
会社名 賃金形態 休日／

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

月給 変形（1年単位） 普通自動車運転免許　　必須

(1)8時45分～17時15分 日祝他 （AT限定不可）
59歳以下 1

TEL 011-221-2130
　    （従業員数 9人 ）

01010-45457411 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） 普通自動車運転免許　　必須

(1)8時00分～17時00分 土日祝他
不問 1 二級建築士

TEL 0824-62-4577
　    （従業員数 5人 ）

34070- 3539911 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない 毎　週 水道工事・電気工事の資格あれば尚可

時給 交替制あり
(1)8時00分～16時30分 土日他

18歳以上 5 (2)16時00分～0時30分
TEL 0824-65-6537 (3)0時00分～8時30分

　    （従業員数 3人 ）

34070- 3533211 就業場所 広島県三次市 有期雇用派遣労働者 派遣 毎　週
日給 交替制あり 普通自動車運転免許　　必須

(1)7時30分～18時00分 他 （AT限定不可）
18歳以上 1 (2)17時30分～5時00分

TEL 0824-63-3852
　    （従業員数 4人 ）

34070- 3534511 就業場所 広島県三次市 正社員以外 請負 毎　週 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00分 他
44歳以下 1 (2)13時00分～22時00分 介護福祉士

TEL 0824-63-6111 (3)22時00分～9時00分
　    （従業員数 50人 ）

34070- 3520611 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 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
18歳以上 2 (2)13時00分～22時00分 介護福祉士

TEL 0824-63-6111 (3)22時00分～9時00分 准看護師
　    （従業員数 50人 ）

34070- 3521911 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 介護福祉士または准看護師のいずれかをお持ちの方

時給 交替制あり 普通自動車運転免許　　必須

他
不問 1 介護職員初任者研修修了者

TEL 0824-63-6111 ホームヘルパー２級
　    （従業員数 50人 ） 介護福祉士

34070- 3522111 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30分 他
不問 1 介護支援専門員（ケアマネージャー）

TEL 0824-63-6111
　    （従業員数 20人 ）

34070- 3523711 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 主任介護支援専門員　あれば尚可

月給 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～19時30分 月他
不問 2 美容師

TEL 0824-64-3210 理容師
　    （従業員数 4人 ）

34070- 3525211 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない その他 美容師、又は理容師（見習いの場合は不問）

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 1

TEL 0824-63-7125
　    （従業員数 24人 ）

34070- 3528011 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 交替制あり 普通自動車運転免許　　必須

他 （AT限定不可）
59歳以下 1

TEL 0826-57-0321
　    （従業員数 10人 ）

34071- 1972711 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） 普通自動車運転免許　　必須

(1)9時20分～18時00分 水他 （AT限定不可）
59歳以下 1 二級自動車整備士

TEL 082-237-2111
　    （従業員数 14人 ）

34010-51663411 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30分～18時00分 月他
64歳以下 1

TEL 082-545-6172
　    （従業員数 9人 ）

34010-51693711 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 普通自動車運転免許　　必須

(1)8時20分～17時00分 日祝他
59歳以下 1 フォークリフト運転技能者

TEL 082-228-5111
　    （従業員数 7人 ）

34010-51694811 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～20時00分 他
18歳～39歳 2 (2)20時00分～9時00分

TEL 082-243-3111
　    （従業員数 20人 ）

34010-51713611 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 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 ）

22020-26172011 就業場所 広島県三次市 正社員 請負 毎　週
月給 変形（1ヶ月単位） 普通自動車運転免許　　必須

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

TEL 0824-62-1108
　    （従業員数 199人 ）

34070- 3518511 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)6時30分～16時00分 月他
59歳以下 1

TEL 0824-44-2662
　    （従業員数 7人 ）

34070- 3519411 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない 毎　週

朋来商事株式会社 広島県三次市十日市東一丁目８番１７号 建築工事・現場管理 雇用・労災・
健康・厚生

185,000円～
300,000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（訪問介護／夜勤
なし）

雇用・労災・
健康・厚生

156,520円～
163,520円

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満） 又は8時00分～22時00分の間

の8時間

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（訪問介護） 雇用・労災・
健康・厚生

160,520円～
174,520円

介護支援専門員 雇用・労災・
健康・厚生

180,800円～
187,800円

所在地・就業場所 職種

日本ニューホランド
株式会社

北海道札幌市中央区北１条西１３丁目４
番地

（広島）（地域限定）営
業職

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

225,000円～
335,000円

雇用期間の定めなし

企業警備保障株式会
社　三次事務所

広島県三次市畠敷町１５９１番地２　Ｋ
ＳＭ３号

道路巡回業務（高速道路
主体）

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

230,000円～
230,000円

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

株式会社　シーポイ
ント

広島県三次市粟屋町２５３５－１－２１
２

自動車部品の加工オペ
レーター及び軽作業
（リョービ）

雇用・労災・
健康・厚生

218,769円～
218,769円

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

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

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

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

155,000円～
209,000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 受付事務 雇用・労災・
健康・厚生

165,000円～
220,000円

雇用期間の定めなし

有限会社　フィール 広島県三次市青河町１１３０－３ 美容師（見習い可）理容
師（見習い可）

雇用・労災・
健康・厚生

169,200円～
350,000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

広島県森林組合連合
会

広島県広島市中区鉄砲町４番１号 木材共販所職員 雇用・労災・
健康・厚生

190,000円～
230,000円

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

広島三菱自動車販売
株式会社

広島県広島市中区南竹屋町９－２５ ショールームスタッフ／
三次市

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

152,750円～
300,000円

雇用期間の定めなし

広島日産自動車　株
式会社

広島県広島市西区三篠町３－１４－１７ 自動車整備士（三次
店）

雇用・労災・
健康・厚生

179,000円～
253,000円

雇用期間の定めなし

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／三次農場
（三次）

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

250,000円～
300,000円

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（責任者候
補）

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

183,400円～
195,300円

雇用期間の定めなし

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

高速道路の点検員（三次
道路事務所）

雇用・労災・
健康・厚生

400,000円～
600,000円

雇用期間の定めなし

セコム　株式会社
中国本部

広島県広島市中区銀山町３－１　ひろし
まハイビル２１　７Ｆ

総合職／セコム三次
事務所

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

212,200円～
232,730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

豆腐製造 雇用・労災・
健康・厚生

230,000円～
250,000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ヶ月単位）
他

18歳以上 2

TEL 03-6833-5064
　    （従業員数 13人 ）

13040-12375212 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 普通自動車運転免許　　必須

(1)8時30分～17時15分 土日祝他 （AT限定不可）
59歳以下 3

TEL 03-3348-2854
　    （従業員数 10人 ）

13080-75848511 就業場所 広島県三次市 無期雇用派遣労働者 派遣 毎　週
月給 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 他
59歳以下 1 (2)9時00分～18時00分 看護師

TEL 0824-65-1122 准看護師
　    （従業員数 45人 ）

34070- 3509211 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 日他
59歳以下 1

TEL 0824-65-1919
　    （従業員数 50人 ）

34070- 3510011 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 0824-43-3181 フォークリフト運転技能者

　    （従業員数 14人 ）

34070- 3511311 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 日祝他
不問 1 (2)8時30分～18時00分 歯科衛生士

TEL 0824-63-5470 (3)8時30分～12時30分
　    （従業員数 7人 ）

34070- 3512611 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない なし
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
44歳以下 1

TEL 0824-63-4148
　    （従業員数 43人 ）

34070- 3514111 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 交替制あり 普通自動車運転免許　　あれば尚可

(1)8時00分～16時45分 土日祝 （AT限定不可）
不問 1 原動機付自転車免許

TEL 0847-67-2330 自動二輪車免許
　    （従業員数 8人 ）

34070- 3515711 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
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 1

TEL 082-555-5094
　    （従業員数 7人 ）

34140-25724711 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　　あれば尚可

(1)8時30分～17時15分 土日祝他
59歳以下 3

TEL 03-3348-2854
　    （従業員数 16人 ）

13080-75709811 就業場所 広島県三次市 無期雇用派遣労働者 派遣 毎　週 ＡＴ限定可
月給 普通自動車運転免許　　あれば尚可

(1)8時30分～17時15分 土日祝他
59歳以下 3

TEL 03-3348-2854
　    （従業員数 16人 ）

13080-75715111 就業場所 広島県三次市 無期雇用派遣労働者 派遣 毎　週 ＡＴ限定可
月給 普通自動車運転免許　　あれば尚可

(1)8時30分～17時15分 土日祝他
59歳以下 3

TEL 03-3348-2854
　    （従業員数 16人 ）

13080-75729011 就業場所 広島県三次市 無期雇用派遣労働者 派遣 毎　週 ＡＴ限定可
日給 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分 他
18歳以上 5

TEL 082-227-6584
　    （従業員数 30人 ）

34010-51029111 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00分～17時00分 他
18歳～59歳 5

TEL 082-227-6584
　    （従業員数 30人 ）

34010-51042311 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　　必須

(1)8時00分～17時00分 日他 （AT限定不可）
不問 3 １級建築施工管理技士

TEL 0846-29-1111 ２級建築施工管理技士
　    （従業員数 1人 ）

34021- 1296911 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
59歳以下 2 アーク溶接技能者（基本級）

TEL 0824-66-3131
　    （従業員数 32人 ）

34070- 3440011 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない その他 アーク溶接あれば優遇
月給 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時15分 日祝他
59歳以下 1 準中型自動車免許

TEL 0824-64-2200
　    （従業員数 12人 ）

34070- 3485611 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない その他 準中型自動車運転免許以上（ＡＴ不可）

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 日他 （AT限定不可）
64歳以下 1

TEL 0824-66-2234
　    （従業員数 11人 ）

34070- 3503311 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・コンクリート主任技士、あれば尚可

