
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 交替制あり
(1)8時00分～16時00分 月他

59歳以下 1 (2)8時30分～16時30分
TEL 0824-44-2662

　    （従業員数 10人 ）

34070- 1755911 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)6時45分～15時45分 土日他
59歳以下 1 大型自動車免許

TEL 0824-62-2588 フォークリフト運転技能者

　    （従業員数 16人 ）

34070- 1756111 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)3時30分～12時30分 日祝他 （AT限定不可）
18歳以上 1

TEL 0824-62-3177
　    （従業員数 11人 ）

34070- 1757711 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30分～17時15分 土日祝
不問 1

TEL 0824-64-7685
　    （従業員数 30人 ）

34070- 1758811 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） 普通自動車運転免許　　あれば尚可

(1)7時50分～16時50分 他
18歳～40歳 3 (2)14時45分～23時45分

TEL 0824-63-3535 (3)23時20分～8時20分
　    （従業員数 96人 ）

34070- 1749711 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない その他 普通自動車運転免許（通勤用）

月給 普通自動車運転免許　　あれば尚可

(1)7時50分～17時00分 土日祝
40歳以下 3

TEL 0824-63-3535
　    （従業員数 96人 ）

34070- 1750511 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（通勤用）

月給 変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分 他

不問 1

TEL 0824-52-3735
　    （従業員数 9人 ）

34070- 1752011 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～18時00分 日祝他
不問 1 (2)8時30分～12時30分 看護師

TEL 0824-64-8880
　    （従業員数 5人 ）

34070- 1754611 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30分～17時30分 日他
69歳以下 1 看護師

TEL 0824-44-2815 准看護師
　    （従業員数 7人 ）

34070- 1746611 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00分～17時00分 日他 （AT限定不可）
44歳以下 1

TEL 0824-66-3356
　    （従業員数 4人 ）

34070- 1742511 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50分～17時00分 土日他
18歳以上 1 (2)19時50分～5時00分

TEL 0824-63-7880
　    （従業員数 22人 ）

34070- 1744011 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 水他
不問 1 (2)6時00分～15時00分

TEL 0824-44-2221
　    （従業員数 10人 ）

34070- 1734211 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）

(1)8時00分～17時00分 水他
不問 1 (2)6時00分～15時00分

TEL 0824-44-2221
　    （従業員数 10人 ）

34070- 1735511 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） 普通自動車運転免許　　必須

(1)8時00分～17時00分 水他
不問 1

TEL 0824-44-2221
　    （従業員数 10人 ）

34070- 1736411 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50分～17時30分 土日祝他 （AT限定不可）
30歳以下 1

TEL 0824-63-1680
　    （従業員数 34人 ）

34070- 1741211 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 15人 ）

34070- 1729011 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)8時00分～17時00分 日祝他
不問 1

TEL 0824-63-6201
　    （従業員数 2人 ）

34070- 1730911 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

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、一般事務（本
社）

雇用・労災・
健康・厚生

149,418円～
198,418円

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

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１１
００６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

