～17時15分 他
不問 1

TEL 0824-62-6105
　    （従業員数 5人 ）

34070-  545201 就業場所 広島県三次市 パート労働者 派遣・請負ではない 毎　週
日給

(1)9時00分～16時30分 土日祝他
不問 1

TEL 082-221-9241
　    （従業員数 12人 ）

34010- 5911201 就業場所 広島県三次市 パート労働者 派遣・請負ではない 毎　週 社会保険労務士有資格者が望ましい

時給
(1)8時30分～13時00分 他

不問 3 (2)12時30分～17時00分
TEL 092-433-0663 (3)16時40分～21時15分

　    （従業員数 30人 ）
40010- 8424801 就業場所 広島県三次市 パート労働者 派遣・請負ではない 毎　週

時給
(1)8時30分～13時00分 他

不問 3 (2)12時30分～17時00分
TEL 092-433-0663 (3)16時40分～21時15分

　    （従業員数 30人 ）
40010- 8426501 就業場所 広島県三次市 パート労働者 派遣・請負ではない 毎　週

株式会社　ベネッセ
コーポレーション　小
中学校事業部

東京都多摩市落合１－３４ 広島県三次市／学校パソ
コン活用サポ

労災

1,050円～1,050
円

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

週2日程度

茨木牧場（グリー
ンカウベル）

広島県三次市甲奴町福田８２７ 事務　兼　農作業 雇用・労災

900円～1,000円雇用期間の定めなし 週3日～週5
日又は8時00分～17時00分の

間の5時間程度

茨木牧場（グリー
ンカウベル）

広島県三次市甲奴町福田８２７ 農業（野菜栽培及び
出荷作業）

雇用・労災

871円～1,000円雇用期間の定めなし 週1日～週5
日又は7時00分～18時00分の

間の1時間以上

有限会社ビクトリー観光
三次グランドホテル
（伯和グループ）

広島県三次市十日市南１丁目１０－１
　三次グランドホテル

【めん徳南畑敷店】
接客・調理補助

雇用・労災

875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
　三次グランドホテル

【レストラン】サー
ビス係

雇用・労災

880円～900円雇用期間の定めなし 週2日～週5
日

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
　三次グランドホテル

【ホテル】調理師 雇用・労災・
健康・厚生

900円～1,500円雇用期間の定めなし 週5日～週6
日又は6時00分～21時00分の

間の6時間以上

有限会社ビクトリー観光
三次グランドホテル
（伯和グループ）

広島県三次市十日市南１丁目１０－１
　三次グランドホテル

客室係 雇用・労災

900円～900円雇用期間の定めなし 週4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
　三次グランドホテル