プライムエンジニア
リング　株式会社

東京都新宿区西新宿１－２５－１　新宿
センタービル３５階

自動車の評価実験補助／
三次市

雇用・労災・
健康・厚生

200,000円～
385,000円

雇用期間の定めなし

株式会社　すき家 東京都港区港南二丁目１８番１号　ＪＲ
品川イーストビル５階

接客・調理／１８３号三
次店

雇用・労災・
健康・厚生

182,235円～
202,235円

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上） 又は22時00分～9時00分の間

の8時間程度

だて高速運輸　有限
会社

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

190,000円～
190,000円

雇用期間の定めなし

株式会社　ビーエル
テック

広島県三次市粟屋町１４５５－１ 一般事務 雇用・労災・
健康・厚生

170,000円～
175,000円

雇用期間の定めなし

株式会社　ディア・
レスト三次

広島県三次市十日市中三丁目６番６号 看護師 雇用・労災・
健康・厚生

170,000円～
286,000円

雇用期間の定めなし

日本郵便株式会社
甲奴郵便局

広島県三次市甲奴町西野５４３－３ 集配業務 雇用・労災・
健康・厚生

160,000円～
249,600円

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

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

260,400円～
260,400円

雇用期間の定めなし

医療法人　林歯科医
院

広島県三次市十日市西一丁目２番１０号 歯科衛生士 雇用・労災・
健康・厚生

181,000円～
231,000円

雇用期間の定めなし

プライムエンジニア
リング　株式会社

東京都新宿区西新宿１－２５－１　新宿
センタービル３５階

自動車の衝突実験補助業
務／三次

雇用・労災・
健康・厚生

200,000円～
385,000円

雇用期間の定めなし

プライムエンジニア
リング　株式会社

東京都新宿区西新宿１－２５－１　新宿
センタービル３５階

自動車の空力・耐候性等
の実験補助業務／三次

雇用・労災・
健康・厚生

200,000円～
385,000円

雇用期間の定めなし

株式会社　ＦＵＹＯ 広島県広島市東区牛田東３丁目１－１１
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

株式会社　テイケイ
西日本

広島県広島市中区東白島町１９－７７ 交通誘導警備員＜総合職
＞／三次営業所

雇用・労災・
健康・厚生

189,200円～
189,200円

雇用期間の定めなし

株式会社　テイケイ
西日本

広島県広島市中区東白島町１９－７７ 交通誘導警備員＜準社員
＞／三次営業所

雇用・労災・
健康・厚生

167,200円～
167,200円

雇用期間の定めなし

プライムエンジニア
リング　株式会社

東京都新宿区西新宿１－２５－１　新宿
センタービル３５階

自動車の燃費・排気ガス
等実験補助業務／三次

雇用・労災・
健康・厚生

200,000円～
385,000円

雇用期間の定めなし

株式会社　佐々部材
木店

広島県三次市東酒屋町３０６－４８ トラック運転手 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

200,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

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

165,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

株式会社　中国工業
開発

広島県竹原市西野町１６２５ 建築施工管理 雇用・労災・
健康・厚生

200,000円～
400,000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 コンクリート試験 雇用・労災・
健康・厚生

180,000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。 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。

日給 普通自動車運転免許　　必須

(1)8時00分～17時00分 日他
不問 3

TEL 080-8241-1259
　    （従業員数 7人 ）

34070- 3504611 就業場所 広島県三次市 正社員 請負 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 37人 ）

34070- 3506111 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

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 社会福祉士

TEL 0824-65-1146 看護師
　    （従業員数 37人 ） 保健師

34070- 3507711 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 普通自動車運転免許　　必須

(1)8時30分～17時15分 土日祝他
不問 1

TEL 0824-65-1146
　    （従業員数 37人 ）

34070- 3508811 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)7時30分～16時00分 他
不問 1 (2)8時30分～17時00分

TEL 0824-62-7700 (3)10時00分～18時30分
　    （従業員数 203人 ）

34070- 3430511 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　　あれば尚可

(1)7時30分～16時30分 日祝他
不問 1 (2)7時45分～16時45分 保育士

TEL 0824-62-1119 (3)8時30分～17時30分
　    （従業員数 7人 ）

34070- 3433311 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)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- 3434611 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～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- 7840511 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 （AT限定不可）
40歳以下 1 準中型自動車免許

TEL 082-423-9881
　    （従業員数 5人 ）

34020- 7842011 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)7時50分～17時00分 土日他

59歳以下 2

TEL 082-263-0201
　    （従業員数 1人 ）

34140-25573811 就業場所 広島県三次市 無期雇用派遣労働者 派遣 毎　週
月給 交替制あり 普通自動車運転免許　　必須

他
35歳以下 1

TEL 0820-22-7780
　    （従業員数 2人 ）

35100- 4037211 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)13時00分～22時00分 他
18歳～59歳 1 (2)14時00分～23時00分 食品衛生責任者

TEL 03-5839-2607 (3)15時00分～0時00分 防火管理者（甲種・乙種）

　    （従業員数 6人 ）

13120-19598711 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 変形（1ヶ月単位） 普通自動車運転免許　　必須

(1)8時45分～18時00分 他
35歳以下 1 (2)10時45分～20時00分

TEL 025-371-4115 (3)12時00分～21時15分
　    （従業員数 944人 ）

15070-13155711 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00分～17時00分 日祝他 （AT限定不可）
64歳以下 2 大型自動車免許

TEL 0550-70-3108 フォークリフト運転技能者

　    （従業員数 15人 ）

22031- 3779111 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 普通自動車運転免許　　必須

(1)8時00分～17時30分 土日祝他
44歳以下 1

TEL 075-821-1014
　    （従業員数 29人 ）

26010-29230411 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)7時30分～16時00分 他
不問 1 (2)8時30分～17時00分

TEL 082-258-5734 (3)9時00分～17時30分
　    （従業員数 0人 ）

34010-49737711 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 変形（1ヶ月単位） 普通自動車運転免許　　必須

他
不問 1 介護福祉士

TEL 0120-26-2266 介護職員基礎研修修了者
　    （従業員数 9人 ） 介護職員実務者研修修了者

34010-49795111 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 ヘルパー２級、介護職員初任者研修、実務者研修

時給 交替制あり
(1)8時20分～17時05分 土日他

18歳以上 2 (2)20時20分～5時05分
TEL 082-511-1105

　    （従業員数 0人 ）

34010-50230111 就業場所 広島県三次市 有期雇用派遣労働者 派遣 毎　週

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

株式会社　大瑛 広島県三次市下川立町４６９－４ 鳶工・電工 雇用・労災・
健康・厚生

226,000円～
406,800円

雇用期間の定めなし

医療法人　微風会 広島県三次市山家町６０５－２０ 介護職員（入浴介助
専門）

雇用・労災・
健康・厚生

165,800円～
170,000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 障害者支援センター　臨
時職員

雇用・労災

151,493円～
151,493円

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

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 認知症地域支援推進
員

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）【訪問営業
による農業機械の販売】

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

165,000円～
264,000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

有限会社　畠敷園
（青空保育園）

広島県三次市三次町３－１４ 保育士 雇用・労災・
健康・厚生

149,760円～
150,000円

雇用期間の定めなし
又は7時30分～18時30分の間
の8時間程度

株式会社　フジマ 山口県柳井市柳井９８７番地 幹部候補（さざん亭三次
店）

雇用・労災・
健康・厚生

215,037円～
295,444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　ヒューマ
ンアイズ　広島統括
事業所

広島県広島市南区金屋町９－７　ハイツ
大下１Ｆ

小物部品の機械オペレー
ター／三次市

雇用・労災・
健康・厚生

195,000円～
220,000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

技術職（三次）【農業機
械の修理、メンテナン
ス】

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

150,000円～
240,000円

雇用期間の定めなし

有限会社　ケー
ティーエス

静岡県御殿場市板妻７３４－１２ 運転手（広島営業所・正
社員）

雇用・労災・
健康・厚生

270,000円～
370,000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 販売・店舗運営職（リー
ジョナル社員）

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

180,000円～
233,000円

雇用期間の定めなし

チムニー　株式会社 東京都墨田区両国３－２２－６　雷電ビ
ル６・７・８Ｆ

店舗責任者（経験者）／
三次市／魚鮮水産

雇用・労災・
健康・厚生

300,000円～
420,000円

雇用期間の定めなし

サンキ・ウエルビィ
株式会社

広島県広島市西区商工センター６－１－
１１

ホームヘルパー（訪問介
護）／フルタイム／三次
市十日市中

雇用・労災・
健康・厚生

197,972円～
221,364円

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上） 又は8時00分～19時00分の間

の8時間

株式会社　Ｔｒｕｓ
ｔＧｒｏｗｔｈ西日
本　中国四国支社

広島県広島市中区大手町５丁目２－２２
山陽ビル２号館２階

介護老人保健施設／介護
／三次市

雇用・労災・
健康・厚生

160,000円～
192,000円

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

オリエントハウス
株式会社

京都府京都市中京区西ノ京東中合町４２
番地

木材加工員 雇用・労災・
健康・厚生

210,000円～
220,000円

雇用期間の定めなし

株式会社　キャリア
メイク

広島県広島市中区鉄砲町６－７
中川ビル２０１

精密部品のハンダ付け作
業／三次市

雇用・労災・
健康・厚生

210,000円～
210,000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。 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
(1)8時20分～17時05分 土日他

不問 2

TEL 082-511-1105
　    （従業員数 0人 ）

34010-50232811 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

(1)8時20分～17時05分 土日他
不問 1

TEL 082-511-1105
　    （従業員数 0人 ）

34010-50233211 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 交替制あり

(1)5時30分～15時00分 他
不問 1 (2)9時00分～18時00分 栄養士

TEL 0120-22-7805
　    （従業員数 9人 ）

34010-50275811 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30分～14時30分 他
不問 1 (2)10時00分～19時00分 調理師

TEL 0120-22-7805
　    （従業員数 9人 ）

34010-50277511 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30分～14時30分 他
不問 1 (2)10時00分～19時00分

TEL 0120-22-7805
　    （従業員数 9人 ）

34010-50279011 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)8時00分～17時00分 他
18歳～44歳 2 (2)11時00分～20時00分

TEL 082-428-7771 (3)16時30分～1時00分
　    （従業員数 20人 ）

34020- 7739011 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）

日祝他
不問 1

TEL 084-931-0160
　    （従業員数 11人 ）

34050-24548911 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） 普通自動車運転免許　　必須

