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リフォームもお任せください

TEL 0848-67-8555
〒723-0051　三原市宮浦6-15-21 

見積り・
相談

無料 ● ふわふわした床
● 屋根や外壁の汚れ
● 蛇口の水漏れ
● 換気扇の油汚れ 工事担当/増田です

● 使いづらい押入れ
● 玄関の段差
● 襖・網戸のやぶれ
お困りごとはありませんか？

住
ま
い
の
こ
と
な
ら

何
で
も
ご
相
談

く
だ
さ
い
!!

 

有限会社 備後建材
広島県知事許可(般-29)第24533号

〈住まいのリフォーム〉お気軽にお電話を！●全日本瓦工事業連盟加盟店
●一級かわらぶき技能士、屋根診断技士が伺います

ドローンでの屋根点検
始めました！！
ドローンでの屋根点検
始めました！！

三原市糸崎町2051-1 ☎0848-67-1313

雨もり補修
瓦ズレ補修

各種瓦葺替工事
一般住宅リフォーム

屋根工事
塗装工事一式
ブロック工事
エクステリア工事

太陽光

一緒に屋根を
見てみませんか？

地元店で安心!!

ご相談
お見積無料

〒725-0023 竹原市田ノ浦町1丁目9-12

TEL.0846-21-9539
竹原駅

JR呉線
●竹原道の駅

至忠海

至2号線

至小泉
町並保存地区

和宏家具

185

竹原港●

家具販売家具販売 修繕・補修修繕・補修
見積
無料

お家
・
家具
お家
・
家具

Before
After

量販店より安くて親切、地元のお店量販店より安くて親切、地元のお店量販店より安くて親切、地元のお店
住まいのことなら、
何でもお任せください！
住まいのことなら、
何でもお任せください！

リフォームリフォーム

別注家具・施設家具も
取り扱っています

別注家具・施設家具も
取り扱っています

アデーシャン

愛され続けて50年
懐かしのバタークリームケーキ

バタークリームで作った花や
果物をデコレーション

別途箱代　例えば関西方面　送料￥1,150 お電話でのご予約も承ります

・小（15cm）￥1,296
・中（18cm）￥1,944
・大（21cm）￥3,240

TEL.0848-63-8050
営業時間／10：00～17：30  
定休日／月・火・第一日曜日 5/23㈰臨時休業いたします

〒723-0011　広島県三原市東町2-8-8 (日赤病院前)

その他、焼き菓子詰め合せや完熟イチゴパフェ、ショートケーキ等もご用意しております

　お母さん ありがとう!　お母さん ありがとう!５/９㈰
母の日

全国発送可

アデーシャン
フルーツ花飾り
・小（15cm）￥1,847
・中（18cm）￥2,711
・大（21cm）￥4,223※価格はすべて税込です

月額3,６00円（税込）
●月間30本のレッスンが受け放題　1レッスン120円とお得！！

●月間16本のレッスンが受け放題　1レッスン160円とお得！！
　がん治療中、治療後の方を対象としたクラスです。

●スタジオレッスンかオンラインレッスンをお選びいただけます。

月額6,６00円（税込）

月額2,６00円（税込）

ヨガ・ピラティス
2021年の夏が来る！ さぁ、始めよう あなたの「やってみよう」を全力で応援します！

オンラインヨガ会員

アールイー　　　　会員オンライン
スタジオ

オンラインリボン会員

39＠re-re-studio.comお問
合せ

スタート応援キャンペーン延長決定！
入会金 ゼロ!

入会月会費 無料

スタジオアールイーの
料金についての詳細は
こちらからどうぞ！ ➡

三原市港町3-4-7ウルトラビル3F
TEL.0848-38-9622 

公式ラインの友だち追加は
こちらから➡

（8月末まで）

（オンライン会員のみ）
（その他特典あり）

お得な情報を
GETしちゃおう！

ご好評
につき

建工の売地・分譲地情報建工の売地・分譲地情報

TEL 0848-67-8555
一級建築士事務所・宅建業・建設業

設計
施工

建設業番号・広島県知事許可（般 -30）第 34706 号／宅建業・広島県知事（4）第 9268 号／広島県知事登録18（1）第 4540 号 ［取引態様／売主］