【めん徳十日市店】
接客・調理補助

雇用・労災

875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

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4日程度

株式会社　太惣 広島県三次市三次町２０９－１ 容器洗浄 雇用・労災

871円～900円雇用期間の定めなし 週5日程度

西田農園（三次ピオー
ネ生産組合）

広島県三次市大田幸町３０７９－２ 果樹栽培 雇用・労災

900円～1,000円雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

週5日程度
又は8時30分～17時00分の
間の4時間以上

特定非営利活動法人
元気むら　さくぎ

広島県三次市作木町下作木７３９－１ 介護職員 雇用・労災・
健康・厚生

920円～1,000円雇用期間の定めなし 週4日～週5
日

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

980円～1,200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

三次市役所 広島県三次市十日市中２丁目８番１号 事務補助（選挙管理
委員会）

公災

992円～992円雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

週3日～週5
日

広島労働局 広島県広島市中区上八丁堀６－３０ 総合労働相談員（一般）
／三次市（三次労働基準
監督署）

雇用・公災・
健康・厚生

1,864円～1,962
円

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

週4日程度

株式会社　コスモ
ス薬品

福岡県福岡市博多区博多駅東２－１０
－１　第一福岡ビルＳ館４階

店内販売／十日市店 雇用・労災

975円～1,125円雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

週4日～週5
日

株式会社　コスモ
ス薬品

福岡県福岡市博多区博多駅東２－１０
－１　第一福岡ビルＳ館４階

店内販売／畠敷店 雇用・労災

975円～1,125円雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

週4日～週5
日

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 普通自動車運転免許　　必須

他
不問 2

TEL 078-797-7706
　    （従業員数 12人 ）

28010- 3622701 就業場所 広島県三次市 パート労働者 派遣・請負ではない 毎　週 普通自動車免許（ＡＴ限定可）

時給
(1)13時45分～18時30分 日祝他

不問 2
TEL 082-270-3170

　    （従業員数 5人 ）
34010- 5550301 就業場所 広島県三次市 パート労働者 派遣・請負ではない 毎　週

時給
(1)9時00分～16時15分 日祝他

不問 2
TEL 082-873-6260

　    （従業員数 5人 ）
34010- 5337701 就業場所 広島県三次市 パート労働者 派遣・請負ではない 毎　週

時給
(1)16時00分～22時10分 他

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

　    （従業員数 13人 ）
34050- 3334201 就業場所 広島県三次市 パート労働者 派遣・請負ではない 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- 3335501 就業場所 広島県三次市 パート労働者 派遣・請負ではない 毎　週