(1)8時30分～17時30分 他
30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 21人 ）

34070- 3403111 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　　あれば尚可

(1)8時15分～17時15分 日他
64歳以下 1 看護師

TEL 0824-62-1210 准看護師
　    （従業員数 46人 ）

34070- 3404711 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　　あれば尚可

(1)8時15分～17時15分 日他
64歳以下 1 介護福祉士

TEL 0824-62-1210
　    （従業員数 46人 ）

34070- 3405811 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30分～17時00分 他
64歳以下 1 大型自動車第二種免許

TEL 0824-53-2314
　    （従業員数 17人 ）

34070- 3406211 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 日他
64歳以下 1

TEL 0824-66-2234
　    （従業員数 11人 ）

34070- 3407511 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30分～18時30分 火他
不問 1

TEL 0824-54-7400
　    （従業員数 0人 ）

34070- 3432011 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） 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

TEL 0824-72-0929
　    （従業員数 9人 ）

34072- 1561711 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 他
18歳以上 1 (2)13時00分～22時00分 危険物取扱者（乙種）

TEL 0791-23-3810 (3)23時00分～8時00分
　    （従業員数 10人 ）

28211- 1877011 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） 普通自動車運転免許　　必須

(1)8時00分～17時00分 他
不問 1 (2)13時00分～22時00分 危険物取扱者（乙種）

TEL 0791-23-3810
　    （従業員数 10人 ）

28211- 1882511 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40分～17時00分 日祝他
不問 1 ８トン限定中型自動車免許

TEL 082-922-1411 大型自動車免許
　    （従業員数 26人 ）

34010-49151311 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） 普通自動車運転免許　　必須

他
不問 1

TEL 082-942-1006
　    （従業員数 7人 ）

34010-49313311 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

株式会社　キャリア
メイク

広島県広島市中区鉄砲町６－７
中川ビル２０１

事務業務／三次市 雇用・労災・
健康・厚生

184,800円～
184,800円

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

株式会社　キャリア
メイク

広島県広島市中区鉄砲町６－７
中川ビル２０１

精密部品のハンダ付け作
業／三次市

雇用・労災・
健康・厚生

184,800円～
184,800円

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

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

調理員（あさぎり） 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

160,080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

調理師（あさぎり） 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

165,080円～
196,400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

栄養士（あさぎり） 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

165,080円～
196,400円

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

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（制
作）

雇用・労災・
健康・厚生

160,000円～
220,000円

雇用期間の定めなし

株式会社　ファーマ
シィ

広島県福山市沖野上町４丁目１３番２７
号

医療事務／充実した研修
制度／資格・経験不問／
せら・こうぬ

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

166,000円～
201,000円

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上） 又は8時00分～18時30分の間

の8時間程度

株式会社　伯和 広島県東広島市八本松西１丁目３－４ 【正社員】アミューズメ
ント店舗スタッフ（三
次）

雇用・労災・
健康・厚生

220,500円～
230,500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

157,000円～
250,000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 介護士（こじか荘通所介
護事業所）

雇用・労災・
健康・厚生

181,700円～
233,700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・准看護師（こじ
か荘通所介護事業所）

雇用・労災・
健康・厚生

202,700円～
253,700円

雇用期間の定めなし

新興運輸　株式会社 広島県庄原市板橋町５４６－１ 小型トラック運転手〔三
次営業所〕

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

230,000円～
230,000円

雇用期間の定めなし

株式会社　のば牧場 広島県三次市布野町上布野１１０２ 和牛の精肉加工 雇用・労災・
健康・厚生

250,000円～
350,000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 事務 雇用・労災・
健康・厚生

180,000円～
250,000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

車両回送員／三次市 雇用・労災・
健康・厚生

157,595円～
189,114円

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

株式会社　西日本宇
佐美　山陽支店

兵庫県相生市那波野字下土穴３９０－１ ガソリンスタンドスタッ
フ（広島県三次市）

雇用・労災・
健康・厚生

184,800円～
184,800円

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上） 又は8時00分～22時00分の間

の8時間程度

株式会社　西日本宇
佐美　山陽支店

兵庫県相生市那波野字下土穴３９０－１ ガソリンスタンドスタッ
フ（広島県三次市）

雇用・労災・
健康・厚生

184,800円～
184,800円

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上） 又は8時00分～22時00分の間

の8時間程度

株式会社　日本斎苑 広島県広島市中区本川町２丁目１－９
日宝本川町ビル８階

エンジニア補佐 雇用・労災・
健康・厚生

180,000円～
180,000円

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上） 又は6時00分～19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。 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
(1)8時45分～17時45分 他

不問 2 (2)8時45分～12時45分 理容師
TEL 082-569-8408

　    （従業員数 3人 ）

34010-49408511 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45分～17時45分 他
不問 2 (2)8時45分～12時45分 美容師

TEL 082-569-8408
　    （従業員数 3人 ）

34010-49412111 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30分～17時30分 日祝他
59歳以下 1 (2)9時00分～18時00分

TEL 082-297-0838 (3)9時30分～18時30分
　    （従業員数 7人 ）

34010-49486611 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない なし
時給 交替制あり

(1)5時00分～13時30分 他
不問 1 (2)8時30分～17時00分

TEL 082-258-5734 (3)9時00分～17時30分
　    （従業員数 0人 ）

34010-49560811 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

(1)6時00分～15時00分 他
不問 1

TEL 082-258-5734
　    （従業員数 0人 ）

34010-49563411 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

(1)9時30分～18時00分 他
不問 1

TEL 082-258-5734
　    （従業員数 0人 ）

34010-49590611 就業場所 広島県三次市 有期雇用派遣労働者 派遣 毎　週 ◆自動車整備士２級以上　必須

時給 変形（1ヶ月単位）
(1)7時30分～16時00分 他

不問 1 (2)9時00分～17時30分 看護師
TEL 082-258-5734 (3)10時00分～18時30分 准看護師

　    （従業員数 0人 ）

34010-49604311 就業場所 広島県三次市 有期雇用派遣労働者 紹介予定派遣 その他
時給 変形（1ヶ月単位）

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

TEL 082-258-5734 (3)9時00分～17時30分 准看護師
　    （従業員数 0人 ）

34010-49612311 就業場所 広島県三次市 有期雇用派遣労働者 紹介予定派遣 その他
月給 変形（1年単位） 普通自動車運転免許　　必須

(1)6時00分～14時45分 土日他 （AT限定不可）
59歳以下 1 (2)7時00分～15時45分 三級自動車整備士

TEL 0823-43-1134 (3)8時30分～17時15分 二級ガソリン自動車整備士

　    （従業員数 3人 ） 二級自動車整備士

34030- 8046711 就業場所 広島県三次市 無期雇用派遣労働者 派遣 毎　週 給付 自動車整備士資格　危険物取扱者乙４　あれば尚可

月給
(1)8時30分～17時00分 他

不問 2

TEL 0824-65-0101
　    （従業員数 957人 ）

34070- 3274611 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

(1)8時30分～17時00分 土日祝
不問 1 臨床工学技士

TEL 0824-65-0101
　    （従業員数 957人 ）

34070- 3275911 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50分～17時40分 水他
44歳以下 1

TEL 0824-63-5162
　    （従業員数 16人 ）

34070- 3276111 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年単位） 普通自動車運転免許　　必須

(1)8時50分～17時40分 水他 （AT限定不可）
44歳以下 1

TEL 0824-63-5162
　    （従業員数 16人 ）

34070- 3277711 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年単位） 普通自動車運転免許　　必須

(1)8時50分～17時40分 水他 （AT限定不可）
44歳以下 1 三級自動車整備士

TEL 0824-63-5162
　    （従業員数 16人 ）

34070- 3278811 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

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 1

TEL 0824-55-2141
　    （従業員数 10人 ）

34070- 3279211 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 準中型自動車免許

TEL 0824-55-2141 危険物取扱者（丙種）
　    （従業員数 10人 ）

34070- 3280011 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 0824-55-2141 牽引免許
　    （従業員数 10人 ）

34070- 3281311 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 0824-55-2141
　    （従業員数 10人 ）

34070- 3282611 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　吉 広島県広島市中区白島北町１３番８号 美容師／三次市（マーメ
イド）

雇用・労災・
健康・厚生

202,175円～
387,770円

雇用期間の定めなし

有限会社　吉 広島県広島市中区白島北町１３番８号 理容師／三次市（三
次店）

雇用・労災・
健康・厚生

202,175円～
387,770円

雇用期間の定めなし

株式会社　Ｔｒｕｓ
ｔＧｒｏｗｔｈ西日
本　中国四国支社

広島県広島市中区大手町５丁目２－２２
山陽ビル２号館２階

製品仕分け・荷下ろし作
業／三次市

雇用・労災・
健康・厚生

233,280円～
250,560円

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

株式会社　Ｔｒｕｓ
ｔＧｒｏｗｔｈ西日
本　中国四国支社

広島県広島市中区大手町５丁目２－２２
山陽ビル２号館２階

厨房内／調理補助／
三次市

雇用・労災・
健康・厚生

194,400円～
210,600円

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

有限会社　エヌ・
イー・ピー

広島県広島市中区堺町１丁目４－７－６
０３

医療事務／三次市 雇用・労災・
健康・厚生

151,500円～
185,000円

雇用期間の定めなし

株式会社　Ｔｒｕｓ
ｔＧｒｏｗｔｈ西日
本　中国四国支社

広島県広島市中区大手町５丁目２－２２
山陽ビル２号館２階

病棟／看護師／三次
市

雇用・労災・
健康・厚生

258,000円～
322,500円

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

株式会社　Ｔｒｕｓ
ｔＧｒｏｗｔｈ西日
本　中国四国支社

広島県広島市中区大手町５丁目２－２２
山陽ビル２号館２階

介護老人保健施設／看護
／三次市

雇用・労災・
健康・厚生

256,000円～
304,000円

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

株式会社　Ｔｒｕｓ
ｔＧｒｏｗｔｈ西日
本　中国四国支社

広島県広島市中区大手町５丁目２－２２
山陽ビル２号館２階

ディーラー内／自動車整
備／三次市

雇用・労災・
健康・厚生

243,000円～
243,000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 臨床工学技士 雇用・労災・
健康・厚生

186,500円～
186,500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 看護補助員 雇用・労災・
健康・厚生

