
職　種 年　齢 従業員数 業　　種
区分 事業所名 就業場所 就業時間 うち女性 加入保険

事業所所在地 電話番号 企業全体 求人番号
介護職員 不問 正社員 (1) 7時30分～16時30分 13人

 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし (2)10時00分～19時00分 8人
(3)19時00分～ 7時30分 雇用・労災・健康・厚生

18人
2人 年2回 3.00月分

介護職員（介護福祉士） 不問 正社員 (1) 7時30分～16時30分 13人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし (2)10時00分～19時00分 8人

(3)19時00分～ 7時30分 雇用・労災・健康・厚生

18人
2人 年2回 3.00月分

介護職員（介護支援専門員） 不問 正社員 (1) 7時30分～16時30分 13人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし (2)10時00分～19時00分 8人

(3)19時00分～ 7時30分 雇用・労災・健康・厚生

18人
1人 年2回 3.00月分

介護職員（夜間専門：正職員） 18歳以上 正社員 (1)16時00分～10時00分 13人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし 8人

雇用・労災・健康・厚生

18人
2人

看護師（正）【ケアホーム生地】 不問 正社員 (1) 9時00分～18時00分 7人
 黒部市 雇用期間の定めなし (2) 7時30分～16時30分 5人

(3)10時00分～19時00分 雇用・労災・健康・厚生

37人
1人 年2回 3.00月分

介護職員（夜間専門：正職員）【ケアホーム生地】 18歳以上 正社員 (1)16時00分～10時00分 7人
 黒部市 雇用期間の定めなし 5人

雇用・労災・健康・厚生

37人
2人

介護職員（介護支援専門員） 不問 正社員 (1) 7時30分～16時30分 7人
 黒部市 雇用期間の定めなし (2)10時00分～19時00分 5人

(3)19時00分～ 7時30分 雇用・労災・健康・厚生

37人
1人 年2回 3.00月分

介護職員（介護福祉士）【ケアホーム生地】 不問 正社員 (1) 7時30分～16時30分 7人
 黒部市 雇用期間の定めなし (2)10時00分～19時00分 5人

(3)19時00分～ 7時30分 雇用・労災・健康・厚生

37人
2人 年2回 3.00月分

介護職員【ケアホーム生地】 不問 正社員 (1) 7時30分～16時30分 7人
 黒部市 雇用期間の定めなし (2)10時00分～19時00分 5人

(3)19時00分～ 7時30分 雇用・労災・健康・厚生

37人
4人 年2回 3.00月分

介護職員【グループホーム黒部】 不問 正社員 (1) 7時30分～16時30分 22人
 黒部市 雇用期間の定めなし (2)10時00分～19時00分 16人

(3)19時00分～ 7時30分 雇用・労災・健康・厚生

37人
2人 年2回 3.00月分

介護職員（介護福祉士）【グループホーム黒部】 不問 正社員 (1) 7時30分～16時30分 22人
 黒部市 雇用期間の定めなし (2)10時00分～19時00分 16人

(3)19時00分～ 7時30分 雇用・労災・健康・厚生

37人
2人 年2回 3.00月分

介護支援専門員【グループホーム黒部】 不問 正社員 (1) 7時30分～16時30分 22人
 黒部市 雇用期間の定めなし (2) 9時00分～18時00分 16人

(3)10時00分～19時00分 雇用・労災・健康・厚生

37人
1人 年2回 3.00月分

看護師（正）【グループホーム黒部】 不問 正社員 (1) 9時00分～18時00分 22人
 黒部市 雇用期間の定めなし (2) 7時30分～16時30分 16人