時給
(1)8時30分～12時30分 日祝他

不問 1 (2)14時30分～17時00分 看護師
TEL 0824-63-2008 (3)15時00分～17時00分 准看護師

　    （従業員数 6人 ）
34070-  537201 就業場所 広島県三次市 パート労働者 派遣・請負ではない なし

時給 普通自動車運転免許　　必須

(1)12時30分～18時30分 日祝他
不問 2 (2)8時30分～17時00分 保育士

TEL 0824-55-6664 (3)9時30分～18時30分
　    （従業員数 9人 ）

34070-  539001 就業場所 広島県三次市 パート労働者 派遣・請負ではない 毎　週
時給 普通自動車運転免許　　必須

火他
不問 1

TEL 0824-66-3223
　    （従業員数 2人 ）

34070-  541101 就業場所 広島県三次市 パート労働者 派遣・請負ではない その他
時給 交替制あり

(1)7時50分～16時30分 他
64歳以下 1 (2)8時30分～17時10分 管理栄養士

TEL 0824-53-2016 (3)9時00分～17時40分 栄養士
　    （従業員数 50人 ） 調理師

34070-  510701 就業場所 広島県三次市 パート労働者 派遣・請負ではない その他
日給 普通自動車運転免許　　必須

(1)17時00分～8時00分 他 （AT限定不可）
18歳以上 5

TEL 0824-63-0345
　    （従業員数 47人 ）

34070-  512201 就業場所 広島県三次市 パート労働者 派遣・請負ではない 毎　週
時給 交替制あり

(1)7時00分～16時00分 他
不問 2 (2)8時30分～17時30分

TEL 0824-64-3336 (3)11時00分～20時00分
　    （従業員数 15人 ）

34070-  517901 就業場所 広島県三次市 パート労働者 派遣・請負ではない その他
時給 普通自動車運転免許　　必須

土日祝
不問 1

TEL 0824-65-6265
　    （従業員数 10人 ）

34070-  518101 就業場所 広島県三次市 パート労働者 派遣・請負ではない 毎　週
時給 普通自動車運転免許　　必須

(1)8時30分～17時00分 他
不問 1

TEL 0824-67-3612
　    （従業員数 40人 ）

34070-  531601 就業場所 広島県三次市 パート労働者 派遣・請負ではない その他
時給

(1)8時30分～17時00分 日他
不問 3 (2)9時00分～15時00分

TEL 0824-66-1069 (3)8時30分～12時00分
　    （従業員数 4人 ）

34070-  534401 就業場所 広島県三次市 パート労働者 派遣・請負ではない その他
時給 普通自動車運転免許　　必須

(1)9時00分～15時00分 水日
不問 1

TEL 0824-62-0210
　    （従業員数 13人 ）

34070-  535701 就業場所 広島県三次市 パート労働者 派遣・請負ではない その他
時給

他
不問 1 美容師

TEL 0856-27-0755
　    （従業員数 6人 ）

32040-  506001 就業場所 広島県三次市 パート労働者 派遣・請負ではない その他
時給

(1)7時45分～16時45分 日祝他
不問 1 大型自動車免許

TEL 0824-66-2234
　    （従業員数 10人 ）

34070-  383701 就業場所 広島県三次市 パート労働者 派遣・請負ではない 毎　週

株式会社　Ｇ－７・
オート・サービス

兵庫県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～週3
日又は10時00分～20時00分の

間の6時間程度

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

医療事務／ウォンツ
三次薬局

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～週5
日又は8時15分～18時30分の

間の8時間

株式会社　タガワ 広島県広島市安佐南区八木５－１０－
１７

洗車・軽作業／三次
営業所

労災

900円～1,300円雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

週3日～週5
日又は9時00分～18時00分の

間の5時間程度

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

920円～920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西
店）

雇用・労災

920円～920円雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

週4日程度

医療法人　すざわ
小児科

広島県三次市畠敷町１５０３番地の７ 准看護師・看護師 雇用・労災・
健康・厚生

1,200円～1,400
円

雇用期間の定めなし 週5日～週6
日

一般社団法人　結 広島県三次市畠敷町２２－４ 保育業務　及び　児
童発達支援

雇用・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～週5
日

サラダ館三次神杉店
（株式会社　玉浦商栄
社）

広島県三次市江田川之内町５０８－２
８

贈答品販売 労災

871円～900円雇用期間の定めなし 週5日以内
又は9時00分～18時00分の
間の3時間以上

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 調理職員（松伯園） 雇用・労災

900円～900円雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

週2日～週3
日

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

1,687円～1,937
円

雇用期間の定めなし 週1日～週3
日

株式会社　Ｇトラスト
（グループホーム三次
楽々苑）

広島県三次市南畑敷町１９８－２ 一般介護職 雇用・労災

875円～875円雇用期間の定めなし 週1日～週4
日

広島刑務所三次拘
置支所

広島県三次市三次町１６９１ 看守補助 雇用・公災・
健康・厚生

890円～910円雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

週5日程度
又は9時00分～17時00分の
間の5時間

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ＧＰセンター）

雇用・労災

871円～890円雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

週3日～週5
日

高田農園（三次ピオー
ネ生産組合）

広島県三次市向江田町２７３７ ぶどう栽培 雇用・労災

900円～1,000円雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

週3日～週6
日

有限会社　白星ク
リーニング

広島県三次市粟屋町３２３５ 一般事務 雇用・労災

1,000円～1,200
円

雇用期間の定めなし 週5日程度

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

950円～1,050円雇用期間の定めなし 週3日～週6
日又は9時00分～19時00分の

間の5時間以上

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～週3
日

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
(1)9時00分～13時30分 日祝他

不問 1
TEL 0824-63-3380

　    （従業員数 44人 ）
34070-  389601 就業場所 広島県三次市 パート労働者 派遣・請負ではない 毎　週

時給 普通自動車運転免許　　必須

(1)14時00分～18時00分 日祝他
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-  396301 就業場所 広島県三次市 パート労働者 派遣・請負ではない その他
時給 普通自動車運転免許　　必須

(1)9時00分～16時00分 他
不問 1 介護職員初任者研修修了者

TEL 0824-65-2540 介護職員実務者研修修了者
　    （従業員数 21人 ） 介護福祉士

34070-  397601 就業場所 広島県三次市 パート労働者 派遣・請負ではない 毎　週
時給

(1)9時00分～18時30分 木日祝他
不問 2 (2)9時00分～13時00分

TEL 0824-64-3132
　    （従業員数 6人 ）

34070-  405401 就業場所 広島県三次市 パート労働者 派遣・請負ではない 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-  406701 就業場所 広島県三次市 パート労働者 派遣・請負ではない 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 25人 ）