155,500円～
167,500円

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

株式会社　ダイキエ
ンジニアリング

広島県呉市広白石２丁目７番５号ダイキ
ビル１Ｆ

自動車及びそれに関する
研究開発の補助業務

雇用・労災・
健康・厚生

200,000円～
270,000円

雇用期間の定めなし

Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ
三次　三次店　（株式
会社　三輪モーター
ス）

広島県三次市南畑敷町４６１番地の１ サービススタッフ 雇用・労災・
健康・厚生

185,000円～
350,000円

雇用期間の定めなし

Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ
三次　三次店　（株式
会社　三輪モーター
ス）

広島県三次市南畑敷町４６１番地の１ 営業スタッフ 雇用・労災・
健康・厚生

230,074円～
391,748円

雇用期間の定めなし

Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ
三次　三次店　（株式
会社　三輪モーター
ス）

広島県三次市南畑敷町４６１番地の１ 営業事務 雇用・労災・
健康・厚生

185,000円～
315,000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 トレーラ運転手 雇用・労災・
健康・厚生

237,600円～
237,600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 ローリー運転手 雇用・労災・
健康・厚生

155,520円～
155,520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 土木作業員 雇用・労災・
健康・厚生

199,800円～
199,800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 大型ダンプ運転手・台車
運転手

雇用・労災・
健康・厚生

237,600円～
237,600円

雇用期間の定めなし

内容が変更された求人や、すでに採用決定等で取り消された求人もありますので、窓口で確認してください。 5



会社名 賃金形態 休日／

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

所在地・就業場所 職種

℡ 0824-62-8609

ハローワーク三次

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

◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。

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

に加入できない場合があります。

日給 普通自動車運転免許　　必須

(1)8時00分～17時00分 日他
18歳以上 2 (2)21時00分～6時00分 大型自動車免許

TEL 0824-62-0943 中型自動車免許
　    （従業員数 4人 ）

34070- 3283911 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　　あれば尚可

(1)8時30分～17時30分 他 （AT限定不可）
64歳以下 2 栄養士

TEL 0847-67-2188 管理栄養士
　    （従業員数 65人 ）

34070- 3291911 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　　あれば尚可

(1)8時00分～17時00分 他
18歳～64歳 3 中型自動車免許

TEL 0824-53-1800
　    （従業員数 4人 ）

34070- 3293711 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）
64歳以下 3

TEL 0824-55-6661
　    （従業員数 27人 ）

34070- 3294811 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 技能士あれば尚可
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）
34歳以下 3

TEL 0824-55-6661
　    （従業員数 27人 ）

34070- 3295211 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 技能士あれば尚可
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）
64歳以下 2 １級土木施工管理技士

TEL 0824-55-6661 ２級土木施工管理技士
　    （従業員数 27人 ） 測量士

34070- 3296511 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～17時00分 日他 （AT限定不可）
34歳以下 2 測量士

TEL 0824-55-6661
　    （従業員数 27人 ）

34070- 3297411 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～17時00分 日他 （AT限定不可）
64歳以下 1 ２級建築施工管理技士

TEL 0824-55-6661 二級建築士
　    （従業員数 27人 ） １級建築施工管理技士

34070- 3298011 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～17時00分 日他 （AT限定不可）
34歳以下 1 二級建築士

TEL 0824-55-6661
　    （従業員数 27人 ）

34070- 3299311 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ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分 他

不問 1 (2)8時30分～12時30分 看護師
TEL 0824-62-1321 (3)16時00分～9時00分 准看護師

　    （従業員数 29人 ）

34070- 3300211 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)7時45分～17時15分 土日他 （AT限定不可）
59歳以下 3 １級土木施工管理技士

TEL 0824-44-3391 ２級土木施工管理技士
　    （従業員数 8人 ）

34070- 3302411 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)10時00分～21時00分 火他
59歳以下 1

TEL 0824-64-6776
　    （従業員数 7人 ）

34070- 3303011 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)9時00分～19時00分 月他
30歳以下 2 (2)9時00分～18時00分 美容師

TEL 0824-62-7100 (3)9時00分～20時00分
　    （従業員数 8人 ）

34070- 3305611 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)9時00分～19時00分 月他
不問 2 (2)9時00分～18時00分 美容師

TEL 0824-62-7100 (3)9時00分～20時00分
　    （従業員数 8人 ）

34070- 3306911 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 宅地建物取引士（旧：宅地建物取引主任者）

TEL 0824-64-5050
　    （従業員数 3人 ）

34070- 3309811 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
不問 1 フォークリフト運転技能者

TEL 0824-43-3148
　    （従業員数 6人 ）

34070- 3310411 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
不問 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 11人 ）

34070- 3311011 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 1

TEL 0847-67-2150
　    （従業員数 4人 ）

34070- 3312311 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない その他 溶接の資格あれば尚可

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番地 管理栄養士（栄養
士）

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

186,200円～
201,200円

雇用期間の定めなし

有限会社　平兼通信 広島県三次市四拾貫町７８９－２２ 電気通信作業員 雇用・労災・
健康・厚生

216,000円～
259,200円

雇用期間の定めなし

大津建設　株式会社 広島県三次市十日市南１丁目５番３０号 土木、建築、設備の業務
スタッフ【基幹技能者・
多能工候補】

雇用・労災・
健康・厚生

190,000円～
360,000円

雇用期間の定めなし

大津建設　株式会社 広島県三次市十日市南１丁目５番３０号 土木、建築、設備の業務
スタッフ【基幹技能者・
多能工候補】

雇用・労災・
健康・厚生

200,000円～
360,000円

雇用期間の定めなし

株式会社　ＣＧＳ
コーポレーション
三次営業所

広島県三次市十日市東１丁目３番１９号 高速道路における道路保
全業務

雇用・労災・
健康・厚生・
財形・その他

172,000円～
191,440円

雇用期間の定めなし
又は7時00分～19時00分の間
の8時間程度

大津建設　株式会社 広島県三次市十日市南１丁目５番３０号 建築設計・施工管理技術
者／補助スタッフ【監理
技術者候補】

雇用・労災・
健康・厚生

200,000円～
360,000円

雇用期間の定めなし

大津建設　株式会社 広島県三次市十日市南１丁目５番３０号 土木施工管理技術者／補
助スタッフ【監理技術者
候補】

雇用・労災・
健康・厚生

190,000円～
360,000円

雇用期間の定めなし

大津建設　株式会社 広島県三次市十日市南１丁目５番３０号 土木施工管理技術者／補
助スタッフ【監理技術者
候補】

雇用・労災・
健康・厚生

200,000円～
360,000円

雇用期間の定めなし

株式会社　山本組 広島県三次市三良坂町長田１３９４－２ 土木作業員 雇用・労災・
健康・厚生

210,000円～
330,000円

雇用期間の定めなし

医療法人　ともみ会
大倉医院

広島県三次市南畑敷町２２７番地の１ 正・准看護師 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

200,000円～
302,200円

雇用期間の定めなし

大津建設　株式会社 広島県三次市十日市南１丁目５番３０号 建築設計・施工管理技術
者／補助スタッフ【監理
技術者候補】

雇用・労災・
健康・厚生

190,000円～
360,000円

雇用期間の定めなし

有限会社　アトリ
エ・ファム

広島県三次市十日市東１－３－１７ 美容師（スタイリス
ト）

雇用・労災・
健康・厚生

200,000円～
350,000円

雇用期間の定めなし

有限会社　アトリ
エ・ファム

広島県三次市十日市東１－３－１７ 美容師（アシスタン
ト）

雇用・労災・
健康・厚生

180,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

海鮮居酒屋　香蘭
（有限会社　ダイレ
クトフード）

広島県三次市畠敷町６５－８ 調理補助及びホール
業務

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

220,000円～
300,000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

184,000円～
230,000円

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

有限会社　寿産業 広島県三次市吉舎町吉舎６７８－１ 機械オペレーター 雇用・労災

184,000円～
230,000円

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

株式会社　ハウスプ
ラン・Ｔ

広島県三次市西酒屋町１２１０－１ 不動産営業・ルームアド
バイザー

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

162,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

有限会社　藤原製作
所

広島県三次市甲奴町梶田１０４１番地 製缶溶接 雇用・労災・
健康・厚生

227,000円～
249,700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。

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）
40歳以下 1

TEL 0847-67-2150
　    （従業員数 4人 ）

34070- 3313611 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30分 日祝他
不問 1 歯科衛生士

TEL 0824-63-7400
　    （従業員数 4人 ）

34070- 3314911 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～18時00分 土日祝他 （AT限定不可）
不問 1 第二種電気工事士

TEL 0824-53-1733
　    （従業員数 2人 ）

34070- 3317811 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　　あれば尚可

(1)8時00分～16時45分 他 （AT限定不可）
不問 1 原動機付自転車免許

TEL 0824-62-2505 自動二輪車免許
　    （従業員数 128人 ）

34070- 3319511 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
日給 交替制あり

(1)8時00分～17時00分 他
18歳以上 3 ５トン限定準中型自動車免許

TEL 0824-63-0345
　    （従業員数 47人 ）

34070- 3320311 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）

(1)7時50分～17時00分 土日他
59歳以下 2 フォークリフト運転技能者

TEL 0824-68-2808 玉掛技能者
　    （従業員数 45人 ） プレス機械作業主任者

34070- 3321611 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない 毎　週 他に天井クレーン　あれば尚可

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
59歳以下 1 社会福祉士

TEL 0824-62-2888 精神保健福祉士
　    （従業員数 277人 ）

34070- 3322911 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
59歳以下 1 精神保健福祉士

TEL 0824-62-2888
　    （従業員数 277人 ）

34070- 3323111 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30分～17時30分 土日他
18歳以上 2 (2)12時00分～21時00分

TEL 0824-65-6191 (3)17時00分～2時00分
　    （従業員数 13人 ）

34070- 3326211 就業場所 広島県三次市 正社員 請負 毎　週
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 他
18歳～64歳 5 (2)8時30分～17時30分

TEL 0824-63-0529
　    （従業員数 57人 ）

34070- 3328411 就業場所 広島県三次市 正社員 請負 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 日他
不問 1

TEL 0824-75-2155
　    （従業員数 15人 ）

34070- 3329011 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)6時00分～16時00分 他
44歳以下 1 (2)6時30分～16時30分