(3)10時00分～19時00分 雇用・労災・健康・厚生

37人
1人 年2回 3.00月分

電気工事施工管理 64歳以下 正社員 (1) 8時00分～17時00分 65人
 魚津市 雇用期間の定めなし 18人

雇用・労災・健康・厚生

67人
2人 年2回 3.00月分

電気工事士・電気設備点検士 64歳以下 正社員 (1) 8時00分～17時00分 65人
 魚津市 雇用期間の定めなし 18人

雇用・労災・健康・厚生

67人
2人 年2回 3.00月分

通信工事士・通信設備点検士 64歳以下 正社員 (1) 8時00分～17時00分 65人
 魚津市 雇用期間の定めなし 18人

雇用・労災・健康・厚生

67人
2人 年2回 3.00月分

介護職【しんせい花の丘／黒部市】 不問 正社員 (1) 8時30分～17時30分 14人
 黒部市 雇用期間の定めなし (2)16時00分～ 9時00分 13人

雇用・労災・健康・厚生

120人
1人 年2回

（請）機械オペレーター 不問 正社員 (1) 8時20分～17時00分 96人
 黒部市 雇用期間の定めなし (2)16時20分～ 1時00分 18人

(3) 0時20分～ 9時00分 雇用・労災・健康・厚生

148人
2人 年2回

（請）ピッキング・運搬 不問 正社員 (1) 8時20分～17時00分 45人
 黒部市 雇用期間の定めなし 23人

雇用・労災・健康・厚生

148人
1人 年2回

（請）機械オペレーター・検査 不問 正社員 (1) 6時20分～15時00分 96人
 黒部市 雇用期間の定めなし (2)13時00分～21時40分 18人

雇用・労災・健康・厚生

148人
1人 年2回

（請）部品付・検査 不問 正社員 (1) 8時20分～17時00分 45人
 黒部市 雇用期間の定めなし 23人

雇用・労災・健康・厚生

148人
1人 年2回

フル
タイム
１

変形（１ヶ月単位）
165,000円～180,000円 老人福祉・介護事業

株式会社　ウェルフェアサービス 他
実費（上限あり）

富山県高岡市関町６－２ 0766-54-6346 その他 毎月　50,000円まで
16020- 9807691

フル
タイム
２

変形（１ヶ月単位）
190,000円～235,000円 老人福祉・介護事業

株式会社　ウェルフェアサービス 他
実費（上限あり）

富山県高岡市関町６－２

区　分
雇用期間
求人数

交替制 賃　　　金
休　日 通勤手当
週休二日 賞与（前年度実績）

16020- 9808991

フル
タイム
３

変形（１ヶ月単位）
220,000円～330,000円 老人福祉・介護事業

株式会社　ウェルフェアサービス 他
実費（上限あり）

富山県高岡市関町６－２ 16020- 9809491

フル
タイム
４

変形（１ヶ月単位）
245,000円～260,000円 老人福祉・介護事業

株式会社　ウェルフェアサービス

その他 毎月　50,000円まで

0766-54-6346 その他 毎月　50,000円まで

他
実費（上限あり）

富山県高岡市関町６－２

他
実費（上限あり）

富山県高岡市関町６－２ 0766-54-6346

0766-54-6346 その他 毎月　50,000円まで

16020- 9810291

フル
タイム
５

変形（１ヶ月単位）
230,000円～250,000円 老人福祉・介護事業

ケアスタジオ　株式会社

0766-54-6346 その他 毎月　50,000円まで
16020- 9814391

フル
タイム
６

変形（１ヶ月単位）
245,000円～260,000円 老人福祉・介護事業

ケアスタジオ　株式会社

富山県高岡市関町６－２ 0766-54-6346 その他 毎月　50,000円まで

0766-54-6346 その他 毎月　50,000円まで

他
実費（上限あり）

富山県高岡市関町６－２ 0766-54-6346 その他 毎月　50,000円まで

フル
タイム
７

変形（１ヶ月単位）
220,000円～330,000円 老人福祉・介護事業

ケアスタジオ　株式会社 他
実費（上限あり）

富山県高岡市関町６－２ 16020- 9817491

他
実費（上限あり）

富山県高岡市関町６－２

16020- 9822391

16020- 9816991

16020- 9818791

他
実費（上限あり）

フル
タイム
１０

変形（１ヶ月単位）
165,000円～180,000円 老人福祉・介護事業

ケアスタジオ　株式会社

フル
タイム
９

変形（１ヶ月単位）
165,000円～180,000円 老人福祉・介護事業

ケアスタジオ　株式会社

フル
タイム
８

変形（１ヶ月単位）
190,000円～235,000円 老人福祉・介護事業

ケアスタジオ　株式会社

0766-54-6346 その他 毎月　50,000円まで
16020- 9819891

0766-54-6346 その他 毎月　50,000円まで
16020- 9823691

フル
タイム
１２

その他 毎月　50,000円まで

他
実費（上限あり）

富山県高岡市関町６－２ 0766-54-6346 その他 毎月　50,000円まで

実費（上限あり）
富山県高岡市関町６－２

16020- 9824991

他
実費（上限あり）

富山県高岡市関町６－２ 0766-54-6346

実費（上限あり）
富山県高岡市関町６－２

16040- 4213791

フル
タイム
１１

変形（１ヶ月単位）
190,000円～235,000円 老人福祉・介護事業

ケアスタジオ　株式会社 他

フル
タイム
１４

変形（１年単位）
295,000円～367,000円 電気工事業

日本海電業　株式会社

フル
タイム
１３

変形（１ヶ月単位）
230,000円～250,000円 老人福祉・介護事業

ケアスタジオ　株式会社

変形（１ヶ月単位）
220,000円～330,000円 老人福祉・介護事業

ケアスタジオ　株式会社

0766-54-6346 その他 毎月　50,000円まで
16020- 9825491

他

0765-24-0577 その他 毎月　20,000円まで
16040- 4214891

フル
タイム
１６

その他 毎月　20,000円まで

日祝他
実費（上限あり）

富山県魚津市宮津２３８番地１ 0765-24-0577 その他 毎月　20,000円まで

実費（上限あり）
富山県魚津市宮津２３８番地１

16040- 4215291

日祝他
実費（上限あり）

富山県魚津市宮津２３８番地１ 0765-24-0577

実費（上限あり）
富山県黒部市新牧野３４９　ユアーズビル
黒部Ｂ棟

16040- 4198691

フル
タイム
１５

変形（１年単位）
243,000円～341,000円 電気工事業

日本海電業　株式会社 日祝他

フル
タイム
１８

交替制あり 211,900円～294,400円
建設用・建築用金属
製品製造業（製缶板有限会社　長崎新サッシ工業

フル
タイム
１７

交替制あり 160,000円～180,000円
その他の社会保険・
社会福祉・介護事業有限会社　真成

変形（１年単位）
243,000円～341,000円 電気工事業

日本海電業　株式会社

0765-57-3070 その他 毎月　20,000円まで
16040- 4221891

他

0765-72-5770 毎　週 毎月　7,000円まで
16040- 4199991

フル
タイム
２０

毎　週 毎月　7,000円まで

土日他
実費（上限あり）

富山県下新川郡入善町椚山４２３６－１０ 0765-72-5770 毎　週 毎月　7,000円まで

実費（上限あり）
富山県下新川郡入善町椚山４２３６－１０

16040- 4200091

土日他
実費（上限あり）

富山県下新川郡入善町椚山４２３６－１０ 0765-72-5770

実費（上限あり）
富山県下新川郡入善町椚山４２３６－１０

フル
タイム
１９

184,000円～184,000円
建設用・建築用金属
製品製造業（製缶板有限会社　長崎新サッシ工業 土日他

フル
タイム
２１

140,000円～150,000円
建設用・建築用金属
製品製造業（製缶板有限会社　長崎新サッシ工業

交替制あり 172,000円～202,000円
建設用・建築用金属
製品製造業（製缶板有限会社　長崎新サッシ工業

0765-72-5770 毎　週 毎月　7,000円まで
16040- 4201391

土日他

★以下の求人は、先週1週間（７月８日～７月１２日）に受理した新規求人です。
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職　種 年　齢 従業員数 業　　種
区分 事業所名 就業場所 就業時間 うち女性 加入保険

事業所所在地 電話番号 企業全体 求人番号

区　分
雇用期間
求人数

交替制 賃　　　金
休　日 通勤手当
週休二日 賞与（前年度実績）

★以下の求人は、先週1週間（７月８日～７月１２日）に受理した新規求人です。

営業管理・総務 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 26人
 下新川郡朝日町 雇用期間の定めなし 4人

雇用・労災・健康・厚生・財形

85人
1人 年2回 0万円～50万円

施工管理者（経験者） 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 4人
 魚津市 雇用期間の定めなし 1人

雇用・労災・健康・厚生

4人
1人

土木一般世話役（現場のまとめ役） 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 4人
 魚津市 雇用期間の定めなし 1人

雇用・労災・健康・厚生

4人
1人

土木一般現場スタッフ 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 4人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし 1人

雇用・労災・健康・厚生

4人
1人

営業 不問 正社員 (1) 7時30分～16時30分 7人
 下新川郡朝日町 雇用期間の定めなし 1人

雇用・労災・健康・厚生・財形

7人
1人 年2回 0万円～50万円

営業 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 34人
 黒部市 雇用期間の定めなし 12人

雇用・労災・健康・厚生

34人
1人 年2回 2万円～34万円

移動式クレーンオペレーター　　（黒部） 40歳以下 正社員 (1) 8時00分～17時00分 13人
 黒部市 雇用期間の定めなし 2人

雇用・労災・健康・厚生・財形

755人
1人 年3回 6.85月分

ファスナーの製造 不問 有期雇用派遣 (1) 8時00分～16時45分 43人
 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） 25人

雇用・労災・健康・厚生

220人
1人

ファスナーのＥＦ・ＦＫ仕上機運転（日勤） 不問 有期雇用派遣 (1) 8時00分～16時45分 43人
 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） 25人

雇用・労災・健康・厚生

220人
1人

ファスナーの発送・梱包及び事務作業 不問 有期雇用派遣 (1) 8時00分～16時45分 43人
 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） 25人

雇用・労災・健康・厚生

220人
1人

ワインダー機運転・面Ｆ検査・梱包・払出・伝票処理 不問 有期雇用派遣 (1) 8時00分～16時45分 43人
 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） 25人

雇用・労災・健康・厚生

220人
1人

ファスナーの止水チェーン入出庫・出荷業務 不問 有期雇用派遣 (1) 8時00分～16時45分 43人
 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） 25人

雇用・労災・健康・厚生

220人
1人

ファスナーの開仕上機運転・検査（三交替） 不問 有期雇用派遣 (1) 8時00分～16時45分 43人
 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） (2) 6時30分～15時10分 25人

(3)13時00分～21時40分 雇用・労災・健康・厚生

220人
1人

ファスナーの止仕上機の運転・検査 不問 有期雇用派遣 (1) 8時00分～16時45分 43人
 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） (2) 6時30分～15時10分 25人

(3)13時00分～21時40分 雇用・労災・健康・厚生

220人
1人

ファスナーの開仕上機運転・検査（射出Ｆ課）三交替 不問 有期雇用派遣 (1) 8時00分～16時45分 43人
 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） (2) 6時30分～15時10分 25人

(3)13時00分～21時40分 雇用・労災・健康・厚生

220人
1人

ファスナーの製品発送・梱包作業（製造業務部） 不問 有期雇用派遣 (1) 8時00分～16時45分 43人
 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） 25人

雇用・労災・健康・厚生

220人
1人

ファスナーの開仕上機運転・検査（射出Ｆ課） 不問 有期雇用派遣 (1) 8時00分～16時45分 43人
 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） 25人

雇用・労災・健康・厚生

220人
1人

ファスナーのＥＦ・ＦＫ仕上機運転（樹脂Ｆ仕上課）三交替 不問 有期雇用派遣 (1) 8時00分～16時45分 43人
 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） (2) 6時30分～15時10分 25人

(3)13時00分～21時40分 雇用・労災・健康・厚生

220人
1人

ファスナーの５ＣＮ止　仕上機運転（コイルＦ仕上課）三交替 不問 有期雇用派遣 (1) 8時00分～16時45分 43人
 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） (2) 6時30分～15時10分 25人

(3)13時00分～21時40分 雇用・労災・健康・厚生

220人
1人

ファスナーの発送・梱包及び事務作業（営業統括部） 不問 有期雇用派遣 (1) 8時00分～16時45分 43人
 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） 25人

雇用・労災・健康・厚生

220人
1人

ファスナーの製造 不問 有期雇用派遣 (1) 8時00分～16時45分 40人
 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） (2) 6時30分～15時10分 25人