34070-  409501 就業場所 広島県三次市 パート労働者 派遣・請負ではない 毎　週
時給 交替制あり

(1)8時30分～15時15分 日他
不問 1 (2)9時00分～16時45分

TEL 0824-62-2323
　    （従業員数 20人 ）

34070-  410601 就業場所 広島県三次市 パート労働者 派遣・請負ではない その他
時給 普通自動車運転免許　　必須

他
不問 2 介護職員初任者研修修了者

TEL 0824-66-1049 ホームヘルパー２級
　    （従業員数 8人 ） 介護福祉士

34070-  412101 就業場所 広島県三次市 パート労働者 派遣・請負ではない 毎　週 （介護福祉士優遇）
時給 普通自動車運転免許　　必須

(1)8時30分～17時30分 日他
不問 1 看護師

TEL 0824-66-1049 准看護師
　    （従業員数 8人 ）

34070-  413401 就業場所 広島県三次市 パート労働者 派遣・請負ではない 毎　週
時給

(1)11時30分～14時00分 月火水木金他
不問 1

TEL 0824-63-3839
　    （従業員数 2人 ）

34070-  414701 就業場所 広島県三次市 パート労働者 派遣・請負ではない 毎　週
時給

(1)9時00分～18時00分 他
不問 1 (2)10時00分～19時00分 フォークリフト運転技能者

TEL 0824-64-6120 危険物取扱者（乙種）
　    （従業員数 42人 ）

34070-  419301 就業場所 広島県三次市 パート労働者 派遣・請負ではない 毎　週 フォークリフト・危険物乙種４類　あれば優遇

時給 普通自動車運転免許　　必須

日他
64歳以下 1 看護師

TEL 0824-64-8444
　    （従業員数 6人 ）

34070-  421401 就業場所 広島県三次市 パート労働者 派遣・請負ではない 毎　週
時給

(1)8時30分～12時00分 日祝他
不問 2 (2)14時00分～18時00分 看護師

TEL 0824-62-2610 准看護師
　    （従業員数 15人 ）

34070-  425501 就業場所 広島県三次市 パート労働者 派遣・請負ではない その他
時給 普通自動車運転免許　　必須

(1)8時30分～17時30分 他 （AT限定不可）
不問 1 ホームヘルパー２級

TEL 0824-63-8975
　    （従業員数 24人 ）

34070-  433501 就業場所 広島県三次市 パート労働者 派遣・請負ではない その他
時給 普通自動車運転免許　　必須

(1)8時30分～17時30分 他 （AT限定不可）
不問 1 ホームヘルパー２級

TEL 0824-63-8975
　    （従業員数 24人 ）

34070-  434001 就業場所 広島県三次市 パート労働者 派遣・請負ではない その他
時給 交替制あり

(1)9時00分～15時30分 他
不問 3 (2)9時00分～18時00分

TEL 0824-64-8834 (3)17時00分～0時30分
　    （従業員数 35人 ）

34070-  435301 就業場所 広島県三次市 パート労働者 派遣・請負ではない その他
時給 交替制あり

(1)22時00分～7時00分 他
不問 3

TEL 0824-64-8834
　    （従業員数 35人 ）

34070-  436601 就業場所 広島県三次市 パート労働者 派遣・請負ではない その他

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

物理療法助手・看護
助手

雇用・労災

950円～950円雇用期間の定めなし 週5日～週5
日

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～週6
日

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・デイサービス楽居）

雇用・労災

880円～1,200円雇用期間の定めなし 週4日～週5
日

まつお歯科医院 広島県三次市畠敷町２４－１ 診療補助及び歯科受
付

雇用・労災

900円～1,200円雇用期間の定めなし 週3日～週5
日

スナック　たちば
な

広島県三次市十日市東３－２－６ 接客 雇用

1,200円～1,500
円

雇用期間の定めなし 週2日～週5
日

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５０４６
番地３

水産部門 雇用・労災

925円～925円雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

週5日程度

株式会社　國原組
介護事業部

広島県三次市三次町１８８０番地１ 調理 労災

875円～900円雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

週2日～週3
日

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

880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