TEL 0824-75-2155
　    （従業員数 15人 ）

34070- 3330911 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 日祝他
不問 2

TEL 0824-55-6022
　    （従業員数 5人 ）

34070- 3331111 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
日給 変形（1年単位） 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
不問 2

TEL 0824-55-6022
　    （従業員数 5人 ）

34070- 3332711 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年単位） 普通自動車運転免許　　必須

(1)8時00分～17時30分 日祝他 （AT限定不可）
59歳以下 2 (2)8時00分～17時00分

TEL 0824-62-0260
　    （従業員数 7人 ）

34070- 3333811 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20分～18時15分 日祝他
不問 1 看護師

TEL 0824-62-2468 准看護師
　    （従業員数 11人 ）

34070- 3335511 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20分～18時15分 日祝
不問 1 視能訓練士

TEL 0824-62-2468
　    （従業員数 11人 ）

34070- 3336411 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30分～16時00分 他
不問 1

TEL 0824-63-9955
　    （従業員数 70人 ）

34070- 3338311 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

松田歯科医院 広島県三次市南畑敷町５０６－１１ 歯科衛生士 雇用・労災・
健康・厚生

215,000円～
255,000円

雇用期間の定めなし

有限会社　藤原製作
所

広島県三次市甲奴町梶田１０４１番地 製缶溶接 雇用・労災・
健康・厚生

204,300円～
227,000円

雇用期間の定めなし

有限会社　アドバン
スオオヤマ

広島県三次市西酒屋町６９２－２ 警備員 雇用・労災・
健康・厚生

200,000円～
220,000円

雇用期間の定めなし

日本郵便株式会社
郵便事業総本部　三
次郵便局

広島県三次市十日市東４丁目２－２ 郵便外務事務（三次郵便
局）

雇用・労災・
健康・厚生

172,800円～
269,568円

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

株式会社　ハイテッ
クサービス

広島県三次市南畑敷町４６７－４　丸石
ビル２Ｆ

電気・電気通信設備工事
作業員

雇用・労災・
健康・厚生

180,000円～
280,000円

雇用期間の定めなし

医療法人　新和会
（三次病院・ピレ
ネ・ほのぼの）

広島県三次市粟屋町１７３１番地 相談員（精神保健福
祉士）

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

160,000円～
185,000円

雇用期間の定めなし

医療法人　新和会
（三次病院・ピレ
ネ・ほのぼの）

広島県三次市粟屋町１７３１番地 精神保健福祉士・社会福
祉士

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

160,000円～
185,000円

雇用期間の定めなし

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 工場内での自動車部
品製造

雇用・労災・
健康・厚生

165,000円～
180,000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　ニットー
三次営業所

広島県三次市南畑敷町４６６－２第２丸
石ビル２０２

警備業 雇用・労災・
健康・厚生

194,400円～
216,000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 窓ガラスの仕上げ、付随
する作業（ＹＫＫＡＰ）

雇用・労災・
健康・厚生

178,000円～
201,600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

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）

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

206,000円～
247,200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

豚の飼育管理 雇用・労災・
健康・厚生

165,000円～
288,000円

雇用期間の定めなし

医療法人　輝眸会
小川眼科

広島県三次市南畑敷町７７－１ 視能訓練士 雇用・労災・
健康・厚生

178,000円～
183,000円

雇用期間の定めなし

医療法人　輝眸会
小川眼科

広島県三次市南畑敷町７７－１ 正・准看護師 雇用・労災・
健康・厚生

178,000円～
240,000円

雇用期間の定めなし

有限会社　ルーフ
ルーフ

広島県三次市畠敷町８４５－３ 瓦ぶき作業員 雇用・労災・
健康・厚生

208,900円～
255,100円

雇用期間の定めなし

株式会社　Ａコープ
西日本　みよし店

広島県三次市十日市東三丁目１－４１ 商品発注、品出し等（日
配）

雇用・労災・
健康・厚生

144,290円～
144,290円

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

内容が変更された求人や、すでに採用決定等で取り消された求人もありますので、窓口で確認してください。 7



会社名 賃金形態 休日／

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

所在地・就業場所 職種

℡ 0824-62-8609

ハローワーク三次

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

◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。

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

に加入できない場合があります。

月給 変形（1ヶ月単位） 普通自動車運転免許　　あれば尚可

(1)8時15分～17時15分 他
59歳以下 3 (2)16時30分～9時30分 介護職員初任者研修修了者

TEL 0824-65-4077 介護職員実務者研修修了者

　    （従業員数 32人 ） その他の福祉・介護関係資格

34070- 3339611 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない その他 ヘルパー１級・ヘルパー２級・ヘルパー３級

月給 変形（1ヶ月単位） 普通自動車運転免許　　あれば尚可

(1)8時15分～17時15分 他
59歳以下 3 (2)16時30分～9時30分 介護福祉士

TEL 0824-65-4077
　    （従業員数 32人 ）

34070- 3340811 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30分～16時10分 他
18歳以上 1 (2)8時30分～17時10分 看護師

TEL 0824-53-2016 (3)9時30分～18時10分 准看護師
　    （従業員数 56人 ）

34070- 3343411 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15分～16時55分 他
18歳以上 1 (2)8時30分～17時10分

TEL 0824-53-2016 (3)16時30分～9時00分
　    （従業員数 57人 ）

34070- 3344011 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～17時30分 日祝他
59歳以下 1

TEL 0824-62-3539
　    （従業員数 32人 ）

34070- 3345311 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない その他 通勤用
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）
59歳以下 1

TEL 0824-62-3539
　    （従業員数 32人 ）

34070- 3346611 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～17時30分 日祝他
59歳以下 1

TEL 0824-62-3539
　    （従業員数 32人 ）

34070- 3347911 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない その他 通勤用
日給 変形（1年単位）

(1)8時50分～18時05分 他
40歳以下 2 (2)14時50分～0時05分

TEL 0824-44-3777 (3)23時50分～8時05分
　    （従業員数 36人 ）

34070- 3348111 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 交替制あり

(1)8時20分～17時05分 日祝他
18歳以上 2 (2)16時35分～1時10分

TEL 0824-63-7141 (3)0時25分～9時00分
　    （従業員数 211人 ）

34070- 3352011 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 拠出

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 （AT限定不可）
64歳以下 1

TEL 0824-62-5166
　    （従業員数 9人 ）

34070- 3353311 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
64歳以下 1 栄養士

TEL 0824-62-2323
　    （従業員数 14人 ）

34070- 3354611 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない 毎　週 車は通勤用
日給 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分 日祝他
不問 1 準中型自動車免許

TEL 0847-67-2220
　    （従業員数 11人 ）

34070- 3355911 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 土日祝他
40歳以下 1

TEL 0824-62-0039
　    （従業員数 3人 ）

34070- 3356111 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 土日他
64歳以下 1

TEL 0824-43-2181
　    （従業員数 28人 ）

34070- 3358811 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）
44歳以下 1

TEL 0824-66-3356
　    （従業員数 4人 ）

34070- 3359211 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 日祝他
18歳以上 5 (2)21時00分～6時00分 交通誘導警備業務検定２級

TEL 0824-63-3852 雑踏警備業務検定２級
　    （従業員数 10人 ）

34070- 3361311 就業場所 広島県三次市 正社員以外 請負 その他 給付

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- 3362611 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- 3363911 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない その他

一般社団法人　ＮＳ
ライフ　「ぬくも
り」

広島県三次市下川立町４８８－２ 介護職員（介護福祉
士）

雇用・労災・
健康・厚生

160,500円～
225,000円

雇用期間の定めなし

一般社団法人　ＮＳ
ライフ　「ぬくも
り」

広島県三次市下川立町４８８－２ 介護職員 雇用・労災・
健康・厚生

155,500円～
220,000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 印刷オペレーター　　製
本仕上オペレーター

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

175,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

社会福祉法人　備北
福祉会

広島県三次市君田町東入君２０９－１ 生活支援員（介護職員・
ニューライフ君田）

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

160,300円～
228,280円

雇用期間の定めなし

社会福祉法人　備北
福祉会

広島県三次市君田町東入君２０９－１ 看護師　【ニューライフ
君田】

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

206,500円～
302,680円

雇用期間の定めなし

株式会社　サン工業 広島県三次市三良坂町皆瀬１００７５番
地の１

機械加工オペレー
ター

雇用・労災・
健康・厚生

192,800円～
210,080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 ＤＴＰデザイナー 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

175,000円～
200,000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 企画営業 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

200,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

株式会社　國原組
介護事業部

広島県三次市三次町１８８０番地１ 栄養士 雇用・労災・
健康・厚生

164,000円～
164,000円

雇用期間の定めなし

有限会社　三次建販 広島県三次市南畑敷町７３７番地１ 営業 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　ジェイ・
エム・エス　三次工
場

広島県三次市四拾貫町山家３５０ 製造職 雇用・労災・
健康・厚生

146,268円～
154,428円

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

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

160,820円～
210,000円

雇用期間の定めなし

有限会社オフィス・
サンリバー

広島県三次市十日市南１－４－５
三次ステ－ションプラザビル４Ｆ

営業及び営業事務（幹部
候補）

雇用・労災・
健康・厚生

180,000円～
230,000円

雇用期間の定めなし

坂井建設　株式会社 広島県三次市甲奴町本郷６８０－４ 土木作業員 雇用・労災・
健康・厚生

291,250円～
326,200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

企業警備保障株式会
社　三次事務所

広島県三次市畠敷町１５９１番地２　Ｋ
ＳＭ３号

警備社員（一般道路及び
高速道路）

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

171,200円～
179,760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

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

内容が変更された求人や、すでに採用決定等で取り消された求人もありますので、窓口で確認してください。 8



会社名 賃金形態 休日／

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

所在地・就業場所 職種

℡ 0824-62-8609

ハローワーク三次

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

◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。

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

に加入できない場合があります。

月給 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- 3364111 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30分 日祝他 （AT限定不可）
不問 1 高圧ガス販売主任者（第２種）

TEL 0824-65-6450 ８トン限定中型自動車免許

　    （従業員数 4人 ）

34070- 3365711 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 中型免許は平成１９年６月１日以前の普通免許取得者は不要