〒723-0051 三原市宮浦6-15-21 ［広告有効期限2021年5月末日］

その他売地もございます
詳しくはHPをご覧ください➡

【物件概要】●所在地／三原市
西町1丁目●交通／西宮バス停
徒歩約3分●地目／宅地、用悪
水路●都市計画／市街化区域
●用途地域／近隣商業●建ぺ
い率・容積率／80％・300％●
取引態様／売主●その他／建
築条件付

西町1丁目 ★三原駅まで徒歩約13分。
★三原小・第二中学校区。

宗郷3丁目

1,050万円1,050万円
●土地面積/234.05㎡
　（70.80坪）
●土地面積/234.05㎡
　（70.80坪）

★田野浦小・第三中学校区。★田野浦小・第三中学校区。
【物件概要】●所在地／三原市
宗郷3丁目●交通／宗郷町バス
停徒歩約4分●地目／宅地●都
市計画／市街化区域●用途地
域／一種住居●建ぺい率・容積
率／60％・200％●取引態様／
売主●その他／建築条件付

890万円890万円
●土地面積/241.22㎡
　（72.96坪）
●土地面積/241.22㎡
　（72.96坪）

【物件概要】●所在地／三原市
館町2丁目●交通／大橋バス停
徒歩約４分●地目／宅地●都市
計画／市街化区域●用途地域
／一種住居●建ぺい率・容積率
／60％・200％●取引態様／売
主●その他／建築条件付

★三原駅まで徒歩約7分。
★三原小・第二中学校区。館町2丁目

②1,041万円②1,041万円
●土地面積/143.05㎡
　（43.27坪）

残り1区画残り1区画

私道

② 済済

★田野浦小・第三中学校区。宗郷2丁目
685万円～　
840万円
685万円～　
840万円

②号地面積/161.21㎡（48.76坪）
③号地面積/155.97㎡（47.18坪）
④号地面積/141.15㎡（42.69坪）

【物件概要】●所在地／三原市宗
郷2丁目●交通／三原大橋入口
バス停徒歩約２分●地目／宅地
●都市計画／市街化区域●用
途地域／一種住居●建ぺい率・
容積率／60％・200％●取引態
様／売主●その他／建築条件付

【物件概要】●所在地／三原市宮浦
3丁目●交通／三番町バス停徒歩
約5分●構造／木造2階建●地目／
宅地●都市計画／市街化区域●用
途地域／1種住居●建ぺい率・容積
率／60%・200％●取引態様／売
主／建築確認番号／第2020東部
三原確認0087号●完成予定／
2021年8月末

★レースカーテン・照明・外構付
★南小・宮浦中学校区。

2,830万円2,830万円4LDK4LDK ●土地面積/116.93㎡（35.37坪）
●建物面積/99.57㎡（30.11坪）

宮浦3丁目の分譲住宅EAST
※パースはイメージです。

耐震等級3

(税込)

南間口

南間口

南間口

New

②
④

③

小
●水漏れ補修 ●パッキン等部品交換
●床鳴り補修 ●床張替え ●畳替え
●襖 ●障子張替え ●建具補修
●家具造作 ●硝子入替え
●雨漏り補修 ●波板、庇張替え
●鉄部塗装
●バリアフリー（手摺り取付け・段差解消など）
●給湯器の交換 ●住設機器の取替え

http://www.fujii-fine.com 三原市和田1丁目3番20号 TEL（0848）63-0200 FAX（0848）63-2165

さなリフォーム！
どうぞお気軽に！

お役立ち情報満載！
“リフォーム便り”（無料）
差し上げます！

点検／見積 無料三原で50年の実績三原で50年の実績
0120-46-2153

建築士、施工管理技師等、資格をもったプロが
どんな小さなご相談も承ります。

お家の“困った”を
“良かった”に！！
お家の“困った”を
“良かった”に！！ 大規模リフォーム！

おまかせください！
●増改築 ●洋室、和室の変更など改築
●水廻りの改築（キッチン・浴室・洗面室・トイレ）
●屋根 ●外構
●外壁の葺き替えと塗装、雨樋
●エクステリア（カーポート・フェンス・バルコニー）
●玄関ドア ●アルミサッシなど取替え
●内装（カーテン・カーペット・クロス貼替え）
●オール電化 ●太陽光発電 ●耐震補強