(3)13時00分～21時40分 雇用・労災・健康・厚生

130人
3人

16040- 4204491

フル
タイム
２２

変形（１年単位）
179,000円～300,000円 一般土木建築工事業

小川建設工業　株式会社

0765-78-1736 その他 毎月　10,000円まで
16040- 4205791

フル
タイム
２４

その他 毎月　27,000円まで

日他
実費（上限あり）

富山県下新川郡入善町舟見１３５２ 0765-78-1736 その他 毎月　10,000円まで

実費（上限あり）
富山県下新川郡入善町舟見１３５２

16040- 4206891

日他
実費（上限あり）

富山県下新川郡朝日町三枚橋６番地 0765-83-3011

実費（上限あり）
富山県下新川郡入善町舟見１３５２

16040- 4209191

フル
タイム
２３

変形（１年単位）
286,000円～286,000円 一般土木建築工事業

有限会社　古川建設 日他

フル
タイム
２６

変形（１年単位）
179,000円～300,000円

セメント・同製品製
造業小川産業　株式会社

フル
タイム
２５

変形（１年単位）
198,000円～253,000円 一般土木建築工事業

有限会社　古川建設

変形（１年単位）
275,000円～286,000円 一般土木建築工事業

有限会社　古川建設

0765-78-1736 その他 毎月　10,000円まで
16040- 4207291

日他

0765-54-1181 その他 16040- 4210691

フル
タイム
２８

その他 毎月　27,000円まで

日祝他
実費（上限あり）

砺波市栄町６－２７ 076-451-0260 その他 毎月　25,100円まで

実費（上限なし）
富山県黒部市荻生４８５３－３

16050- 4136891

日他
実費（上限あり）

富山県下新川郡朝日町三枚橋６番地 0765-83-3011

～令和元年9月30日 実費（上限あり）
富山県富山市新桜町４－２８　朝日生命富
山ビル　４階

16010-17334791

フル
タイム
２７

変形（１年単位）
199,000円～345,500円 酒類製造業

銀盤酒造　株式会社 他

フル
タイム
３０

186,841円～186,841円 労働者派遣業
株式会社　ビート　北陸支店

フル
タイム
２９

186,841円～186,841円 労働者派遣業
株式会社　ビート　北陸支店

変形（１年単位）
167,900円～229,000円

とび・土工・コンク
リート工事業米原商事　株式会社

076-433-8434 毎　週 16010-17333491

土日祝他

076-433-8434 毎　週 16010-17335891

フル
タイム
３２

毎　週

土日祝他
～令和元年9月30日 実費（上限あり）

富山県富山市新桜町４－２８　朝日生命富
山ビル　４階

076-433-8434 毎　週

～令和元年9月30日 実費（上限あり）
富山県富山市新桜町４－２８　朝日生命富
山ビル　４階

16010-17336291

土日祝他
～令和元年9月30日 実費（上限あり）

富山県富山市新桜町４－２８　朝日生命富
山ビル　４階

076-433-8434

～令和元年9月30日 実費（上限あり）
富山県富山市新桜町４－２８　朝日生命富
山ビル　４階

16010-17338191

フル
タイム
３１

186,841円～186,841円 労働者派遣業
株式会社　ビート　北陸支店 土日祝他

フル
タイム
３４

交替制あり 186,841円～186,841円 労働者派遣業
株式会社　ビート　北陸支店

フル
タイム
３３

186,841円～186,841円 労働者派遣業
株式会社　ビート　北陸支店

186,841円～186,841円 労働者派遣業
株式会社　ビート　北陸支店

076-433-8434 毎　週 16010-17337591

土日祝他

076-433-8434 毎　週 16010-17339091

フル
タイム
３６

毎　週

土日祝他
～令和元年9月30日 実費（上限あり）

富山県富山市新桜町４－２８　朝日生命富
山ビル　４階

076-433-8434 毎　週

～令和元年9月30日 実費（上限あり）
富山県富山市新桜町４－２８　朝日生命富
山ビル　４階

16010-17340991

土日祝他
～令和元年9月30日 実費（上限あり）

富山県富山市新桜町４－２８　朝日生命富
山ビル　４階

076-433-8434

～令和元年9月30日 実費（上限あり）
富山県富山市新桜町４－２８　朝日生命富
山ビル　４階

16010-17342791

フル
タイム
３５

交替制あり 186,841円～186,841円 労働者派遣業
株式会社　ビート　北陸支店 土日祝他

フル
タイム
３８

186,841円～186,841円 労働者派遣業
株式会社　ビート　北陸支店

フル
タイム
３７

186,841円～186,841円 労働者派遣業
株式会社　ビート　北陸支店

交替制あり 186,841円～186,841円 労働者派遣業
株式会社　ビート　北陸支店

076-433-8434 毎　週 16010-17341491

土日祝他

076-433-8434 毎　週 16010-17343891

フル
タイム
４０

毎　週

土日祝他
～令和元年9月30日 実費（上限あり）

富山県富山市新桜町４－２８　朝日生命富
山ビル　４階

076-433-8434 毎　週

～令和元年9月30日 実費（上限あり）
富山県富山市新桜町４－２８　朝日生命富
山ビル　４階

16010-17344291

土日祝他
～令和元年9月30日 実費（上限あり）

富山県富山市新桜町４－２８　朝日生命富
山ビル　４階

076-433-8434

～令和元年9月30日 実費（上限あり）
富山県富山市新桜町４－２８　朝日生命富
山ビル　４階

16010-17373391

フル
タイム
３９

交替制あり 186,841円～186,841円 労働者派遣業
株式会社　ビート　北陸支店 土日祝他

フル
タイム
４２

変形（１年単位）
194,542円～194,542円 職業紹介業

朝日人材サービス　株式会社

フル
タイム
４１

186,841円～186,841円 労働者派遣業
株式会社　ビート　北陸支店

交替制あり 186,841円～186,841円 労働者派遣業
株式会社　ビート　北陸支店

076-433-8434 毎　週 16010-17345591

土日祝他

その他

日祝他
～令和元年9月30日 実費（上限あり）

富山県富山市大手町３番９号 
アジェスビル１Ｆ

0120-932-415
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職　種 年　齢 従業員数 業　　種
区分 事業所名 就業場所 就業時間 うち女性 加入保険

事業所所在地 電話番号 企業全体 求人番号

区　分
雇用期間
求人数

交替制 賃　　　金
休　日 通勤手当
週休二日 賞与（前年度実績）

★以下の求人は、先週1週間（７月８日～７月１２日）に受理した新規求人です。

ファスナーの組立オペレーター 不問 有期雇用派遣 (1) 8時00分～16時45分 40人
 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） (2) 6時30分～15時10分 25人

(3)13時00分～21時40分 雇用・労災・健康・厚生

130人
1人

看護師（フルタイム／お達者くらぶ小摺戸） 不問 正社員 (1) 8時15分～17時15分 12人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし 8人

雇用・労災・健康・厚生

29人
1人

介護職（フルタイム／お達者くらぶ小摺戸） 不問 正社員 (1) 8時15分～17時15分 12人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし 8人

雇用・労災・健康・厚生

29人
1人

正社員店長・マネージャー候補（魚民　黒部店） 18歳～59歳 正社員 (1)15時00分～ 0時00分 10人
 黒部市 雇用期間の定めなし (2)18時00分～23時00分 3人

(3)20時00分～ 5時00分 雇用・労災・健康・厚生・財形

27,982人
1人 年2回

交通誘導警備員 18歳以上 正社員 (1) 8時00分～17時00分 100人
 魚津市他 雇用期間の定めなし (2)22時00分～ 5時00分 15人

雇用・労災・健康・厚生

110人
10人

施設管理員 59歳以下 正社員 (1) 8時00分～17時00分 1人
 黒部市 雇用期間の定めなし 0人

雇用・労災・健康・厚生

1,484人
1人 年2回

（派）電子部品製造オペレーター 不問 有期雇用派遣 (1) 8時00分～16時45分 60人
 下新川郡朝日町 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (2)20時00分～ 4時45分 26人

雇用・労災・厚生
120人

3人
（派）ゴム製品検査、仕上げ 不問 有期雇用派遣 (1) 8時00分～17時00分 35人

 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 23人
雇用・労災・健康・厚生

120人
2人

（派）飲料メーカーのボトル成形作業 不問 有期雇用派遣 (1) 8時45分～16時45分 3人
 下新川郡朝日町 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (2)16時45分～ 0時45分 0人

(3) 0時45分～ 8時45分 雇用・労災・健康・厚生

120人
1人

タクシードライバー 不問 正社員 (1) 8時00分～16時30分 48人
 魚津市 雇用期間の定めなし 7人

雇用・労災・健康・厚生

48人
2人 年3回

タクシードライバー 不問 正社員 (1)15時00分～ 1時00分 48人
 魚津市 雇用期間の定めなし (2)17時00分～ 2時00分 7人

(3)17時00分～ 3時00分 雇用・労災・健康・厚生

48人
2人 年3回

介護職（デイサービス） 不問 正社員 (1) 8時30分～17時30分 4人
 下新川郡朝日町 雇用期間の定めなし 4人

雇用・労災・健康・厚生

4人
1人 年2回 4.50月分

営業 不問 正社員 (1) 9時00分～18時00分 15人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし 3人

雇用・労災・健康・厚生

15人
2人 年2回 3.50月分

ホール・調理スタッフ【花朝月夕／黒部市】 不問 正社員 12人
 黒部市 雇用期間の定めなし 6人

雇用・労災・健康・厚生

150人
2人 年2回

ホール・調理スタッフ【旬菜あかり家／魚津市】 不問 正社員 12人
 魚津市 雇用期間の定めなし 5人

雇用・労災・健康・厚生

150人
2人 年2回

（請）施設警備 18歳以上 正社員以外 (1) 7時00分～12時00分 2人
 魚津市 雇用期間の定めなし (2)18時00分～23時00分 0人

(3)12時00分～23時00分 雇用・労災・健康・厚生

428人
1人 年2回

ホテルフロント（ベストイン魚津） 18歳～40歳 正社員 (1) 8時45分～19時15分 19人
 魚津市 雇用期間の定めなし (2)19時00分～ 9時00分 12人