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）
40歳以下 1

TEL 0824-65-3115
　    （従業員数 13人 ）

34070- 3366811 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他特記事項参照

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
不問 1

TEL 0824-64-2200
　    （従業員数 27人 ）

34070- 3367211 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15分 日祝他
不問 1

TEL 0824-64-2200
　    （従業員数 12人 ）

34070- 3368511 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 日祝他
59歳以下 1

TEL 0824-64-2200
　    （従業員数 27人 ）

34070- 3370611 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

TEL 0824-62-1210 (3)10時30分～19時30分
　    （従業員数 163人 ）

34070- 3371911 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 保育士

TEL 0824-62-1210 (3)10時30分～19時30分
　    （従業員数 163人 ）

34070- 3372111 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30分～19時30分
　    （従業員数 46人 ）

34070- 3373711 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30分 木日祝他
不問 1 (2)8時30分～13時00分 看護師

TEL 0824-62-2813 准看護師
　    （従業員数 6人 ）

34070- 3374811 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)8時30分～17時00分 日祝他
59歳以下 1 (2)8時30分～12時00分 薬剤師

TEL 0824-62-1108
　    （従業員数 199人 ）

34070- 3376511 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　　あれば尚可

(1)8時30分～17時00分 土日祝
不問 2

TEL 0824-63-6111
　    （従業員数 0人 ）

34070- 3377411 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（通勤用）

時給 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）
35歳以下 1

TEL 0824-65-3100
　    （従業員数 5人 ）

34070- 3378011 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)12時00分～21時00分 日祝他
64歳以下 1

TEL 0824-62-8567
　    （従業員数 29人 ）

34070- 3379311 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　　必須

(1)5時00分～14時00分 日祝他
64歳以下 2 (2)8時00分～17時00分 中型自動車免許

TEL 0824-62-8567 フォークリフト運転技能者

　    （従業員数 29人 ）

34070- 3380111 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない その他 Ｈ１９年６月１日以前取得の方は普通自動車以上

月給 変形（1年単位）
(1)5時00分～14時00分 日祝他

64歳以下 2 (2)8時00分～17時00分 ８トン限定中型自動車免許

TEL 0824-62-8567 フォークリフト運転技能者

　    （従業員数 29人 ）

34070- 3381711 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない その他 Ｈ１９年６月１日以前取得の方は普通自動車以上

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）
44歳以下 3

TEL 0824-62-5576
　    （従業員数 40人 ）

34070- 3382811 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
59歳以下 1 準中型自動車免許

TEL 0824-63-7636 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 22人 ）

34070- 3383211 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない その他 準中型運転免許以上（ＡＴ不可）

広島ガス三次　株式
会社

広島県三次市東酒屋町１４２４－１ プロパンガスの配送及び
その他補助業務

雇用・労災・
健康・厚生

160,000円～
199,000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　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

株式会社　佐々部材
木店

広島県三次市東酒屋町３０６－４８ 建築材の販売（営業）／
契約社員

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

300,000円～
400,000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 木材及びパレットの販売
（営業）／契約社員

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

200,000円～
250,000円

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

山崎電設工業　有限
会社

広島県三次市向江田町２８９－７ 一般作業員 雇用・労災・
健康・厚生

183,600円～
226,800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 保育士（子鹿医療療育セ
ンター）

雇用・労災・
健康・厚生

186,700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 生活支援員（子鹿医療療
育センター）

雇用・労災・
健康・厚生

178,700円～
231,700円

雇用期間の定めなし

株式会社　佐々部材
木店

広島県三次市東酒屋町３０６－４８ 木材及びパレットの販売
（営業）

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

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 薬剤師 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

213,800円～
249,200円

雇用期間の定めなし

谷岡産科・婦人科 広島県三次市三次町１７７８－３ 看護師・准看護師 雇用・労災・
健康・厚生

180,000円～
190,000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 介護士（特別養護老人
ホームこじか荘）

雇用・労災・
健康・厚生

181,700円～
233,700円

雇用期間の定めなし

株式会社　ゆだ　広
島営業所

広島県三次市南畑敷町８７０－２９ 検品、積込作業員 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　クレーン
サービス

広島県三次市向江田町４４５－２ クレーンその他建設機械
の整備士・検査員

雇用・労災・
健康・厚生

178,000円～
301,640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 金融窓口担当及び一
般事務

雇用・労災・
健康・厚生

135,000円～
135,000円

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

光栄電工　株式会社 広島県三次市三次町４６－６ 通信工事作業員 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

188,000円～
262,000円

雇用期間の定めなし

株式会社　ゆだ　広
島営業所

広島県三次市南畑敷町８７０－２９ 運転手（中型及び小
型）

雇用・労災・
健康・厚生

270,000円～
350,000円

雇用期間の定めなし

株式会社　ゆだ　広
島営業所

広島県三次市南畑敷町８７０－２９ 運転手（中型及び小型定
期便）／未経験者歓迎

雇用・労災・
健康・厚生

270,000円～
350,000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 土木作業員 雇用・労災・
健康・厚生

180,000円～
280,000円

雇用期間の定めなし

内容が変更された求人や、すでに採用決定等で取り消された求人もありますので、窓口で確認してください。 9



会社名 賃金形態 休日／

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

所在地・就業場所 職種

℡ 0824-62-8609

ハローワーク三次

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

◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。

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

に加入できない場合があります。

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）
59歳以下 1

TEL 0824-63-7636
　    （従業員数 22人 ）

34070- 3384511 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） 普通自動車運転免許　　あれば尚可

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

TEL 0824-62-2841 (3)9時30分～18時30分 看護師
　    （従業員数 39人 ）

34070- 3385411 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 日祝他 （AT限定不可）
59歳以下 1

TEL 0824-66-1220
　    （従業員数 11人 ）

34070- 3386011 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20分～17時30分 日祝他 （AT限定不可）
40歳以下 1

TEL 0824-62-4355
　    （従業員数 7人 ）

34070- 3387311 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～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- 3388611 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年単位） 普通自動車運転免許　　必須

(1)8時00分～16時50分 日他
64歳以下 2

TEL 0824-43-3934
　    （従業員数 15人 ）

34070- 3389911 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（ＡＴ限定可）

月給 交替制あり 普通自動車運転免許　　必須

(1)8時20分～17時05分 土日祝
18歳～59歳 7 (2)20時20分～5時05分

TEL 0824-62-6544 (3)17時05分～1時50分
　    （従業員数 427人 ）

34070- 3391811 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 拠出

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 1

TEL 0824-62-0003
　    （従業員数 20人 ）

34070- 3392211 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 0824-62-0003 車両系建設機械（基礎工事用）運転技能者

　    （従業員数 20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- 3393511 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 1 １級土木施工管理技士

TEL 0824-62-0003 ２級土木施工管理技士
　    （従業員数 20人 ）

34070- 3394411 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

日他
不問 1 健康運動指導士

TEL 0824-62-5537
　    （従業員数 40人 ）

34070- 3395011 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 ２級土木施工管理技士

TEL 0824-44-2051 １級土木施工管理技士
　    （従業員数 14人 ） 中型自動車免許

34070- 3396311 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 7人 ）

34070- 3398911 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30分～16時00分 日祝他
不問 1 (2)8時00分～16時30分 保育士

TEL 0824-62-6105 (3)8時30分～17時00分
　    （従業員数 0人 ）

34070- 3399111 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 日祝他
不問 2 調理師

TEL 0824-62-6105
　    （従業員数 0人 ）

34070- 3400311 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 普通自動車運転免許　　必須

(1)8時30分～17時15分 土日祝他
35歳以下 1 日商簿記３級

TEL 0824-62-3125
　    （従業員数 12人 ）

34070- 3401611 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 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）
59歳以下 1 ２級土木施工管理技士

TEL 0826-45-4514
　    （従業員数 9人 ）

34071- 1922811 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）
45歳以下 2

TEL 0824-72-2161
　    （従業員数 11人 ）

34072- 1531411 就業場所 広島県三次市 正社員 派遣・請負ではない その他

社会福祉法人　水明
会

広島県三次市南畑敷町４４１ 看護職員 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

192,500円～
233,900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 土木作業員 雇用・労災・
健康・厚生

210,903円～
277,200円

雇用期間の定めなし

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

田村ガラス　株式会
社

広島県三次市十日市東４－８－１２ サッシ等組立配送作
業員

雇用・労災・
健康・厚生

160,000円～
215,000円

雇用期間の定めなし

株式会社　國原組 広島県三次市江田川之内町５０１－２ 土木施工管理 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

222,000円～
292,000円

雇用期間の定めなし

大栄重機　株式会社 広島県三次市十日市中２－７－２４ 土木作業員 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　シナジー
テクニカ

広島県三次市東酒屋町３０６番地 製造スタッフ 雇用・労災・
健康・厚生

150,000円～
190,000円

雇用期間の定めなし

三原工業　有限会社 広島県三次市吉舎町敷地１６０８ マシニングオペレー
タ

雇用・労災・
健康・厚生

180,000円～
250,000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

大栄重機　株式会社 広島県三次市十日市中２－７－２４ 土木技術者 雇用・労災・
健康・厚生

250,000円～
400,000円

雇用期間の定めなし

大栄重機　株式会社 広島県三次市十日市中２－７－２４ オペレーター 雇用・労災・
健康・厚生

200,000円～
330,000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

189,500円～
189,500円

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

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

下森興業　有限会社 広島県三次市三良坂町三良坂１０４６１
番地６

土木施工管理（見習いを
含む）

雇用・労災・
健康・厚生

200,000円～
330,000円

雇用期間の定めなし

株式会社　エス・エ
フ・ケイ　ハーモ
ニー

広島県安芸高田市甲田町高田原１３７３
－７

２級土木施工管理技士／
三次市下川立町

雇用・労災・
健康・厚生

230,000円～
300,000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

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（子育て支
援課）

雇用・労災・
健康・厚生

159,500円～
159,500円

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

長岡商事　株式会社 広島県庄原市西本町ニ丁目１２－１０ 営業（三次営業所） 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