株式会社　サニク
リーン中国　三次支
店

広島県三次市東酒屋町３０６－３０ ルートセールス（マッ
ト・モップ等の集配業
務）

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

185,360円～
223,580円

雇用期間の定めなし

泉屋　株式会社 広島県三次市三良坂町三良坂４２１３－
５

ルート営業（和洋菓
子）

雇用・労災・
健康・厚生

170,000円～
220,000円

雇用期間の定めなし

泉屋　株式会社 広島県三次市三良坂町三良坂４２１３－
５

和洋菓子の製造補助 雇用・労災・
健康・厚生

152,064円～
190,080円

雇用期間の定めなし

泉屋　株式会社 広島県三次市三良坂町三良坂４２１３－
５

和洋菓子の製造 雇用・労災・
健康・厚生

170,000円～
220,000円

雇用期間の定めなし

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

中国セラミックス
株式会社

広島県三次市江田川之内町９９４－１３ 屋根瓦工事 雇用・労災・
健康・厚生

180,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

株式会社　ウイズ 広島県三次市三良坂町田利２６１－５ 看護業務／デイサービス
センターウィズ

雇用・労災・
健康・厚生

200,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

医療法人　メディア
ス　いとう内科クリ
ニック

広島県三次市東酒屋町３５４－９ 看護師 雇用・労災・
健康・厚生

236,000円～
286,000円

雇用期間の定めなし

あせひら乳業　株式
会社

広島県三次市三和町羽出庭１０５８８－
１

事務全般 雇用・労災・
健康・厚生

160,000円～
230,000円

雇用期間の定めなし

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

157,500円～
214,620円

雇用期間の定めなし

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

成形検査 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

168,000円～
238,560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２５
号
　生涯学習センター１階

市立三次中央病院におけ
る事務

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）

三次水産　株式会社 広島県三次市畠敷町９２３番地 販売・運搬作業（三
次）

雇用・労災・
健康・厚生

239,525円～
285,588円

雇用期間の定めなし

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

270,000円～
280,000円

雇用期間の定めなし

所在地・就業場所 職種

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

℡ 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。

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。 1



会社名 賃金形態 休日／

年齢 求人数 賃金 就業時間 (ﾊﾟｰﾄ労働日数) 加入保険等 必要な免許資格
求人番号 （パートは1時間あたり） ／週休二日制

所在地・就業場所 職種

℡ 0824-62-8609

ハローワーク三次

（三次公共職業安定所）◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。

◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。

◎ パートタイム求人の場合、賃金欄は１時間あたりの賃金額です。また、労働時間によって記載されている各種社会保険

に加入できない場合があります。

月給 変形（1年単位） 普通自動車運転免許　　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 11人 ）

34070- 1726211 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- 1716711 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00分～17時00分 土日祝他
64歳以下 1 (2)8時30分～17時30分

TEL 0824-65-6633 (3)11時00分～20時00分
　    （従業員数 9人 ）

34070- 1719511 就業場所 広島県三次市 正社員 請負 毎　週
月給 変形（1年単位） 普通自動車運転免許　　あれば尚可

(1)8時30分～17時30分 月他
不問 1 (2)10時00分～19時00分 美容師

TEL 0824-63-6410 理容師
　    （従業員数 3人 ）

34070- 1720311 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　　あれば尚可

(1)8時30分～17時30分 月他
不問 1 (2)10時00分～19時00分 美容師

TEL 0824-63-6410 理容師
　    （従業員数 3人 ）

34070- 1721611 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　　あれば尚可

(1)8時30分～17時30分 月他
不問 1 (2)10時00分～19時00分 美容師

TEL 0824-63-6410
　    （従業員数 3人 ）

34070- 1722911 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)8時30分～17時00分 他
不問 1

TEL 0824-62-6611
　    （従業員数 74人 ）

34070- 1700211 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 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～17時00分 他
不問 1 看護師

TEL 0824-62-6611 准看護師
　    （従業員数 74人 ）

34070- 1701511 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 他
59歳以下 1 (2)7時00分～15時30分 介護福祉士

TEL 0824-62-6611 (3)11時00分～19時30分
　    （従業員数 74人 ）

34070- 1702411 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)16時00分～9時00分 看護師

TEL 0824-62-6611 准看護師
　    （従業員数 74人 ）

34070- 1703011 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　　あれば尚可

(1)8時00分～17時30分 日祝他
不問 2

TEL 0824-63-9563
　    （従業員数 2人 ）

34070- 1705611 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　　あれば尚可

(1)8時00分～17時00分 日他
44歳以下 2

TEL 0824-55-6022
　    （従業員数 5人 ）

34070- 1710411 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)8時00分～17時00分 日祝他
64歳以下 2

TEL 0824-55-6022
　    （従業員数 5人 ）

34070- 1711011 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 溶接資格のある方優遇
月給 交替制あり