雇用・労災・健康・厚生

2,200人
1人 年2回

営業アシスタント／魚津市 不問 正社員 (1) 9時00分～18時00分 2人
 魚津市 雇用期間の定めなし 0人

雇用・労災・健康・厚生

66人
1人 年2回 3.50月分

店舗運営、管理（店長候補） 不問 正社員 (1) 9時00分～18時00分 8人
 魚津市他 雇用期間の定めなし 4人

雇用・労災・健康・厚生・財形

200人
1人 年2回 4.00月分

道路工事現場等での交通誘導業務（呉東地区） 18歳～59歳 正社員 (1) 8時00分～17時00分 45人
 魚津市他 雇用期間の定めなし 2人

雇用・労災・健康・厚生

65人
5人 年2回

システム運用・インフラエンジニア 59歳以下 正社員 (1) 8時45分～17時30分 25人
 魚津市 雇用期間の定めなし 4人

雇用・労災・健康・厚生・財形

184人
1人 年2回 3.00月分

0120-932-415 その他 16010-17374691

フル
タイム
４４

日他
実費（上限あり）

富山県滑川市中川原３５０－１番地 080-3046-9076 毎　週 毎月　7,000円まで

～令和元年9月30日 実費（上限あり）
富山県富山市大手町３番９号 
アジェスビル１Ｆ

16070- 2272191

実費（上限あり）
富山県滑川市中川原３５０－１番地

13170-32588091

フル
タイム
４３

変形（１年単位）
194,542円～194,542円 職業紹介業

朝日人材サービス　株式会社 日祝他

フル
タイム
４６

変形（１ヶ月単位）
278,647円～438,139円 酒場，ビヤホール

株式会社　モンテローザフーズ

フル
タイム
４５

160,000円～165,000円 老人福祉・介護事業
有限会社　お達者くらぶ

165,000円～190,000円 老人福祉・介護事業
有限会社　お達者くらぶ

080-3046-9076 毎　週 毎月　7,000円まで
16070- 2274391

日他

076-493-7330 その他 16010-17268691

フル
タイム
４８

その他 毎月　50,000円まで

土日祝他
実費（上限あり）

富山県富山市中野新町１丁目２番１０号 076-421-0400 毎　週 毎月　20,000円まで

実費（上限なし）
富山県富山市千石町２－８－２

16010-17301891

他
実費（上限あり）

東京都武蔵野市中町１－１７－３　６．モ
ンテローザ三鷹本社ビル

0422-36-6788

～令和3年9月30日 実費（上限あり）
富山県下新川郡入善町入膳７８３２－１

16040- 4154391

フル
タイム
４７

変形（１ヶ月単位）
174,400円～174,400円 警備業

マンパワーセキュリティ　株式会社 日祝他

フル
タイム
５０

159,600円～184,800円 労働者派遣業
株式会社アイティ興産

フル
タイム
４９

交替制あり 184,800円～210,000円 労働者派遣業
株式会社アイティ興産

変形（１ヶ月単位）
213,000円～223,000円 建物サービス業

株式会社　ホクタテ

0765-74-1136 その他 毎月　6,200円まで
16040- 4150291

日他

0765-74-1136 その他 毎月　6,200円まで
16040- 4156991

フル
タイム
５２

その他 毎月　6,200円まで

他
なし

富山県魚津市本町２－１４－２８ 0765-22-1030 その他

～令和3年9月30日 実費（上限あり）
富山県下新川郡入善町入膳７８３２－１

16040- 4161091

日他
～令和3年9月30日 実費（上限あり）

富山県下新川郡入善町入膳７８３２－１ 0765-74-1136

なし
富山県魚津市本町２－１４－２８

16040- 4178191

フル
タイム
５１

交替制あり 199,375円～199,375円 労働者派遣業
株式会社アイティ興産 日他

フル
タイム
５４

160,000円～200,000円 老人福祉・介護事業
一般社団法人ひので（デイサービス花日
和）

フル
タイム
５３

交替制あり 147,050円～173,000円
一般乗用旅客自動車
運送業株式会社　金閣自動車商会

変形（１年単位）
147,050円～173,000円

一般乗用旅客自動車
運送業株式会社　金閣自動車商会

0765-22-1030 その他 16040- 4162391

他

0765-74-0208 毎　週 毎月　30,000円まで
16040- 4181491

フル
タイム
５６

毎　週 毎月　10,000円まで

他
実費（上限なし）

富山県黒部市三日市２５２３－１ 0765-33-5037 又は14時00分～ 0時00分
の間の7時間程度

その他

実費（上限あり）
富山県下新川郡入善町入膳３２１３－７

16040- 4183891

日他
実費（上限あり）

富山県下新川郡朝日町沼保１３７０番池 0765-83-2287

実費（上限なし）
富山県黒部市三日市２５２３－１

17010-20208391

フル
タイム
５５

変形（１年単位）
192,000円～280,400円 自動車小売業

西川自販　株式会社　 
Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ入善

月他

フル
タイム
５８

変形（１ヶ月単位）
168,605円～179,660円 警備業

セコムジャスティック北陸　株式会社

フル
タイム
５７

変形（１ヶ月単位）
230,000円～400,000円

食堂，レストラン
（専門料理店を除株式会社　ピーノ　コーポレーション

変形（１ヶ月単位）
230,000円～400,000円

食堂，レストラン
（専門料理店を除株式会社　ピーノ　コーポレーション

0765-33-5037 又は14時00分～ 0時00分
の間の7時間程度

その他 16040- 4188391

他

059-351-3416 その他 毎月　45,000円まで
24010- 9498791

フル
タイム
６０

その他

土日祝他
実費（上限あり）

東京都立川市錦町５－１７－１３　加瀬ビ
ル１４１－４Ｆ

0765-32-5105 毎　週 毎月　20,000円まで

実費（上限あり）
三重県四日市市鵜の森１－４－２８ 
ユマニテクプラザ５階

13150-14796491

他
実費（上限なし）

石川県金沢市北安江２丁目１５番１０号 
セコム北陸金沢ビル３Ｆ

076-222-3395

実費（上限なし）
富山県富山市総曲輪３丁目２－２９

16010-17152391

フル
タイム
５９

変形（１ヶ月単位）
180,500円～221,000円 旅館，ホテル

株式会社　グリーンズ 他

フル
タイム
６２

変形（１年単位）
190,240円～215,760円 警備業

北陸交通整理　株式会社

フル
タイム
６１

変形（１ヶ月単位）
230,000円～460,000円

写真機・時計・眼鏡
小売業株式会社　メガネのハラダ

220,000円～250,000円
機械修理業（電気機
械器具を除く）株式会社　ジーティエヌ

076-423-5860 その他 16010-17140291

他

076-444-5546 毎　週 16010-17162991

その他 毎月　50,000円まで

実費（上限なし）
富山県富山市本町３－２５　富山本町ビル
５階

他
実費（上限あり）

富山県富山市一本木１３８番地 076-411-0124

フル
タイム
６３

215,000円～355,000円
情報処理・提供サー
ビス業株式会社　ディー・オー・エス　富山営業

所
土日祝他
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職　種 年　齢 従業員数 業　　種
区分 事業所名 就業場所 就業時間 うち女性 加入保険

事業所所在地 電話番号 企業全体 求人番号

区　分
雇用期間
求人数

交替制 賃　　　金
休　日 通勤手当
週休二日 賞与（前年度実績）

★以下の求人は、先週1週間（７月８日～７月１２日）に受理した新規求人です。

自動車整備士 45歳以下 正社員 (1) 8時30分～17時30分 2人
 黒部市 雇用期間の定めなし 0人

雇用・労災・健康・厚生

2人
1人 年2回 3.00月分

営業配達員 44歳以下 正社員 (1) 8時30分～17時30分 16人
 魚津市 雇用期間の定めなし 3人

雇用・労災・健康・厚生

72人
2人 年2回 3.00月分

運転配達員 59歳以下 正社員 (1) 6時30分～15時30分 16人
 魚津市 雇用期間の定めなし 3人

雇用・労災・健康・厚生

76人
2人 年2回 3.00月分

（常派）電気設備技術者 59歳以下 無期雇用派遣 (1) 8時30分～17時30分 5,502人
 魚津市他 雇用期間の定めなし 4,818人

雇用・労災・健康・厚生・財形

43,391人
2人

（常派）未経験エンジニア（生産技術・生産管理） 59歳以下 無期雇用派遣 (1) 8時30分～17時30分 5,502人
 魚津市他 雇用期間の定めなし 4,818人

雇用・労災・健康・厚生・財形

43,391人
2人

エリア限定正社員（ピザ　テン．フォー魚津店） 59歳以下 正社員 (1)10時30分～19時30分 8人
 魚津市 雇用期間の定めなし (2)11時00分～20時00分 4人

(3)13時00分～22時00分 雇用・労災・健康・厚生

745人
1人

正社員店舗スタッフ（魚民　黒部店） 18歳～44歳 正社員 (1)15時00分～ 0時00分 10人
 黒部市 雇用期間の定めなし (2)18時00分～23時00分 3人

(3)20時00分～ 5時00分 雇用・労災・健康・厚生・財形

27,982人
1人 年2回

福祉用具のレンタル・販売営業（黒部店） 不問 正社員 (1) 9時00分～18時00分 4人
 黒部市 雇用期間の定めなし 2人

雇用・労災・健康・厚生

26人
1人 年2回 2.00月分

店内販売【オートバックス魚津店】 不問 正社員 (1) 9時30分～18時00分 18人
 魚津市 雇用期間の定めなし (2)13時00分～20時15分 6人

(3) 9時30分～20時15分 雇用・労災・健康・厚生・財形

250人
1人 年2回 4.00月分

ピットサービス【オートバックス魚津店】 不問 正社員 (1) 9時30分～18時00分 18人
 魚津市 雇用期間の定めなし (2)13時00分～20時15分 6人

(3) 9時30分～20時15分 雇用・労災・健康・厚生・財形

250人
1人 年2回 4.00月分

自動車検査員【オートバックス魚津店】 不問 正社員 (1) 9時30分～18時00分 18人
 魚津市 雇用期間の定めなし (2)13時00分～20時15分 6人

(3) 9時30分～20時15分 雇用・労災・健康・厚生・財形

250人
1人 年2回 4.00月分

整備士【オートバックス魚津店】 不問 正社員 (1) 9時30分～18時00分 18人
 魚津市 雇用期間の定めなし (2)13時00分～20時15分 6人

(3) 9時30分～20時15分 雇用・労災・健康・厚生・財形

250人
1人 年2回 4.00月分

店内販売【オートバックス入善店】 不問 正社員 (1) 9時30分～18時00分 12人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし (2)13時00分～19時15分 4人

(3) 9時30分～19時15分 雇用・労災・健康・厚生・財形

250人
1人 年2回 4.00月分

ピットサービス【オートバックス入善店】 不問 正社員 (1) 9時30分～18時00分 12人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし (2)13時00分～19時15分 4人

(3) 9時30分～19時15分 雇用・労災・健康・厚生・財形

250人
1人 年2回 4.00月分

整備士【オートバックス入善店】 不問 正社員 (1) 9時30分～18時00分 12人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし (2)13時00分～19時15分 4人

(3) 9時30分～19時15分 雇用・労災・健康・厚生・財形

250人
1人 年2回 4.00月分

自動車検査員【オートバックス入善店】 不問 正社員 (1) 9時30分～18時00分 12人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし (2)13時00分～19時15分 4人

(3) 9時30分～19時15分 雇用・労災・健康・厚生・財形

250人
1人 年2回 4.00月分

パン製造員 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 31人
 黒部市 雇用期間の定めなし (2) 9時00分～18時00分 20人

雇用・労災・健康・厚生

43人
2人

観光バスの運転業務 不問 正社員 (1) 5時00分～14時00分 16人
 黒部市 雇用期間の定めなし (2) 9時00分～17時00分 2人

(3)12時00分～18時00分 雇用・労災・健康・厚生

16人
1人 年2回 68万円～75万円

一般土木作業員 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 8人
 魚津市 雇用期間の定めなし 1人

雇用・労災・健康・厚生

8人
4人 年1回 1.00月分

（派）電子部品の目視検査及び顕微鏡検査 不問 有期雇用派遣 (1) 8時00分～16時30分 0人
 下新川郡朝日町 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (2)16時30分～ 1時00分 0人