株式会社　朗 広島県三次市江田川之内町６４４－１
０

看護職員 労災

1,050円～1,250
円

雇用期間の定めなし 週2日～週5
日又は8時30分～17時30分の

間の4時間以上

有限会社　エグゼ 広島県三次市南畑敷町４７０－５ 調理補助・接客 労災

880円～900円雇用期間の定めなし 週2日程度

ホームプラザナフコ
三次店　【株式会社
ナフコ】

広島県三次市東酒屋町３８０番地１ 接客販売（資材館内
商品販売）

雇用・労災

880円～930円雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

週2日～週5
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

医療法人社団　備
北眼科

広島県三次市十日市東１丁目１１－５ 看護師、准看護師 雇用・労災

1,200円～1,400
円

雇用期間の定めなし 週5日～週6
日

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ヶ月未満）

週2日～週4
日

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～週4
日

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・貸出し・接客 労災

871円～871円雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

週2日～週5
日又は9時00分～0時30分の間

の3時間以上

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 労災

871円～871円雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

週2日～週5
日又は6時00分～22時00分の

間の3時間以上

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

不問 1 美容師
TEL 0824-55-6612

　    （従業員数 6人 ）
34070-  439401 就業場所 広島県三次市 パート労働者 派遣・請負ではない 毎　週

時給
月他

不問 1 美容師
TEL 0824-55-6612

　    （従業員数 6人 ）
34070-  440201 就業場所 広島県三次市 パート労働者 派遣・請負ではない 毎　週

時給
月他

不問 1 美容師
TEL 0824-55-6612

　    （従業員数 5人 ）
34070-  443301 就業場所 広島県三次市 パート労働者 派遣・請負ではない 毎　週

時給
月他

不問 1 美容師
TEL 0824-55-6612

　    （従業員数 5人 ）
34070-  444601 就業場所 広島県三次市 パート労働者 派遣・請負ではない 毎　週

時給
(1)9時00分～17時30分 月火他

不問 2 美容師
TEL 0824-64-1266

　    （従業員数 7人 ）
34070-  447401 就業場所 広島県三次市 パート労働者 派遣・請負ではない 毎　週

時給 普通自動車運転免許　　必須

(1)14時00分～20時00分 月他
不問 1

TEL 0824-62-5356
　    （従業員数 14人 ）

34070-  449801 就業場所 広島県三次市 パート労働者 派遣・請負ではない 毎　週 普通自動車免許（ＡＴ限定可）

時給 交替制あり
(1)9時00分～15時00分 他

不問 2 (2)10時00分～16時00分
TEL 0824-64-0200 (3)11時00分～17時00分

　    （従業員数 57人 ）
34070-  461101 就業場所 広島県三次市 パート労働者 派遣・請負ではない 毎　週

時給 交替制あり
(1)7時30分～12時30分 他

不問 1 (2)12時30分～20時30分 危険物取扱者（乙種）
TEL 0824-62-1212

　    （従業員数 7人 ）
34070-  465201 就業場所 広島県三次市 パート労働者 派遣・請負ではない 毎　週

時給
(1)5時00分～10時00分 月

不問 1 フォークリフト運転技能者
TEL 0824-62-4611

　    （従業員数 26人 ）
34070-  474501 就業場所 広島県三次市 パート労働者 派遣・請負ではない その他

時給 普通自動車運転免許　　必須

(1)9時00分～15時30分 土日祝他
不問 1

TEL 0824-62-5375
　    （従業員数 21人 ）

34070-  480801 就業場所 広島県三次市 パート労働者 派遣・請負ではない 毎　週
時給

(1)10時00分～18時00分 他
不問 2 (2)10時00分～19時00分

TEL 0824-63-0811
　    （従業員数 1人 ）

34070-  495101 就業場所 広島県三次市 パート労働者 派遣・請負ではない その他
時給

(1)9時00分～15時00分 他
不問 5

TEL 0824-63-0811
　    （従業員数 1人 ）