(1)8時00分～17時00分 日他
39歳以下 1 (2)17時00分～2時00分

TEL 0824-62-1191
　    （従業員数 110人 ）

34070- 1712311 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

(1)8時00分～17時00分 日他
39歳以下 1 (2)17時00分～2時00分 フォークリフト運転技能者

TEL 0824-62-1191
　    （従業員数 110人 ）

34070- 1713611 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00分～17時00分 日他
39歳以下 1

TEL 0824-62-1191
　    （従業員数 110人 ）

34070- 1714911 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)7時30分～16時30分 日祝他
59歳以下 1 中型自動車免許

TEL 082-277-9570 準中型自動車免許
　    （従業員数 4人 ）

34010-25542311 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

芸備運輸　株式会社 広島県広島市西区草津港３－２－１ 配送ドライバー／三
次市

雇用・労災・
健康・厚生

166,500円～
181,500円

雇用期間の定めなし

ＪＵＫＩ広島　株式
会社

広島県三次市東酒屋町３０６－３１ 自動車部品の組立作
業

雇用・労災・
健康・厚生

170,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

ＪＵＫＩ広島　株式
会社

広島県三次市東酒屋町３０６－３１ プレス業務 雇用・労災・
健康・厚生

180,000円～
210,000円

雇用期間の定めなし

ＪＵＫＩ広島　株式
会社

広島県三次市東酒屋町３０６－３１ 自動車部品のロボット溶
接業務

雇用・労災・
健康・厚生

180,000円～
210,000円

雇用期間の定めなし

株式会社　Ｃｏｎｆ
ｉｄｅｎｃｅ

広島県三次市十日市中１丁目１３－３６
グランドグレース十日市１０１号

溶接工・工場作業員 雇用・労災・
健康・厚生

185,400円～
247,200円

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

株式会社　Ｃｏｎｆ
ｉｄｅｎｃｅ

広島県三次市十日市中１丁目１３－３６
グランドグレース十日市１０１号

足場工事の組立・解体作
業スタッフ

雇用・労災・
健康・厚生

224,000円～
358,400円

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

休束塗創　株式会社 広島県三次市畠敷町１６６５－１ 塗装工 雇用・労災・
健康・厚生

175,000円～
350,000円

雇用期間の定めなし

一般社団法人　三次
地区医師会　粟屋事
業本部

広島県三次市粟屋町柳迫１６４９－１ 正・准看護師（あさ
ぎり）

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

165,000円～
317,600円

雇用期間の定めなし

一般社団法人　三次
地区医師会　粟屋事
業本部

広島県三次市粟屋町柳迫１６４９－１ 介護職員（あさぎ
り）

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

150,700円～
247,700円

雇用期間の定めなし

一般社団法人　三次
地区医師会　粟屋事
業本部

広島県三次市粟屋町柳迫１６４９－１ 正・准看護師／フルタイ
ムパート（あさぎり）

雇用・労災・
健康・厚生

189,575円～
202,600円

雇用期間の定めなし

一般社団法人　三次
地区医師会　粟屋事
業本部

広島県三次市粟屋町柳迫１６４９－１ 介護職員／フルタイム
パート（あさぎり）

雇用・労災・
健康・厚生

144,450円～
144,450円

雇用期間の定めなし

ａｆｆｅｔｔｏ　ｈ
ａｉｒ

広島県三次市十日市東１－２－４３　１
階

アイリスト 雇用・労災

162,970円～
275,802円

雇用期間の定めなし
又は8時30分～19時00分の間
の8時間

ａｆｆｅｔｔｏ　ｈ
ａｉｒ

広島県三次市十日市東１－２－４３　１
階

美容師・アシスタン
ト

雇用・労災

159,970円～
176,325円

雇用期間の定めなし
又は8時30分～19時00分の間
の8時間

ａｆｆｅｔｔｏ　ｈ
ａｉｒ

広島県三次市十日市東１－２－４３　１
階

美容師・スタイリス
ト

雇用・労災

178,300円～
316,210円

雇用期間の定めなし
又は8時30分～19時00分の間
の8時間

エア・ウォーター・メ
ディエイチ　株式会社
三次滅菌センター