雇用・労災・健康・厚生

46人
5人

（派）発送事務・包装 不問 有期雇用派遣 (1) 8時00分～16時30分 0人
 下新川郡朝日町 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (2)16時30分～ 1時00分 0人

雇用・労災・健康・厚生

46人
5人

フル
タイム
６４

日祝他
実費（上限あり）

富山県黒部市前沢８５８ 0765-57-2212 その他 毎月　10,000円まで
16040- 4138091

実費（上限あり）
富山県魚津市北中５５０－１

16040- 4146391

フル
タイム
６６

変形（１年単位）
192,000円～220,000円 洗濯業

有限会社　重松

フル
タイム
６５

変形（１年単位）
210,000円～240,000円 洗濯業

有限会社　重松

変形（１年単位）
160,000円～280,000円 自動車整備業

有限会社オートハウス中西

0765-22-2352 その他 毎月　5,000円まで
16040- 4145091

日他

06-4709-8510 毎　週 27020-48399291

フル
タイム
６８

その他 毎月　5,000円まで

土日祝他
実費（上限なし）

大阪市北区角田町８－１　梅田阪急ビルオ
フィスタワー

06-4709-8510 毎　週

実費（上限なし）
大阪市北区角田町８－１　梅田阪急ビルオ
フィスタワー

27020-48402191

日他
実費（上限あり）

富山県魚津市北中５５０－１ 0765-22-2352

実費（上限あり）
函館市柏木町２４番１９号

13170-31743291

フル
タイム
６７

215,000円～325,000円
他に分類されない事
業サービス業株式会社　スタッフサービス　大阪第一オ

フィス
土日祝他

フル
タイム
７０

変形（１ヶ月単位）
265,083円～438,139円 酒場，ビヤホール

株式会社　モンテローザフーズ

フル
タイム
６９

変形（１年単位）
157,000円～157,000円 配達飲食サービス業

株式会社　テンフォー

215,000円～325,000円
他に分類されない事
業サービス業株式会社　スタッフサービス　大阪第一オ

フィス

0138-31-0141 毎　週 毎月　8,000円まで
01020-10171191

他

076-479-9701 その他 毎月　30,000円まで
16010-16993391

フル
タイム
７２

その他 毎月　50,000円まで

他
実費（上限あり）

富山県射水市戸破１６３７ 0766-57-8181 その他 毎月　50,000円まで

実費（上限あり）
富山県富山市水橋中村町２５１番地１

16020- 9519791

他
実費（上限あり）

東京都武蔵野市中町１－１７－３　６．モ
ンテローザ三鷹本社ビル

0422-36-6788

実費（上限あり）
富山県射水市戸破１６３７

16020- 9521191

フル
タイム
７１

変形（１ヶ月単位）
157,000円～280,000円

その他の専門サービ
ス業有限会社　北陸ケアサービス 日祝他

フル
タイム
７４

変形（１ヶ月単位）
226,920円～311,770円

機械器具小売業（自
動車，自転車を除株式会社ピューマ（オートバックス）

フル
タイム
７３

変形（１ヶ月単位）
167,820円～237,720円

機械器具小売業（自
動車，自転車を除株式会社ピューマ（オートバックス）

変形（１ヶ月単位）
167,820円～237,720円

機械器具小売業（自
動車，自転車を除株式会社ピューマ（オートバックス）

0766-57-8181 その他 毎月　50,000円まで
16020- 9520591

他

0766-57-8181 その他 毎月　50,000円まで
16020- 9522091

フル
タイム
７６

その他 毎月　50,000円まで

他
実費（上限あり）

富山県射水市戸破１６３７ 0766-57-8181 その他 毎月　50,000円まで

実費（上限あり）
富山県射水市戸破１６３７

16020- 9523391

他
実費（上限あり）

富山県射水市戸破１６３７ 0766-57-8181

実費（上限あり）
富山県射水市戸破１６３７

16020- 9525991

フル
タイム
７５

変形（１ヶ月単位）
184,820円～247,720円

機械器具小売業（自
動車，自転車を除株式会社ピューマ（オートバックス） 他

フル
タイム
７８

変形（１ヶ月単位）
184,820円～247,720円

機械器具小売業（自
動車，自転車を除株式会社ピューマ（オートバックス）

フル
タイム
７７

変形（１ヶ月単位）
167,820円～237,720円

機械器具小売業（自
動車，自転車を除株式会社ピューマ（オートバックス）

変形（１ヶ月単位）
167,820円～237,720円

機械器具小売業（自
動車，自転車を除株式会社ピューマ（オートバックス）

0766-57-8181 その他 毎月　50,000円まで
16020- 9524691

他

0766-57-8181 その他 毎月　50,000円まで
16020- 9526491

フル
タイム
８０

その他 毎月　50,000円まで

日祝他
実費（上限あり）

富山県黒部市石田１１６８－１７ 0765-32-3321 その他 毎月　10,000円まで

実費（上限あり）
富山県射水市戸破１６３７

16040- 4128591

他
実費（上限あり）

富山県射水市戸破１６３７ 0766-57-8181

実費（上限あり）
富山県黒部市宇奈月町浦山７０８４－４

16040- 4131991

フル
タイム
７９

変形（１ヶ月単位）
226,920円～311,770円

機械器具小売業（自
動車，自転車を除株式会社ピューマ（オートバックス） 他

フル
タイム
８２

変形（１年単位）
184,000円～368,000円 一般土木建築工事業

富山達観建設株式会社

フル
タイム
８１

変形（１年単位）
200,000円～300,000円

一般貸切旅客自動車
運送業朝日観光バス　株式会社

変形（１年単位）
180,000円～190,000円 パン・菓子製造業

株式会社　東京ブレッド

0765-65-7766 その他 毎月　15,000円まで
16040- 4129191

他

0765-32-5571 毎　週 毎月　24,400円まで
16040- 4132491

フル
タイム
８４

その他

土日祝他
12ヶ月 実費（上限あり）

富山県下新川郡入善町入膳５２３２　米澤
ビル２・３Ｆ

0765-32-5571 毎　週 毎月　24,400円まで

12ヶ月 実費（上限あり）
富山県下新川郡入善町入膳５２３２　米澤
ビル２・３Ｆ

16040- 4133791

日祝他
実費（上限なし）

富山県魚津市横枕２０－３ 090-6819-7435

フル
タイム
８３

交替制あり 205,530円～213,435円
その他の電子部品・
デバイス・電子回路有限会社　清水製作所 土日祝他

交替制あり 205,530円～213,435円
その他の電子部品・
デバイス・電子回路有限会社　清水製作所
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職　種 年　齢 従業員数 業　　種
区分 事業所名 就業場所 就業時間 うち女性 加入保険

事業所所在地 電話番号 企業全体 求人番号

区　分
雇用期間
求人数

交替制 賃　　　金
休　日 通勤手当
週休二日 賞与（前年度実績）

★以下の求人は、先週1週間（７月８日～７月１２日）に受理した新規求人です。

（派）電子部品の生産機械オペレーター 不問 有期雇用派遣 (1) 8時00分～16時00分 0人
 下新川郡朝日町 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (2)16時00分～ 0時00分 0人

(3) 0時00分～ 8時00分 雇用・労災・健康・厚生

46人
5人

整備士 不問 正社員 (1) 8時30分～17時30分 12人
 黒部市 雇用期間の定めなし 4人

雇用・労災・健康・厚生

16人
1人 年2回

鈑金塗装工 不問 正社員 (1) 8時30分～17時30分 12人
 黒部市 雇用期間の定めなし 4人

雇用・労災・健康・厚生

16人
1人 年2回

魚津市／料金収受員（トール職社員）（請） 18歳以上 正社員以外 (1) 8時40分～ 9時10分 13人
 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 2人

雇用・労災・健康・厚生・財形

2,200人
1人

黒部市／料金収受員（トール職社員）（請） 18歳以上 正社員以外 (1) 8時40分～ 9時10分 13人
 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 2人

雇用・労災・健康・厚生・財形

2,200人
1人

下新川郡朝日町／料金収受員（トール職社員）（請） 18歳以上 正社員以外 (1) 8時40分～ 9時10分 13人
 下新川郡朝日町 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 1人

雇用・労災・健康・厚生・財形

2,200人
1人

調剤薬局薬剤師（うおづ駅前薬局） 不問 正社員 4人
 魚津市 雇用期間の定めなし 4人

雇用・労災・健康・厚生・財形

193人
1人 年2回 32万円～88万円

公立文化ホールの舞台運営業務及びこれに伴う事務など 34歳以下 正社員 (1) 8時30分～17時15分 242人
 魚津市他 雇用期間の定めなし (2)10時30分～19時15分 168人

(3)13時30分～22時15分 雇用・労災・健康・厚生

242人
1人 年2回 4.42月分

溶接・組立 不問 有期雇用派遣 (1) 8時00分～16時50分 0人
 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） 0人

雇用・労災・健康・厚生

218人
1人

住宅営業（事業部タカノ一条ホーム）（反響営業） 59歳以下 正社員 (1) 9時30分～18時30分 6人
 魚津市他 雇用期間の定めなし 1人

雇用・労災・健康・厚生・財形

180人
1人 年2回

住宅営業（事業部タカノホーム）（反響営業） 59歳以下 正社員 (1) 9時30分～18時30分 6人
 魚津市他 雇用期間の定めなし 1人

雇用・労災・健康・厚生・財形

180人
1人 年2回

調理員または栄養士（坂本記念病院） 不問 正社員 (1) 5時30分～14時30分 5人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし (2) 9時00分～18時00分 3人