192,125円～
267,260円

雇用期間の定めなし

内容が変更された求人や、すでに採用決定等で取り消された求人もありますので、窓口で確認してください。 10



会社名 賃金形態 休日／

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

所在地・就業場所 職種

℡ 0824-62-8609

ハローワーク三次

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

◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。

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

に加入できない場合があります。

月給 普通自動車運転免許　　必須

(1)8時30分～17時30分 土日祝
35歳以下 1

TEL 0847-45-2228
　    （従業員数 27人 ）

34110- 2715211 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

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）
44歳以下 2

TEL 0820-24-6711
　    （従業員数 4人 ）

35100- 3853011 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 交替制あり 普通自動車運転免許　　あれば尚可

(1)8時00分～17時00分 他
不問 1

TEL 0824-63-5301
　    （従業員数 25人 ）

34070- 3540711 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- 5428311 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 変形（1年単位） 普通自動車運転免許　　あれば尚可

(1)9時00分～16時00分 他
不問 2 (2)12時00分～19時00分

TEL 082-543-2118
　    （従業員数 5人 ）

34010-52007811 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30分～17時00分 月他
不問 2 三級自動車整備士

TEL 082-503-1124
　    （従業員数 8人 ）

34010-52088911 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)12時00分～18時00分 他
不問 1

TEL 0584-89-8858
　    （従業員数 9人 ）

21020-13999011 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00分～12時00分 他
不問 1

TEL 0824-65-6537
　    （従業員数 3人 ）

34070- 3531711 就業場所 広島県三次市 無期雇用派遣パート 派遣 毎　週
時給 普通自動車運転免許　　必須

(1)8時10分～12時00分 土日祝他
64歳以下 2 (2)13時00分～17時00分

TEL 0824-62-2004
　    （従業員数 15人 ）

34070- 3532811 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 通勤用
時給 交替制あり

(1)9時30分～15時30分 他
59歳以下 2 (2)11時00分～15時00分

TEL 0824-63-3111
　    （従業員数 4人 ）

34070- 3535411 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 3 介護職員初任者研修修了者

TEL 0824-63-6111 ホームヘルパー２級
　    （従業員数 50人 ） 介護福祉士

34070- 3524811 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 月他
不問 2 (2)9時00分～16時00分 美容師

TEL 0824-64-3210 (3)10時00分～17時00分 理容師
　    （従業員数 4人 ）

34070- 3526511 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)14時00分～18時00分 土日祝
不問 1 保育士

TEL 0824-62-3505 幼稚園教諭免許（専修・１種・２種）

　    （従業員数 9人 ）

34070- 3530111 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30分～15時30分 土日祝他
不問 1

TEL 0824-63-1680
　    （従業員数 34人 ）

34070- 3517211 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00分 日祝他
不問 1 (2)8時30分～12時30分 歯科衛生士

TEL 0824-63-5470
　    （従業員数 7人 ）

34070- 3513911 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

日他
不問 1

TEL 080-8241-1259
　    （従業員数 7人 ）

34070- 3505911 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～10時30分 他
不問 1

TEL 082-270-2750
　    （従業員数 2人 ）

34010-51428511 就業場所 広島県三次市 パート労働者 請負 その他

株式会社　大瑛 広島県三次市下川立町４６９－４ 事務 労災

1,000円～1,000
円

雇用期間の定めなし 週1日～週2
日又は8時00分～17時00分の間

の3時間以上

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

クリーンスタッフ／
三次市

労災

900円～900円雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

週2日程度

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２丁目１－４３ 保育士・幼稚園教諭 雇用・労災

1,000円～1,054
円

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

週5日～週5
日

株式会社　サニク
リーン中国　三次支
店

広島県三次市東酒屋町３０６－３０ 一般家庭への掃除用具の
配達・回収

雇用・労災

950円～950円雇用期間の定めなし 週4日程度
又は9時00分～15時30分の間
の5時間

医療法人　林歯科医
院

広島県三次市十日市西一丁目２番１０号 歯科衛生士 労災

1,200円～1,500
円

雇用期間の定めなし 週3日以上
又は8時30分～17時00分の間
の4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

900円～900円雇用期間の定めなし 週3日～週5
日

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（登録ヘルパー） 労災

1,150円～1,200
円

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

週1日以上
又は7時00分～22時00分の間
の1時間以上

有限会社　フィール 広島県三次市青河町１１３０－３ 美容師・理容師 雇用・労災

900円～1,100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～19時30分の間

の6時間程度

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

雇用・労災

900円～900円雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

週3日～週5
日

株式会社　シーポイ
ント

広島県三次市粟屋町２５３５－１－２１
２

調理補助（三次デイサー
ビス相扶園）

労災

950円～980円雇用期間の定めなし 週4日程度

毛利醸造　株式会社 広島県三次市三原町１８９ 製造部員 雇用・労災

1,200円～1,200
円

雇用期間の定めなし 週5日程度

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

905円～905円雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

週5日程度

株式会社　ナカスカ
コーポレーション

広島県広島市中区国泰寺町１丁目３－１
５　やしまビル

販売員／三次店 雇用・労災・
健康・厚生

1,210円～1,210
円

雇用期間の定めなし 週5日程度

ネッツトヨタ広島
株式会社

広島県広島市西区南観音５丁目１６－７ ＜１～３月期間限定勤務
＞サービススタッフ（整
備）／三次

労災

1,500円～1,500
円

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

週3日～週5
日

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
（鮮魚／ベジタ店又はオ
アシス店）

雇用・労災・
健康・厚生

1,000円～1,200
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

ここからパート求人です

株式会社　でんしょ
う

山口県柳井市新庄１５７０の６　松山ビ
ル３階

電力設備の保守業務（広
島営業所）

雇用・労災・
健康・厚生

205,000円～
225,000円

雇用期間の定めなし

両備信用組合 広島県府中市元町４６２番地１０ 渉外係【正社員】 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

203,000円～
207,800円

雇用期間の定めなし

内容が変更された求人や、すでに採用決定等で取り消された求人もありますので、窓口で確認してください。 11



会社名 賃金形態 休日／

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

所在地・就業場所 職種

℡ 0824-62-8609

ハローワーク三次

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

◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。

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

に加入できない場合があります。

時給
(1)8時00分～17時00分 他

18歳以上 5 (2)10時00分～19時00分
TEL 082-227-6584

　    （従業員数 30人 ）

34010-51093911 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

他
不問 1 介護職員初任者研修修了者

TEL 082-243-1709 ホームヘルパー２級
　    （従業員数 14人 ） 介護福祉士

34010-50767111 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 介護職員実務者研修
時給

(1)8時00分～17時00分 日祝他
18歳以上 6

TEL 082-429-3231
　    （従業員数 108人 ）

34020- 7928811 就業場所 広島県三次市 パート労働者 請負 その他
時給

(1)9時00分～17時00分 土日他
不問 1

TEL 03-6427-6780
　    （従業員数 3人 ）

13010- 4734412 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- 3435911 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 看護師

TEL 0824-62-1210 (3)10時30分～19時30分 准看護師
　    （従業員数 154人 ）

34070- 3439211 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～18時00分 他
18歳以上 5 (2)22時00分～7時00分 介護職員初任者研修修了者

TEL 050-3733-3443 介護職員実務者研修修了者

　    （従業員数 34人 ） 介護福祉士

33080- 6842811 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 ・准看護師・看護師　あれば尚可　＊無資格者の方、応募歓迎

その他 交替制あり 普通自動車運転免許　　必須

他
不問 1 介護職員初任者研修修了者

TEL 0120-26-2266 介護職員実務者研修修了者

　    （従業員数 9人 ） 介護福祉士

34010-49855611 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 ヘルパー１級・２級、介護職員基礎研修も可

時給 交替制あり
(1)8時30分～17時00分 他

18歳～59歳 3 (2)16時30分～0時15分
TEL 082-428-7771

　    （従業員数 18人 ）

34020- 7771311 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 厚生

時給 交替制あり
(1)8時30分～17時00分 他

18歳以上 2 (2)16時30分～0時15分
TEL 082-428-7771

　    （従業員数 16人 ）

34020- 7774111 就業場所 広島県三次市 パート労働者 請負 毎　週
時給 普通自動車運転免許　　必須

(1)9時00分～15時00分 他
不問 1

TEL 06-6223-5450
　    （従業員数 0人 ）

27020-68097011 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

(1)5時30分～10時30分 他
64歳以下 2 (2)5時30分～13時30分

TEL 0120-70-2346 (3)10時30分～19時30分
　    （従業員数 5人 ）

27060-35384211 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45分～13時00分 他
不問 3 (2)12時45分～17時00分

TEL 086-944-4332 (3)16時45分～19時30分
　    （従業員数 10人 ）

33110- 6952711 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 理容師

TEL 082-569-8408
　    （従業員数 3人 ）

34010-49413711 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 ＊補助業務につては不問
時給 交替制あり

他
不問 2 美容師

TEL 082-569-8408
　    （従業員数 3人 ）

34010-49415211 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 ＊補助業務については不問

時給
他

不問 2

TEL 0823-72-1000
　    （従業員数 60人 ）

34030- 7944711 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 3

TEL 0823-72-1000
　    （従業員数 60人 ）

34030- 7989411 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～13時00分 他
不問 2 (2)8時00分～16時00分

TEL 0824-53-1212
　    （従業員数 50人 ）

34070- 3287211 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　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