大 小
GW明け！ 心機一転がんばろう！GW明け！ 心機一転がんばろう！
問わず快適リフォームいたします。問わず快適リフォームいたします。

http://www.matsumoto-tansu.com/
0120-355-328

破れ
破損
破れ
破損

思い出
一杯
思い出
一杯家具、甦ります！！家具、甦ります！！見積

無料
見積
無料

三原市本町１丁目9-30 定休日/水曜日イス・ソファーの張り替えイス・ソファーの張り替え

三原で100年の実績
プロの家具屋が
とことん

こだわりました！！

プロの家具屋が
とことん

こだわりました！！
テーブルの塗り替え！テーブルの塗り替え！

BeforeBefore AfterAfter BeforeBefore AfterAfter

TEL.0848-66-3511原建具工場株式会社　本社/三原市新倉2-12-1
※そのほか、詳細は右記の番号までお気軽にお問い合わせください。人事担当/山田

●給与／
●賞与／
●時間／8:00～17:00

20～40万円
年2回

体を動かすことが好きな方へ！体を動かすことが好きな方へ！

●営業
●施工・製造職
労働保険及び各種社会保険完備！

【仕事内容】尾三地区を中心とした営業、アルミサッシや
　　　　　エクステリアの組み立て取付など

技術習得
サポートあり！

   初めての方歓迎！

正社員
募集中! 書類選考

あり
男女
問わず！

見積無料
●他社で保証切れの方●天井や床下が気になる方●金額を見直したい方

害虫防除の年間定期管理はおまかせください。

床下に薬剤を散布しない環境に優しい

シロアリ駆除！シロアリ駆除！
0120-37-6464ダスキン アピア 三原市明神3丁目9-3［三原宗郷店］
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〒722-0023 尾道市東則末町9-41
まずはお気軽にお電話下さい株式会社

※転送のため10回以上コールして下さい。日・祝も受け付けます。（担当／のぶひろ）

TEL 0848-22-7666
携帯 090-5373-6655

サービス係スタッフ募集!
で
ム
イ
タ
ル
フ

、
方
る
け
働

！
遇
優
に
特

　　

●内容／葬儀の接客
●日給／葬儀10,000円～・通夜5,000円～・法要5,000円～
●時間／葬儀 ①  9:00～  ②10:00～ ③11:00～（葬儀8h位の勤務）
　　　　  通夜 ①16:30～  ②17:30～（通夜3.5h位の勤務）
●休日／自己申告制
●待遇／社会保険完備・各種手当有・昇給有・自家用車通勤可能な方 
　　　　他詳細は面談の上

※土・日・祝のみ勤務希望の方もOK!
土・日・祝で
5時間位

法要専門スタッフ
同時募集！！

http://www.matsumoto-tansu.com/
0120-355-328

見積
無料
見積
無料

三原市本町１丁目9-30 定休日/水曜日

AfterAfter BeforeBefore

AfterAfter

カーテンを新しくすると
お部屋も明るくなります。
カーテンを新しくすると
お部屋も明るくなります。

カーテンレールもお洒落に！カーテンレールもお洒落に！

豊富な色・柄・サイズより
お選びいただけます。
豊富な色・柄・サイズより
お選びいただけます。

お
気
軽
に

ご
相
談
下
さ
い

カーテンをカーテンを 今がチャンス！！今がチャンス！！

お得お得
BeforeBefore
にリニューアル

！
にリニューアル

！

備三タクシー株式会社 TEL.0848-47-0001
お問合せは　本社／〒722-0052 尾道市山波町3101-9

募
集
募
集

若年で、ひと稼ぎしたい心優しい人
乗務員 自分の努力で、収入が変化する 若い人（新卒男女）
総合職 20才代で（男女問わず）将来管理職・経営に携わりたい野心のある方

拠　点 尾道・三原・甲山・因島　詳しくは総務部へ

将
来
の
会
社
像

●若い力で観光タクシーの充実を図りたい！
●地域のブランドを目指して
●タクシーと言うベースに多くの付加価値を
●脱炭素時代にグリーンスローモビリティへのチャレンジ
●楽しい職場　新しい取り組みの創造