広島県三次市東酒屋町１０５３１
市立三次中央病院　２Ｆ　中央材料室

医療器具洗浄・滅菌 雇用・労災・
健康・厚生

151,000円～
151,000円

雇用期間の定めなし
又は8時00分～20時00分の間
の8時間程度

広島医療生活協同組
合　訪問看護ステー
ション　えのかわ

広島県三次市三次町３１０－４ 訪問看護 雇用・労災・
健康・厚生

211,000円～
300,300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

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 普通自動車運転免許　　必須

(1)8時30分～17時15分 土日祝 （AT限定不可）
不問 1 普通自動車第二種免許

TEL 082-249-1327
　    （従業員数 2人 ）

34010-25385611 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)10時00分～19時00分 日他
64歳以下 1 公認心理師

TEL 082-298-3435 臨床心理士
　    （従業員数 6人 ）

34010-25274811 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

(1)9時00分～18時00分 月他
不問 5 自動車検査員

TEL 082-258-3731
　    （従業員数 0人 ）

34010-25237011 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ヶ月単位） 普通自動車運転免許　　必須

(1)9時00分～18時00分 日祝他
不問 1 大型自動車免許

TEL 084-953-3201 二級自動車整備士
　    （従業員数 2人 ）

34050-12120211 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 普通自動車運転免許　　あれば尚可

(1)9時00分～15時00分 土日祝他
不問 3

TEL 0824-63-3535
　    （従業員数 96人 ）

34070- 1751411 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（通勤用）

時給 普通自動車運転免許　　必須

(1)8時30分～17時00分 日他
69歳以下 2 看護師

TEL 0824-44-2815 准看護師
　    （従業員数 7人 ）

34070- 1747911 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00分～17時00分 他
不問 1

TEL 0824-63-5301
　    （従業員数 5人 ）

34070- 1748111 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

日祝他
不問 1

TEL 0824-72-2155
　    （従業員数 7人 ）

34072-  824811 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)10時00分～16時10分 他 （AT限定不可）
不問 1

TEL 0856-24-2404
　    （従業員数 8人 ）

32040- 2762311 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 給付

時給 交替制あり
他

不問 3

TEL 090-6414-1016
　    （従業員数 6人 ）

34040- 3903311 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～11時30分 他
59歳以下 1 (2)12時30分～15時30分

TEL 0824-62-7700 (3)8時30分～15時30分
　    （従業員数 5人 ）

34070- 1743411 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00分～15時00分 水他
不問 1 (2)8時00分～17時00分

TEL 0824-44-2221
　    （従業員数 10人 ）

34070- 1737011 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） 普通自動車運転免許　　あれば尚可

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

TEL 0824-44-2221
　    （従業員数 10人 ）

34070- 1738311 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～15時00分 土日祝他
不問 1