(3)10時30分～19時30分 雇用・労災・健康・厚生

150人
3人

調理員（黒部笑福学園） 64歳以下 正社員 (1) 6時00分～15時00分 0人
 黒部市 雇用期間の定めなし (2) 9時00分～18時00分 0人

(3)10時30分～19時30分 雇用・労災・健康・厚生

110人
1人 年2回 1.80月分

自動車整備又は建設機械の整備（入善工場） 44歳以下 正社員 (1) 8時30分～17時15分 3人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし 1人

雇用・労災・健康・厚生・財形

61人
1人 年2回 4.00月分

半導体製造オペレーター 不問 有期雇用派遣 (1) 8時45分～20時45分 10人
 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (2)20時45分～ 8時45分 5人

雇用・労災・健康・厚生

100人
3人 年1回 ～5万円

介護職（魚津市） 59歳以下 正社員 (1) 8時30分～17時30分 0人
 魚津市 雇用期間の定めなし (2)10時00分～19時00分 0人

(3)17時00分～ 9時00分 雇用・労災・健康・厚生

71人
2人 年3回

交通誘導警備員 18歳以上 正社員以外 (1) 8時00分～17時00分 38人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし 4人

雇用・労災・健康・厚生

38人
3人

リウッドデッキの梱包業務 不問 正社員以外 (1) 8時00分～16時45分 24人
 黒部市 雇用期間の定めなし (2)16時30分～ 0時30分 1人

雇用・労災・健康・厚生

14,381人
2人

盛付洗浄（こぶしの庭） 不問 正社員以外 (1)10時30分～19時30分 12人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし 9人

雇用・労災・健康・厚生

650人
1人

調理補助（こぶしの庭） 不問 正社員以外 (1) 5時30分～14時30分 12人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし 9人

雇用・労災・健康・厚生

650人
1人

栄養士（老健こぶしの庭） 59歳以下 正社員 (1) 8時30分～17時30分 12人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし (2) 5時30分～14時30分 9人

(3)10時30分～19時30分 雇用・労災・健康・厚生

650人
1人

076-441-7657 毎　週 16010-16085291

16010-16064691

フル
タイム
１０５

交替制あり 178,000円～260,000円
食堂，レストラン
（専門料理店を除日本海給食　株式会社 他

実費（上限なし）
富山県富山市上赤江町１丁目８番１３号

他
実費（上限あり）

富山県富山市上赤江町１丁目８番１３号 076-441-7657 毎　週 毎月　10,000円まで

076-441-7657 毎　週 毎月　10,000円まで
16010-16062091

フル
タイム
１０４

162,800円～176,000円
食堂，レストラン
（専門料理店を除日本海給食　株式会社

16010-16055391

フル
タイム
１０３

158,400円～176,000円
食堂，レストラン
（専門料理店を除日本海給食　株式会社 他

実費（上限あり）
富山県富山市上赤江町１丁目８番１３号

土日祝他
実費（上限あり）

富山県富山市桜橋通り１－１８　北日本桜
橋ビル９階

0120-04-7732 毎　週 毎月　10,000円まで

076-433-2721 その他 16010-16017891

フル
タイム
１０２

161,000円～161,000円 労働者派遣業
株式会社　ワールドインテック　富山営業
所

16010-16012391

フル
タイム
１０１

変形（１ヶ月単位）
158,400円～211,200円 警備業

総合警備エスエスケイ　株式会社 他
実費（上限なし）

富山県富山市田刈屋４４５番地４

他
実費（上限あり）

富山県富山市黒崎３３８－１ 076-429-8766 毎　週 毎月　21,000円まで

076-494-8558 その他 毎月　8,000円まで
16010-16466091

フル
タイム
１００

交替制あり 230,200円～269,600円 老人福祉・介護事業
株式会社　うちくる富山

16010-16451491

フル
タイム
９９

交替制あり 241,080円～275,520円 労働者派遣業
アシストユー　株式会社　富山営業所 他

～令和2年3月31日 実費（上限あり）
富山県富山市掛尾町２４９番地　スペース
イン掛尾２階

日祝他
実費（上限なし）

富山県富山市下冨居２丁目１３－８１ 076-432-3121 その他

090-4022-5957 毎　週 毎月　10,000円まで
16010-16753791

フル
タイム
９８

変形（１年単位）
180,000円～250,000円

機械修理業（電気機
械器具を除く）株式会社　三越

16010-16752491

フル
タイム
９７

交替制あり 190,000円～300,000円
食堂，レストラン
（専門料理店を除株式会社　ディライフ 他

実費（上限あり）
富山県富山市開６５３－１

他
実費（上限あり）

富山県富山市開６５３－１ 090-4022-5957 又は 5時00分～19時30分
の間の8時間程度

毎　週 毎月　10,000円まで

076-425-1211 その他 毎月　35,000円まで
16010-16715191

フル
タイム
９６

交替制あり 185,000円～250,000円
食堂，レストラン
（専門料理店を除株式会社　ディライフ

16010-16714591

フル
タイム
９５

変形（１年単位）
243,500円～400,000円 木造建築工事業

タカノホーム　　株式会社 水他
実費（上限あり）

富山県富山市今泉西部町７番地の１

水他
実費（上限あり）

富山県富山市今泉西部町７番地の１ 076-425-1211 その他 毎月　35,000円まで

076-443-9010 その他 毎月　10,000円まで
16010-16658891

フル
タイム
９４

変形（１年単位）
243,500円～400,000円 木造建築工事業

タカノホーム　　株式会社

16010-16637391

フル
タイム
９３

変形（１ヶ月単位）
250,809円～267,530円 労働者派遣業

株式会社　グレート　富山支店 日祝他
～令和元年8月31日 実費（上限あり）

富山県富山市本町３番２５号　富山本町ビ
ル３Ｆ

他に分類されない
サービス業公益財団法人　富山県文化振興財団 他

令和2年4月1日～ 実費（上限あり）
富山県富山市新総曲輪４－１８ 
富山県民会館４階

076-432-3112 毎　週 毎月　55,000円まで

12ヶ月 実費（上限あり）
富山県下新川郡入善町入膳５２３２　米澤
ビル２・３Ｆ

16040- 4135291

フル
タイム
８６

変形（１年単位）
192,000円～272,000円 自動車整備業

勇晃内燃機工業　有限会社

フル
タイム
８５

交替制あり 192,270円～199,665円
その他の電子部品・
デバイス・電子回路有限会社　清水製作所

0765-32-5571 毎　週 毎月　24,400円まで
16040- 4134891

土日祝他

0765-54-2104 その他 16040- 4136591

フル
タイム
８８

その他

他
12ヶ月 実費（上限なし）

名古屋市中区錦１－１９－２４　名古屋第
１ビル６Ｆ

076-259-0105 その他

実費（上限なし）
富山県黒部市前沢２２１２

23020-54140791

祝他
実費（上限なし）

富山県黒部市前沢２２１２ 0765-54-2104

その他 23020-54141891

フル
タイム
８７

変形（１年単位）
192,000円～272,000円 自動車整備業

勇晃内燃機工業　有限会社 祝他

中日本エクストール名古屋　株式会社

23020-54142291

他
12ヶ月 実費（上限なし）

名古屋市中区錦１－１９－２４　名古屋第
１ビル６Ｆ

076-259-0105 その他

その他 16010-16825791

変形（１ヶ月単位）
172,000円～172,000円

その他の運輸に附帯
するサービス業

250,000円～550,000円
医薬品・化粧品小売
業株式会社　アモール 日祝他

実費（上限なし）
富山県富山市今泉１４７番地　ＡＹビル２
Ｆ

076-423-8818 又は 8時30分～18時00分
の間の8時間

フル
タイム
８９

変形（１ヶ月単位）
172,000円～172,000円

その他の運輸に附帯
するサービス業中日本エクストール名古屋　株式会社 他

12ヶ月 実費（上限なし）
名古屋市中区錦１－１９－２４　名古屋第
１ビル６Ｆ

076-259-0105

フル
タイム
９２

交替制あり 161,300円～180,700円

フル
タイム
９０

変形（１ヶ月単位）
172,000円～172,000円

その他の運輸に附帯
するサービス業中日本エクストール名古屋　株式会社

フル
タイム
９１
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職　種 年　齢 従業員数 業　　種
区分 事業所名 就業場所 就業時間 うち女性 加入保険

事業所所在地 電話番号 企業全体 求人番号

区　分
雇用期間
求人数

交替制 賃　　　金
休　日 通勤手当
週休二日 賞与（前年度実績）

★以下の求人は、先週1週間（７月８日～７月１２日）に受理した新規求人です。

金融事務（魚津支店） 40歳以下 正社員 (1) 8時30分～17時15分 5人
 魚津市 雇用期間の定めなし 4人

雇用・労災・健康・厚生

39人
1人 年2回

カーライフアドバイザー（営業職） 34歳以下 正社員 (1) 9時15分～18時00分 181人
 魚津市他 雇用期間の定めなし 35人

雇用・労災・健康・厚生・財形

181人
2人 年2回 4.20月分

自動車整備士（魚津店） 34歳以下 正社員 (1) 9時15分～18時00分 181人
 魚津市 雇用期間の定めなし 35人

雇用・労災・健康・厚生・財形

181人
1人 年2回 4.00月分

営業職 不問 正社員 (1) 9時00分～18時30分 160人
 魚津市他 雇用期間の定めなし 21人

雇用・労災・健康・厚生・財形

160人
5人

整備士 不問 正社員 (1) 9時00分～17時30分 160人
 魚津市他 雇用期間の定めなし 21人

雇用・労災・健康・厚生・財形

160人
3人

型枠大工 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 30人
 黒部市他 雇用期間の定めなし 4人