免許等は会社で取得可能

新卒男女歓迎！

元気でお掃除が
大好きな方大歓迎！！

清掃スタッフ清掃スタッフ
〈募集要項〉
●勤 務 地／フレスタモールカジル瀬戸田店
　　　　　  　　（尾道市瀬戸田町中野407-13旧瀬戸田サンプラザ店）
●仕事内容／

●時　　給／880円
●勤 務 日／水・土・日 3回/週
●勤務時間／AM 7：30～11：00(3.5h)

電話連絡の上、履歴書（写真貼付）をご持参下さい。
※面接は現地で行います。

応  募

募集募集
♪未経験者歓迎　 ～60代のスタッフさん活躍中！
♪どなたでも出来る簡単な清掃業務です！

お気軽に
ご連絡下さい

ー 総 合 ビ ル 管 理－
有限
会社 マツウラ ☎ 084-928-9003

受付／平日9：00～18：00  
　　　土曜9：00～12：00
 　 　　※日祝を除く 〒720-0814　広島県福山市光南町1-5-16 ■担当：採用係までmatsuura

島外から勤務の方は
交通費を全額支給

店舗の床がメインの清掃業務
(操作が簡単な洗浄機を使用して店舗の
 床清掃をお願いします)

未経験者でも意欲のある方大歓迎。まずは、お電話ください。

〒723-0041 三原市和田1丁目11-1
フジ地中情報株式会社 TEL.080-4103-3042（竹原採用担当）

TEL.0848-64-3348

〈勤 務 地〉
〈仕事内容〉
〈資 格 等〉

竹原市内　公共料金に係わるお仕事です
水道メーターの検針
普通自動車免許（AT限定可）
または原付等のバイク免許

〈給　　与〉
〈勤務時間〉

〈待　　遇〉

6万円～12万円程度
8：30～17：30（偶数月） 6～10日間程度の
お仕事　勤務時間応相談
交通費（応相談）・制服貸与

竹原市内 3名水道メーター検針員募集！募集！
小さなお子様がいる方も活躍中！ 副 業 O K !

東 広 島 市 西 条 大 坪 町 2 - 1
三 原 市 宗 郷 1 丁 目 6 - 1 7

TEL（0848）38-9050
携帯 070-1890-3618

本　　　社
三原営業所

業務拡大
につき
業務拡大
につき 求人大募集！ あなたの

お仕事探しを

お手伝い！

人材総合ビジネス
一般労働者派遣事業（般34-02-0004） 有料職業紹介事業（34-ユ-300160）
http://approach-group.jimdo.com

各種保険対応、交通費支給有、退職金制度有(退職金規定有)、入社祝金制度（当社規定有）寮など相談可各種保険対応、交通費支給有、退職金制度有(退職金規定有)、入社祝金制度（当社規定有）寮など相談可