34070-  496401 就業場所 広島県三次市 パート労働者 派遣・請負ではない 毎　週
時給 普通自動車運転免許　　あれば尚可

(1)9時00分～15時00分 他
59歳以下 1

TEL 0824-52-7033
　    （従業員数 93人 ）

34070-  498801 就業場所 広島県三次市 パート労働者 派遣・請負ではない その他 普通自動車運転免許（通勤用）

時給 交替制あり
(1)7時30分～16時10分 他

64歳以下 1 (2)8時30分～17時10分 ホームヘルパー２級
TEL 0824-53-2016 (3)10時30分～19時10分 介護福祉士

　    （従業員数 50人 ）
34070-  511801 就業場所 広島県三次市 パート労働者 派遣・請負ではない 毎　週

時給 普通自動車運転免許　　必須

他 （AT限定不可）
不問 2

TEL 0826-57-0321
　    （従業員数 10人 ）

34071-  172001 就業場所 広島県三次市 パート労働者 派遣・請負ではない 毎　週
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-  176101 就業場所 広島県三次市 パート労働者 派遣・請負ではない 毎　週

株式会社　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）／ＭＹＬＡＮ

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　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）／ＭＹＬＡＮ

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　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）／ｈａｉｒ　ｄｏｌ
ｃｅ

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　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）／ｈａｉｒ　ｄｏｌ
ｃｅ

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

有限会社　ティー
エスクラブ

広島県三次市南畑敷町２５６ スタイリスト・アシスタ
ント・エステティシャン

雇用・労災

900円～1,300円雇用期間の定めなし 週3日以上
又は9時00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

商品製造、接客、販
売

雇用・労災

880円～880円雇用期間の定めなし 週4日～週5
日

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（カフェヴァイ
ン）

労災

900円～1,000円雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

週3日～週5
日又は9時30分～21時00分の

間の6時間程度

株式会社　槇原プ
ロパン商会

広島県三次市四拾貫町１１０－１ セルフガソリンスタ
ンドスタッフ

雇用・労災

880円～900円雇用期間の定めなし 週4日～週5
日

社会福祉法人　備
北福祉会

広島県三次市君田町東入君２０９－１ 介護職員（松伯園） 雇用・労災

900円～900円雇用期間の定めなし 週3日～週4
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

有限会社　オート
パーツ下井

広島県三次市四拾貫町７７０－１ 受付事務 雇用・労災

900円～900円雇用期間の定めなし 週5日程度

株式会社　Ｕｎ　ｓｅ
ｕｌ　ａ【ローズガー
デン】

広島県三次市東酒屋町３７０－１ ブライダルスタッフ
補佐

雇用・労災

950円～1,500円雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

週3日～週4
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 農場作業員／三次牧
場（三次）

雇用・労災

1,000円～1,000
円

雇用期間の定めなし 週2日～週5
日又は8時00分～19時00分の

間の4時間以上

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～週5
日

株式会社　Ｕｎ　ｓｅ
ｕｌ　ａ【ローズガー
デン】

広島県三次市東酒屋町３７０－１ バンケットスタッフ 労災

1,100円～1,500
円

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

週1日～週2
日

株式会社　東城ポート
リー　南山農場

広島県三次市三和町有原南山２４３－
７

生産スタッフ（施設
管理）

雇用・労災

900円～1,000円雇用期間の定めなし 週4日以上

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。 16