雇用・労災・健康・厚生

85人
2人

電気工事の施工管理（新川支店） 59歳以下 正社員 (1) 8時30分～17時30分 30人
 黒部市 雇用期間の定めなし 2人

雇用・労災・健康・厚生・財形

1,130人
2人 年2回

新築住宅営業（ＳＵＭｉＣＡ新川） 40歳以下 正社員 (1) 9時00分～18時00分 16人
 魚津市 雇用期間の定めなし 5人

雇用・労災・健康・厚生

282人
1人 年2回 2.50月分

リフォーム営業（ＳＵＭｉＣＡ新川勤務） 40歳以下 正社員 (1) 9時00分～18時00分 16人
 魚津市 雇用期間の定めなし 5人

雇用・労災・健康・厚生

282人
1人 年2回 2.50月分

景品交換所係員（富山地区・呉東地区店舗） 64歳以下 正社員 (1) 9時30分～17時00分 2人
 魚津市他 雇用期間の定めなし (2)17時00分～23時00分 1人

雇用・労災・健康・厚生

40人
3人 年2回 5万円～7万円

配達及び営業（黒部支店） 59歳以下 正社員 (1) 8時00分～11時30分 1人
 黒部市 雇用期間の定めなし (2) 9時00分～12時30分 0人

雇用・労災・健康・厚生

46人
2人 年2回 2.00月分

歯科助手及び受付（フルタイム／りんごの丘歯科医院） 35歳以下 正社員 (1) 8時40分～18時40分 9人
 魚津市 雇用期間の定めなし (2) 8時40分～18時10分 9人

雇用・労災・健康・厚生

50人
1人 年2回 3.00月分

ドコモショップ携帯電話店舗　スタッフ【黒部店】 不問 正社員 (1)10時00分～19時00分 10人
 黒部市 雇用期間の定めなし 8人

雇用・労災・健康・厚生

57人
1人 年2回 4.00月分

ドコモショップ携帯電話店舗　スタッフ【魚津店】 不問 正社員 (1)10時00分～19時00分 11人
 魚津市 雇用期間の定めなし 7人

雇用・労災・健康・厚生

57人
2人 年2回 4.00月分

販売員（寝具と睡眠のアドバイザー）【魚津店】 59歳以下 正社員 (1) 9時50分～19時10分 3人
 魚津市 雇用期間の定めなし 0人

雇用・労災・健康・厚生

95人
2人 年2回 1万円～40万円

インテリアコーディネーター： 59歳以下 正社員 (1) 8時30分～17時40分 16人
 魚津市他 雇用期間の定めなし 7人

雇用・労災・健康・厚生・財形

341人
3人 年3回 5.00月分

住宅営業（反響営業）【黒瀬・上飯野・魚津・富山店】 59歳以下 正社員 (1) 8時30分～17時40分 11人
 魚津市他 雇用期間の定めなし 1人

雇用・労災・健康・厚生・財形

341人
5人 年3回 5.00月分

設計【富山・高岡設計センター・魚津店】 不問 正社員 (1) 8時30分～17時40分 18人
 魚津市他 雇用期間の定めなし 8人

雇用・労災・健康・厚生・財形

341人
3人 年3回 5.00月分

インテリアコーディネーター 59歳以下 正社員 (1) 8時30分～17時40分 12人
 魚津市 雇用期間の定めなし 2人

雇用・労災・健康・厚生・財形

179人
1人 年3回 5.00月分

住宅リフォーム営業【掛尾・上飯野・魚津・黒部・富山店】 59歳以下 正社員 (1) 8時30分～17時40分 12人
 魚津市他 雇用期間の定めなし 2人

雇用・労災・健康・厚生・財形

179人
4人 年3回 5.00月分

住宅リフォームアドバイザー【富山店・黒部店】 40歳以下 正社員 (1) 8時30分～17時40分 8人
 黒部市他 雇用期間の定めなし 3人

雇用・労災・健康・厚生・財形

179人
6人 年3回 5.00月分

16020- 8832291

水祝他
実費（上限なし）

富山県高岡市下牧野３６－２ 0766-84-6110 その他

0766-84-6110 その他 16020- 8831891

フル
タイム
１２６

変形（１年単位）
220,000円～500,000円 一般土木建築工事業

石友リフォームサービス株式会社

16020- 8826591

フル
タイム
１２５

変形（１年単位）
220,000円～500,000円 一般土木建築工事業

石友リフォームサービス株式会社 水祝他
実費（上限なし）

富山県高岡市下牧野３６－２

水祝他
実費（上限なし）

富山県高岡市下牧野３６－２ 0766-84-6110 その他

0766-84-6110 その他 16020- 8803391

フル
タイム
１２４

変形（１年単位）
220,000円～360,000円 一般土木建築工事業

石友リフォームサービス株式会社

16020- 8801191

フル
タイム
１２３

変形（１年単位）
220,000円～500,000円 一般土木建築工事業

石友ホーム株式会社 水祝他
実費（上限なし）

富山県高岡市下牧野３６－２

水祝他
実費（上限なし）

富山県高岡市下牧野３６－２ 0766-84-6110 その他

0766-84-6110 その他 16020- 8799691

フル
タイム
１２２

変形（１年単位）
242,000円～542,000円 一般土木建築工事業

石友ホーム株式会社

16020- 9161091

フル
タイム
１２１

変形（１年単位）
215,000円～355,000円 一般土木建築工事業

石友ホーム株式会社 水祝他
実費（上限なし）

富山県高岡市下牧野３６－２

他
実費（上限あり）

富山県高岡市御旅屋町９５番地 0766-21-0632 その他 毎月　10,000円まで

0766-24-3663 その他 16020- 9025391

フル
タイム
１２０

変形（１ヶ月単位）
230,000円～290,000円

呉服・服地・寝具小
売業株式会社　布屋商店

16020- 9022591

フル
タイム
１１９

変形（１ヶ月単位）
154,400円～211,600円

他に分類されない小
売業株式会社　トリニティ 他

実費（上限なし）
富山県高岡市二塚３２２－３

他
実費（上限なし）

富山県高岡市二塚３２２－３ 0766-24-3663 その他

080-1956-9782 毎　週 16070- 2189491

フル
タイム
１１８

変形（１ヶ月単位）
154,400円～211,600円

他に分類されない小
売業株式会社　トリニティ

16070- 2229791

フル
タイム
１１７

特定曜日のみ(2)(3)
160,000円～220,000円 歯科診療所

医療法人社団　光の道 日祝他
実費（上限なし）

富山県滑川市常盤町１８１－４１

日他
実費（上限あり）

富山県滑川市上小泉２１８３番地 076-475-0341 又は 5時00分～16時00分
の間の7時間

その他 毎月　10,000円まで

076-422-4195 な　し 毎月　20,000円まで
16010-16004391

フル
タイム
１１６

変形（１年単位）
181,000円～216,000円

その他の飲食料品小
売業株式会社　サンフーズ

16010-15987091

フル
タイム
１１５

164,225円～164,225円
他に分類されない事
業サービス業有限会社　サーチ 他

実費（上限あり）
富山県富山市堀川小泉町１－８－１ 
富山綜合安全ビル３Ｆ

他
実費（上限あり）

富山県富山市二口町４丁目７番地１４ 076-422-4592 毎　週 毎月　50,000円まで

076-422-4592 毎　週 毎月　50,000円まで
16010-15984291

フル
タイム
１１４

200,000円～360,000円 木造建築工事業
株式会社　ＯＳＣＡＲ　Ｊ．Ｊ　（オス
カーホーム）

16010-15812891

フル
タイム
１１３

200,000円～360,000円 木造建築工事業
株式会社　ＯＳＣＡＲ　Ｊ．Ｊ　（オス
カーホーム）

水他
実費（上限あり）

富山県富山市二口町４丁目７番地１４

土日祝他
実費（上限なし）

富山県富山市小中２６９ 076-481-6091 毎　週

076-491-6035 その他 16010-16305991

フル
タイム
１１２

240,000円～400,000円 電気工事業
北陸電気工事　株式会社

16010-16218491

フル
タイム
１１１

変形（１年単位）
276,000円～368,000円 大工工事業

有限会社　吉塚工務店 日他
なし

富山県富山市新屋６０番地の７

火他
実費（上限なし）

富山県富山市西新庄１１番４６号 076-441-2341 その他

076-441-2341 その他 16010-16217991

フル
タイム
１１０

変形（１年単位）
190,000円～236,000円 自動車小売業

富山日産自動車　株式会社

16010-16171891

フル
タイム
１０９

変形（１年単位）
190,000円～236,000円 自動車小売業

富山日産自動車　株式会社 火他
実費（上限なし）

富山県富山市西新庄１１番４６号

火他
実費（上限あり）

富山県富山市田中町五丁目４番７号 076-425-2351 その他 毎月　31,600円まで

076-425-2351 その他 毎月　25,000円まで
16010-16158591

フル
タイム
１０８

変形（１ヶ月単位）
181,500円～250,500円 自動車小売業

株式会社　日産サティオ富山

16010-16143391

フル
タイム
１０７

変形（１ヶ月単位）
182,000円～255,000円 自動車小売業

株式会社　日産サティオ富山 火他
実費（上限あり）

富山県富山市田中町五丁目４番７号

土日祝他
実費（上限あり）

富山県富山市舟橋北町４番１９号 076-441-3528 毎　週 毎月　18,800円まで

フル
タイム
１０６

172,800円～199,800円 農林水産金融業
富山県信用漁業協同組合連合会
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職　種 年　齢 従業員数 業　　種
区分 事業所名 就業場所 就業時間 うち女性 加入保険