TEL 0824-53-1500
　    （従業員数 30人 ）

34070- 1740811 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
不問 2

TEL 0824-63-6201
　    （従業員数 15人 ）

34070- 1731111 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 10人 ） 介護福祉士

34070- 1725811 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）

株式会社　福山セコ 広島県福山市曙町４丁目６番７号 大型トラック、バス等の
車両整備作業（三次）

雇用・労災・
健康・厚生

243,600円～
259,840円

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

株式会社　日本ワー
ルドビジネス

広島県広島市中区紙屋町２丁目２－２
紙屋町ビル７Ｆ

自動車整備士／三次
店

雇用・労災・
健康・厚生

324,800円～
324,800円

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

株式会社　Ｓｍｉｌ
ｅ

広島県広島市中区吉島西１丁目１８－９ 公認心理師、臨床心理士
／三次市

雇用・労災・
健康・厚生

250,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

株式会社　セノン中
国支社

広島県広島市中区大手町２丁目８番５号
合人社広島大手町ビル３階

運転手／三次市 雇用・労災・
健康・厚生

170,000円～
170,000円

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

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

成形検査 雇用・労災・
財形

875円～1,000円雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

週3日～週5
日

ここからパート求人です

株式会社　ウイズ 広島県三次市三良坂町田利２６１－５ 看護業務／デイサービス
センターウィズ

雇用・労災

1,150円～1,350
円

雇用期間の定めなし 週3日程度

三次フードセンター
株式会社

広島県三次市南畑敷町４８４番地 スーパーマーケット業務
（惣菜／ベジタ店又はオ
アシス店）

労災

950円～1,100円雇用期間の定めなし 週2日～週5
日又は7時00分～16時00分の間

の5時間以上

トキワ自動車　株式
会社

広島県庄原市東本町三丁目１７番２２号 商品配達 雇用・労災

1,000円～1,000
円

雇用期間の定めなし 週5日程度
又は9時00分～17時00分の間
の5時間程度

株式会社ジュンテン
ドー

島根県益田市遠田町２１７９番地１ 販売（ジュンテンドー吉
舎店：１０：００～１
６：１０）

雇用・労災・
健康・厚生

880円～880円雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

週5日程度

株式会社Ｎエージェ
ンシー

広島県尾道市御調町丸河南３５－１２ 販売員（瀬戸内ＴＲ
ＩＰ）

労災

900円～1,100円雇用期間の定めなし 週1日～週5
日又は9時30分～18時30分の間

の3時間以上

医療法人　微風会 広島県三次市山家町６０５－２０ 食器洗浄（第二迦
葉）

労災

880円～880円雇用期間の定めなし 週3日～週4
日

泉屋　株式会社 広島県三次市三良坂町三良坂４２１３－
５

配送　及び　販売 雇用・労災

880円～1,100円雇用期間の定めなし 週4日程度

泉屋　株式会社 広島県三次市三良坂町三良坂４２１３－
５

経理事務　及び　軽作業
（販売等）

雇用・労災

880円～1,100円雇用期間の定めなし 週3日～週4
日

株式会社　ＳＫサービ
ス　三次工場　（サニ
クリーングループ）

広島県三次市東酒屋町３０６－３０ 事務員 雇用・労災

900円～920円雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

週5日～週5
日

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、一般事務 雇用・労災

871円～1,170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00分～18時00分の間

の6時間程度

株式会社　朗 広島県三次市江田川之内町６４４－１０ 訪問介護員（ヘルパー） 労災

950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

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
他

20歳以上 2

TEL 080-2883-1128
　    （従業員数 0人 ）

34070- 1727511 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)10時00分～15時00分 月火水木金他
不問 3

TEL 0824-63-4310
　    （従業員数 6人 ）

34070- 1728411 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

日他
64歳以下 1 看護師

TEL 0824-64-8444
　    （従業員数 6人 ）

34070- 1717811 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 2

TEL 0824-64-0200
　    （従業員数 20人 ）

34070- 1718211 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年単位） 普通自動車運転免許　　あれば尚可

(1)8時30分～17時30分 月他
不問 1 (2)10時00分～19時00分 美容師

TEL 0824-63-6410 理容師
　    （従業員数 3人 ）

34070- 1723111 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 変形（1年単位） 普通自動車運転免許　　必須