1 2リーチ式フォークリフト
時給／
時間／
休日／
勤務地／

時給／
時間／
休日／
勤務地／

1,200円～
8:０0～17:00
シフト制
三原市

1,200円～
8:０0～17:00
シフト制
三原市

3 自動車部品製造
時給／
時間／

休日／
勤務地／

時給／
時間／

休日／
勤務地／

1,050円～
8:00～17:00
20:０0～5:00
土・日・大型連休
三原市

1,050円～
8:00～17:00
20:０0～5:00
土・日・大型連休
三原市

4 電子部品検査
時給／

時間／

休日／

勤務地／

時給／

時間／

休日／

勤務地／
5 弁当、惣菜盛付け等
時給／
時間／

休日／
勤務地／

時給／
時間／

休日／
勤務地／

1,000円
8:00～17:00
8:30～17:30
シフト制
三原市

1,000円
8:00～17:00
8:30～17:30
シフト制
三原市

カウンター式フォークリフト
時給／
時間／

休日／
勤務地／

時給／
時間／

休日／
勤務地／

1,200円～
8:０0～17:00
9:０0～17:00
6:０0～15:00
シフト制
三原市

1,200円～
8:０0～17:00
9:０0～17:00
6:０0～15:00
シフト制
三原市

平日のみも
可能です！

急募！
①1,050円～
②1,150円～
①8:00～17:00
②8:30～20:30
　20:30～8:30
①土・日・大型連休
②4勤2休
三原市

①1,050円～
②1,150円～
①8:00～17:00
②8:30～20:30
　20:30～8:30
①土・日・大型連休
②4勤2休
三原市

他にも多数お仕事あります。
お気軽にお問い合せください！
他にも多数お仕事あります。
お気軽にお問い合せください！

東広島 三　原 尾　道

勤務時間帯、勤務日相談可

勤務時間帯、勤務日相談可

勤務時間帯、勤務日相談可

清掃スタッフ（パート）

募集！！募集！！クラブハウス内のお仕事なので快適です♪クラブハウス内のお仕事なので快適です♪
50代・60代・70代スタッフ多数活躍中！！50代・60代・70代スタッフ多数活躍中！！

★家事経験を活かして働けます
★車・バイクでの通勤OK!
★未経験者OK!! 
★女性多数活躍中！

㈱トータルメンテナンスジャパン 大阪支店 TEL.080-5875-5393
TEL.06-6838-8980〒532-0011 大阪市淀川区西中島5-11-10  第3中島ビル 3F （採用担当／石原）

「訪れるゲストにいつも笑顔を」事業／メンテナンス及び清掃業務

【勤務地】本郷カントリークラブ
三原市本郷町南方字松屋根1251-1

【仕　事】
【給　与】
【時　間】

クラブハウス内での清掃業務
時給900円～950円（経験による）
8：00～12：00
※シフト制となります　勤務日数相談に応じます

※面接は本郷カントリークラブ現地にて行います

【勤務地】竹原カントリークラブ
竹原市小梨町字堂平2020(マックスバリュ本郷より車で10分）

【仕　事】
【給　与】
【時　間】

クラブハウス内での清掃業務
時給900円～950円（経験による）
9：00～15：00/9:00～16:00（休憩75分）
10：00～16：00/10:00～１７：００（休憩75分）
※シフト制となります　勤務日数相談に応じます

※面接は竹原カントリークラブ現地にて行います

共通　【待遇】制服貸与・交通費全額支給（当社規定による）  【応募】お気軽にお電話下さい 

募集！！募集！！食品工場内での
機械洗浄作業員
食品工場内での
機械洗浄作業員

アヲハタ㈱ ジャム工場
竹原市忠海町1丁目2番43号(JR呉線 忠海駅から徒歩10分)
①16時30分～20時(工場生産状況により変更の場合あり)
②20時30分～24時(工場生産状況により変更の場合あり)
③16時30分～24時(休憩時間 1時間)

1,200円
ジャム工場の生産終了後の機械・工場内の清掃業務
※研修期間 2週間程度。未経験者でもしっかりサポートします。
勤務時間①② ダブルワーク歓迎
勤務時間③ 週5日勤務可能者 優遇

勤 務 地

勤 務 時 間

時 給
仕 事 内 容

詳細事項等

尾道市栗原東1-6-29 http://www.shinwabs.co.jp

お問い合わせ

TEL 0848-23-9102
新和ビル・サービス株式会社

TEL.0848-67-7045

三原市医師会居宅介護支援事業所

三原市宮浦1丁目15番１６号

まずはお気軽にお電話ください三原市医師会在宅介護支援事業部

急募！！急募！！常に相談できる環境下で仕事ができるので未経験でも安心です！
● 仕事内容／介護保険法によるケアプランの作成
　　　　　　支援のための総合相談
　　　　　　各機関との連携・施設間調整
● 資　　格／介護支援専門員
● 勤　　務／正社員 8:30～17:30
● 待　　遇／委細面談の上

0120-217-373

土木・管工事の作業員・監督及び管理 
経験者優遇

〒723-0052 三原市皆実二丁目5番25号　TEL.0848-61-5373　FAX.0848-61-5375

総合建設業 信頼・誠実・アフターサービス
有限
会社 西 原 建 設

正社員
募集！！
正社員
募集！！

月給／235,000円～390,000円
資格／施工管理技士1級又は2級
時間／8:00～17:00（休憩:午前・午後各30分、昼休み：60分）
休日／第2・4土曜、日、祝、年末年始、GW、夏季休暇、会社カレンダーによる
待遇／各種社会保険完備、昇給、賞与あり
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