965円～965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～18時00分の
間の4時間程度

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

900円～900円雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

週3日～週5
日

有限会社　吉 広島県広島市中区白島北町１３番８号 理容師・理容師補助／三
次市

労災

899円～1,500円雇用期間の定めなし 週2日以上
又は9時00分～17時00分の間
の3時間程度

有限会社　吉 広島県広島市中区白島北町１３番８号 美容師・美容師補助／三
次市（マーメイド）

労災

899円～1,500円雇用期間の定めなし 週2日以上
又は9時00分～19時00分の間
の3時間程度

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）

労災

965円～965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時間程度

株式会社　クリーン
工房　大阪支店

大阪府大阪市北区中之島２丁目２番２号
大阪中之島ビル８Ｆ

スポーツ施設の清掃（広
島県三次市）

労災

1,000円～1,050
円

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

週3日～週5
日

株式会社　ナリコマ
エンタープライズ

大阪府大阪市淀川区西宮原１丁目４番２
号
ナリコマＨＤ新大阪ビル６Ｆ

調理アシスタント（三次
市）

労災

1,000円～1,000
円

雇用期間の定めなし 週3日～週5
日

株式会社　コメリ
中四国ストアサポー
トセンター

岡山県岡山市東区西大寺川口３５０－１ （ＨＧ布野店）販売員
（アルバイト）

労災

900円～920円雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

週3日以上

サンキ・ウエルビィ
株式会社

広島県広島市西区商工センター６－１－
１１

ホームヘルパー（訪問介
護）／三次市十日市中

労災

1,021円～1,617
円

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

週1日～週5
日又は8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

広島県東広島市八本松西１丁目３－４ パチンコ店のホール・カ
ウンタースタッフ（三次
ビクトリー）

労災

1,000円～1,100
円

雇用期間の定めなし 週1日以上
又は8時30分～0時15分の間の
7時間程度

株式会社　伯和 広島県東広島市八本松西１丁目３－４ パチンコ店のホール・カ
ウンタースタッフ（三次
ビクトリー）

雇用・労災・
健康・厚生

1,000円～1,100
円

雇用期間の定めなし 週4日～週5
日又は8時30分～0時15分の間の

8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　とも
え会

広島県三次市粟屋町１１６６４ 看護師・准看護師（子鹿
医療療育センター）

労災

1,160円～1,500
円

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

週1日～週6
日

株式会社　土屋 岡山県井原市井原町１９２－２
　　久安セントラルビル　２Ｆ

訪問介護（雇用型パー
ト）／広島（三次市）

労災

1,100円～1,100
円

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

週1日以上

株式会社　ニチイ学
館　広島支店

広島県広島市中区大手町２丁目１１－１
０ＮＨＫ放送センタービル２１Ｆ

ヘルパー／三次市 労災

1,155円～1,385
円

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

週1日以上
又は8時00分～18時00分の間
の1時間以上

株式会社　三井開発 広島県東広島市八本松町原４７９２ 交通誘導警備業務 労災

1,125円～1,125
円

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

週1日～週5
日

株式会社　アメニ
ティ

東京都千代田区神田駿河台２丁目１０－
４　駿台興業ビル２階

現場常駐スタッフ／広島
県三次市

労災

1,150円～1,150
円

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

週2日～週3
日

株式会社　テイケイ
西日本

広島県広島市中区東白島町１９－７７ 警備スタッフ／三次
営業所

労災

1,250円～1,250
円

雇用期間の定めなし 週2日以内

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 交替制あり
(1)8時00分～13時00分 他

不問 2 (2)13時00分～17時00分
TEL 0824-53-1212 (3)8時00分～17時00分

　    （従業員数 50人 ）

34070- 3288511 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～13時00分 他
不問 2 (2)16時00分～20時00分

TEL 0824-53-1212 (3)18時00分～22時15分
　    （従業員数 50人 ）

34070- 3289411 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

TEL 0824-65-2033
　    （従業員数 26人 ）

34070- 3290611 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30分 他
不問 2

TEL 0847-67-2188
　    （従業員数 65人 ）

34070- 3292111 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～16時30分 他
不問 1 (2)8時30分～12時30分 看護師

TEL 0824-62-1321 准看護師
　    （従業員数 29人 ）

34070- 3301511 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 正・准看護師免許
時給

(1)9時00分～17時00分 月他
不問 1 美容師

TEL 0824-62-7100
　    （従業員数 8人 ）

34070- 3304311 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00分 月他
不問 2 (2)15時00分～19時00分

TEL 0824-63-2760 (3)9時00分～13時00分
　    （従業員数 2人 ）

34070- 3308711 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 1 歯科衛生士

TEL 0824-63-7400
　    （従業員数 4人 ）

34070- 3315111 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)9時00分～13時00分 看護師

TEL 0824-65-2151 准看護師
　    （従業員数 6人 ）

34070- 3316711 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 12人 ） 介護福祉士

34070- 3318211 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 交替制あり 普通自動車運転免許　　必須

(1)10時30分～18時30分 日祝他
不問 2 (2)12時30分～18時30分 保育士

TEL 0824-55-6664 (3)14時00分～18時00分 その他の福祉・介護関係資格

　    （従業員数 6人 ）

34070- 3324711 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 3

TEL 0824-69-0222
　    （従業員数 13人 ）

34070- 3327511 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)13時00分～18時00分 他
不問 1

TEL 0824-63-6258
　    （従業員数 15人 ）

34070- 3334211 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20分～12時30分 日祝
不問 1 (2)8時20分～17時00分 看護師

TEL 0824-62-2468 准看護師
　    （従業員数 11人 ）

34070- 3337011 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)16時00分～21時00分 土日祝他
不問 2 (2)17時30分～21時00分

TEL 0824-62-8567
　    （従業員数 29人 ）

34070- 3341211 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 普通自動車運転免許　　必須

(1)8時00分～17時00分 他
不問 1

TEL 0824-63-5301
　    （従業員数 25人 ）

34070- 3342511 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

土日
59歳以下 1

TEL 0824-44-3777
　    （従業員数 36人 ）

34070- 3349711 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

他
不問 1

TEL 0847-67-5101
　    （従業員数 16人 ）

34070- 3351411 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　サン工業 広島県三次市三良坂町皆瀬１００７５番
地の１

プレス作業員 雇用・労災

920円～920円雇用期間の定めなし 週5日程度
又は7時50分～17時05分の間
の6時間

株式会社　チアフル 広島県三次市甲奴町本郷２５５５ クリーンスタッフ 労災

900円～930円雇用期間の定めなし 週3日～週5
日又は7時00分～12時00分の間

の3時間程度

医療法人　輝眸会
小川眼科

広島県三次市南畑敷町７７－１ 正・准看護師 雇用・労災・
健康・厚生

1,100円～1,500
円

雇用期間の定めなし 週6日以内
又は8時20分～18時15分の間
の6時間程度

株式会社　ゆだ　広
島営業所

広島県三次市南畑敷町８７０－２９ 検品、積込作業員 雇用・労災

1,100円～1,100
円

雇用期間の定めなし 週5日以内

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）

雇用・労災・
健康・厚生

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

の5時間以上

一般社団法人　結 広島県三次市畠敷町２２－４ 保育業務及び発達支
援

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
日又は9時30分～18時00分の間

の4時間以上

株式会社　敬ちゃん
時計店　スクールＩ
Ｅ　三次校

広島県三次市十日市東１丁目２－４３
ヴァインケラービル２Ｆ

学習塾講師 労災

899円～1,650円雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

週1日～週6
日又は16時45分～21時35分の

間の1時間以上

社会福祉法人　くる
み会

広島県三次市粟屋町１７１８－２ 介護職員 雇用・労災

900円～970円雇用期間の定めなし 週4日程度

松田歯科医院 広島県三次市南畑敷町５０６－１１ 歯科衛生士 雇用・労災・
健康・厚生

1,300円～1,500
円

雇用期間の定めなし 週5日程度
又は8時30分～18時30分の間
の6時間程度

医療法人　碧い颯
清水医院

広島県三次市十日市南５丁目９－４５ 看護師（准看護師） 労災

1,250円～1,450
円

雇用期間の定めなし 週3日～週6
日

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

医療法人　ともみ会
大倉医院

広島県三次市南畑敷町２２７番地の１ 正・准看護師 雇用・労災

1,230円～1,800
円

雇用期間の定めなし 週3日～週5
日

有限会社　アトリ
エ・ファム

広島県三次市十日市東１－３－１７ 美容師（スタイリス
ト）

雇用・労災・
健康・厚生

1,200円～1,200
円

雇用期間の定めなし 週3日～週5
日又は9時00分～17時00分の間

の5時間以上

色染堂　三次店 広島県三次市十日市東２丁目１－２８ カラーリスト 労災

920円～1,500円雇用期間の定めなし 週3日～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 販売員（レジ） 雇用・労災

900円～900円雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

週5日程度
又は8時30分～22時15分の間
の3時間程度

株式会社　ユニクロ
三次店

広島県三次市南畑敷町２３９－１ ユニクロ店舗運営スタッ
フ（短期）

雇用・労災

950円～1,350円雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

週4日程度
又は12時00分～21時00分の
間の8時間

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番地 介護員 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　はなわ 広島県三次市十日市東四丁目９－５ 販売員（精肉） 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。 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
(1)6時00分～10時00分 他

不問 3 (2)16時00分～0時00分
TEL 0824-52-2575 (3)22時00分～6時00分

　    （従業員数 15人 ）

34070- 3357711 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　　必須

(1)8時00分～17時00分 日祝他
18歳以上 3 (2)21時00分～6時00分

TEL 0824-63-3852
　    （従業員数 10人 ）

34070- 3360011 就業場所 広島県三次市 パート労働者 請負 その他
時給 普通自動車運転免許　　必須

土日祝
不問 1

TEL 0824-62-6544
　    （従業員数 427人 ）

34070- 3390711 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

TEL 0824-62-2873
　    （従業員数 2人 ）

34070- 3397611 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 水他
不問 2

TEL 0824-72-2161
　    （従業員数 12人 ）

34072- 1530511 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～18時30分 他
不問 1

TEL 082-263-2220
　    （従業員数 12人 ）

34140-25176811 就業場所 広島県三次市 パート労働者 請負 その他

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～17時00分の間
の4時間以上

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ヶ月以上）

週5日程度

企業警備保障株式会
社　三次事務所

広島県三次市畠敷町１５９１番地２　Ｋ
ＳＭ３号

警備社員（一般道路及び
高速道路）

労災

1,000円～1,000
円

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

週1日以上

株式会社　シナジー
テクニカ

広島県三次市東酒屋町３０６番地 製造スタッフ（資材
管理）

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5日以内
又は8時20分～17時05分の間
の6時間程度

ヘアーサロン　ハッ
ピー

広島県三次市十日市東一丁目３－２２ 接客、掃除他 労災

900円～1,200円雇用期間の定めなし 週2日以上
又は9時00分～19時00分の間
の3時間以上

有限会社　アップワ
ン

広島県三次市三和町下板木２４２－１ コンビニエンスストア販
売員

雇用・労災・
健康・厚生

899円～1,000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。 14