(1)7時00分～9時00分 月他
不問 2 (2)16時00分～17時30分

TEL 0824-63-6410
　    （従業員数 3人 ）

34070- 1724711 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　　あれば尚可

(1)17時00分～19時00分 他
不問 4

TEL 0824-72-2161
　    （従業員数 12人 ）

34072-  818511 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

(1)10時00分～15時00分 月水金土日他
59歳以下 1

TEL 082-428-7771
　    （従業員数 1人 ）

34020- 3819711 就業場所 広島県三次市 パート労働者 請負 毎　週
時給

(1)13時30分～18時30分 他
不問 1

TEL 082-263-2220
　    （従業員数 12人 ）

34140-12321111 就業場所 広島県三次市 パート労働者 請負 その他
時給

(1)0時00分～9時00分 他
18歳以上 2

TEL 086-425-9414
　    （従業員数 20人 ）

33030-11853011 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00分 他
不問 1

TEL 0823-72-1000
　    （従業員数 60人 ）

34030- 4004411 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

TEL 0823-72-1000
　    （従業員数 60人 ）

34030- 4005011 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～14時30分 水他
不問 2

TEL 0824-63-4111
　    （従業員数 1人 ）

34070- 1708711 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30分～15時00分 日祝他
不問 1

TEL 0824-63-9850
　    （従業員数 10人 ）

34070- 1709811 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

ハピネス（Ｈａｐｐ
ｉｎｅｓｓ）

広島県三次市十日市南１丁目５－２９
シャングリラビル３Ｆ

接客業務 その他

1,000円～1,500
円

雇用期間の定めなし 週2日～週5
日又は20時30分～1時00分の間

の4時間程度

有限会社　アイエス
ケイみよし

広島県三次市東酒屋町５３１番地　市立
三次中央病院内

調理・調理補助（ゴルフ
場内レストラン）

労災

1,000円～1,000
円

雇用期間の定めなし 週2日程度

広島医療生活協同組
合　訪問看護ステー
ション　えのかわ

広島県三次市三次町３１０－４ 訪問看護 雇用・労災・
健康・厚生

1,310円～1,310
円

雇用期間の定めなし 週5日程度
又は8時30分～17時00分の間
の6時間程度

株式会社　広島三次
ワイナリー

広島県三次市東酒屋町１０４４５番地の
３

接客（トレッタみよ
し）

雇用・労災

900円～1,000円雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

週4日～週5
日又は9時00分～17時00分の間

の5時間程度

ａｆｆｅｔｔｏ　ｈ
ａｉｒ

広島県三次市十日市東１－２－４３　１
階

美容師（スタイリスト・
アシスタント・アイリス
ト）

労災

871円～1,200円雇用期間の定めなし 週1日以上
又は9時00分～16時00分の間
の2時間以上

ａｆｆｅｔｔｏ　ｈ
ａｉｒ

広島県三次市十日市東１－２－４３　１
階

美容院での営業補助ス
タッフ

労災

871円～900円雇用期間の定めなし 週1日～週5
日

長岡商事　株式会社 広島県庄原市西本町ニ丁目１２－１０ ケーキの販売〔三次
店〕

労災

900円～900円雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

週4日以上
又は8時00分～19時00分の間
の4時間以上

株式会社　伯和商事 広島県東広島市八本松西１丁目３－４ マンション管理人（グレ
イスリバーサイド）

労災

880円～880円雇用期間の定めなし 週2日程度

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

調理補助業務（三次地区
医療センター）／三次市

雇用・労災・
健康・厚生

900円～900円雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

週5日程度

株式会社　ジョイフ
ル中国

岡山県倉敷市本町１７－１２ （広島県）接客または調
理作業（ジョイフル三次
店）

雇用・労災・
健康・厚生

900円～900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 惣菜の製造と販売（ビッ
グハウス三次店）

雇用・労災

970円～970円雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

週5日程度

株式会社　福山臨床
検査センター　三次
支所

広島県三次市南畑敷町８１８－１ 集配業務 雇用・労災

950円～950円雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

週5日～週6
日

株式会社　藤三 広島県呉市広本町３丁目１２－２６ レジ業務（ビッグハウス
三次店）

雇用・労災

950円～950円雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

週5日程度
又は13時00分～21時00分の
間の4時間程度

株式会社　ジェイ
オービー

広島県三次市畠敷町９２３ ホールスタッフ 労災

930円～930円雇用期間の定めなし 週3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。 4