事業所所在地 電話番号 企業全体 求人番号

区　分
雇用期間
求人数

交替制 賃　　　金
休　日 通勤手当
週休二日 賞与（前年度実績）

★以下の求人は、先週1週間（７月８日～７月１２日）に受理した新規求人です。

建築施工管理（木造注文住宅）【高岡店・富山店・魚津店】 不問 正社員 (1) 8時30分～17時40分 15人
 魚津市他 雇用期間の定めなし 3人

雇用・労災・健康・厚生・財形

87人
2人 年3回 5.00月分

設計【高岡店・富山店・魚津店】 59歳以下 正社員 (1) 8時30分～17時40分 15人
 魚津市他 雇用期間の定めなし 3人

雇用・労災・健康・厚生・財形

87人
3人 年3回 5.00月分

製品のカット及び梱包作業 不問 無期雇用派遣 (1) 9時00分～18時00分 9人
 黒部市 雇用期間の定めなし 0人

雇用・労災・健康・厚生

80人
1人

ホースの仕分作業及び目視検査 不問 無期雇用派遣 (1) 9時00分～18時00分 10人
 黒部市 雇用期間の定めなし 0人

雇用・労災・健康・厚生

80人
2人

製品積み込み作業 59歳以下 正社員以外 (1)12時50分～21時30分 3人
 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 1人

雇用・労災・健康・厚生

214人
1人 年2回 0.33月分

調剤薬局薬剤師（うおづ駅前薬局） 不問 正社員 4人
 魚津市 雇用期間の定めなし 4人

雇用・労災・健康・厚生・財形

193人
1人 年2回 32万円～88万円

公立文化ホールの舞台運営業務及びこれに伴う事務など 34歳以下 正社員 (1) 8時30分～17時15分 242人
 魚津市他 雇用期間の定めなし (2)10時30分～19時15分 168人

(3)13時30分～22時15分 雇用・労災・健康・厚生

242人
1人 年2回 4.42月分

溶接・組立 不問 有期雇用派遣 (1) 8時00分～16時50分 0人
 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） 0人

雇用・労災・健康・厚生

218人
1人

住宅営業（事業部タカノ一条ホーム）（反響営業） 59歳以下 正社員 (1) 9時30分～18時30分 6人
 魚津市他 雇用期間の定めなし 1人

雇用・労災・健康・厚生・財形

180人
1人 年2回

住宅営業（事業部タカノホーム）（反響営業） 59歳以下 正社員 (1) 9時30分～18時30分 6人
 魚津市他 雇用期間の定めなし 1人

雇用・労災・健康・厚生・財形

180人
1人 年2回

調理員または栄養士（坂本記念病院） 不問 正社員 (1) 5時30分～14時30分 5人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし (2) 9時00分～18時00分 3人

(3)10時30分～19時30分 雇用・労災・健康・厚生

150人
3人

調理員（黒部笑福学園） 64歳以下 正社員 (1) 6時00分～15時00分 0人
 黒部市 雇用期間の定めなし (2) 9時00分～18時00分 0人

(3)10時30分～19時30分 雇用・労災・健康・厚生

110人
1人 年2回 1.80月分

自動車整備又は建設機械の整備（入善工場） 44歳以下 正社員 (1) 8時30分～17時15分 3人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし 1人

雇用・労災・健康・厚生・財形

61人
1人 年2回 4.00月分

半導体製造オペレーター 不問 有期雇用派遣 (1) 8時45分～20時45分 10人
 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (2)20時45分～ 8時45分 5人

雇用・労災・健康・厚生

100人
3人 年1回 ～5万円

介護職（魚津市） 59歳以下 正社員 (1) 8時30分～17時30分 0人
 魚津市 雇用期間の定めなし (2)10時00分～19時00分 0人

(3)17時00分～ 9時00分 雇用・労災・健康・厚生

71人
2人 年3回

交通誘導警備員 18歳以上 正社員以外 (1) 8時00分～17時00分 38人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし 4人

雇用・労災・健康・厚生

38人
3人

リウッドデッキの梱包業務 不問 正社員以外 (1) 8時00分～16時45分 24人
 黒部市 雇用期間の定めなし (2)16時30分～ 0時30分 1人

雇用・労災・健康・厚生

14,381人
2人

盛付洗浄（こぶしの庭） 不問 正社員以外 (1)10時30分～19時30分 12人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし 9人

雇用・労災・健康・厚生

650人
1人

調理補助（こぶしの庭） 不問 正社員以外 (1) 5時30分～14時30分 12人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし 9人

雇用・労災・健康・厚生

650人
1人

栄養士（老健こぶしの庭） 59歳以下 正社員 (1) 8時30分～17時30分 12人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし (2) 5時30分～14時30分 9人

(3)10時30分～19時30分 雇用・労災・健康・厚生

650人
1人

金融事務（魚津支店） 40歳以下 正社員 (1) 8時30分～17時15分 5人
 魚津市 雇用期間の定めなし 4人

雇用・労災・健康・厚生

39人
1人 年2回

毎　週 毎月　18,800円まで
16010-16143391

フル
タイム
１４７

16010-16085291

172,800円～199,800円 農林水産金融業
富山県信用漁業協同組合連合会 土日祝他

実費（上限あり）
富山県富山市舟橋北町４番１９号 076-441-3528

他
実費（上限なし）

富山県富山市上赤江町１丁目８番１３号 076-441-7657 毎　週

076-441-7657 毎　週 毎月　10,000円まで
16010-16064691

フル
タイム
１４６

交替制あり 178,000円～260,000円
食堂，レストラン
（専門料理店を除日本海給食　株式会社

16010-16062091

フル
タイム
１４５

162,800円～176,000円
食堂，レストラン
（専門料理店を除日本海給食　株式会社 他

実費（上限あり）
富山県富山市上赤江町１丁目８番１３号

他
実費（上限あり）

富山県富山市上赤江町１丁目８番１３号 076-441-7657 毎　週 毎月　10,000円まで

0120-04-7732 毎　週 毎月　10,000円まで
16010-16055391

フル
タイム
１４４

158,400円～176,000円
食堂，レストラン
（専門料理店を除日本海給食　株式会社

16010-16017891

フル
タイム
１４３

161,000円～161,000円 労働者派遣業
株式会社　ワールドインテック　富山営業
所

土日祝他
実費（上限あり）

富山県富山市桜橋通り１－１８　北日本桜
橋ビル９階

他
実費（上限なし）

富山県富山市田刈屋４４５番地４ 076-433-2721 その他

076-429-8766 毎　週 毎月　21,000円まで
16010-16012391

フル
タイム
１４２

変形（１ヶ月単位）
158,400円～211,200円 警備業

総合警備エスエスケイ　株式会社

16010-16466091

フル
タイム
１４１

交替制あり 230,200円～269,600円 老人福祉・介護事業
株式会社　うちくる富山 他

実費（上限あり）
富山県富山市黒崎３３８－１

他
～令和2年3月31日 実費（上限あり）

富山県富山市掛尾町２４９番地　スペース
イン掛尾２階

076-494-8558 その他 毎月　8,000円まで

076-432-3121 その他 16010-16451491

フル
タイム
１４０

交替制あり 241,080円～275,520円 労働者派遣業
アシストユー　株式会社　富山営業所

16010-16753791

フル
タイム
１３９

変形（１年単位）
180,000円～250,000円

機械修理業（電気機
械器具を除く）株式会社　三越 日祝他

実費（上限なし）
富山県富山市下冨居２丁目１３－８１

他
実費（上限あり）

富山県富山市開６５３－１ 090-4022-5957 毎　週 毎月　10,000円まで

090-4022-5957 又は 5時00分～19時30分
の間の8時間程度

毎　週 毎月　10,000円まで
16010-16752491

フル
タイム
１３８

交替制あり 190,000円～300,000円
食堂，レストラン
（専門料理店を除株式会社　ディライフ

16010-16715191

フル
タイム
１３７

交替制あり 185,000円～250,000円
食堂，レストラン
（専門料理店を除株式会社　ディライフ 他

実費（上限あり）
富山県富山市開６５３－１

水他
実費（上限あり）

富山県富山市今泉西部町７番地の１ 076-425-1211 その他 毎月　35,000円まで

076-425-1211 その他 毎月　35,000円まで
16010-16714591

フル
タイム
１３６

変形（１年単位）
243,500円～400,000円 木造建築工事業

タカノホーム　　株式会社

16010-16658891

フル
タイム
１３５

変形（１年単位）
243,500円～400,000円 木造建築工事業

タカノホーム　　株式会社 水他
実費（上限あり）

富山県富山市今泉西部町７番地の１

日祝他
～令和元年8月31日 実費（上限あり）

富山県富山市本町３番２５号　富山本町ビ
ル３Ｆ

076-443-9010 その他 毎月　10,000円まで

076-432-3112 毎　週 毎月　55,000円まで
16010-16637391

フル
タイム
１３４

変形（１ヶ月単位）
250,809円～267,530円 労働者派遣業

株式会社　グレート　富山支店

16010-16825791

フル
タイム
１３３

交替制あり 161,300円～180,700円
他に分類されない
サービス業公益財団法人　富山県文化振興財団 他

令和2年4月1日～ 実費（上限あり）
富山県富山市新総曲輪４－１８ 
富山県民会館４階

日祝他
実費（上限なし）

富山県富山市今泉１４７番地　ＡＹビル２
Ｆ

076-423-8818 又は 8時30分～18時00分
の間の8時間

その他

080-1212-3650 毎　週 毎月　30,600円まで
16050- 3694491

フル
タイム
１３２

250,000円～550,000円
医薬品・化粧品小売
業株式会社　アモール

16020- 8991391

フル
タイム
１３１

170,000円～170,000円
その他の運輸に附帯
するサービス業株式会社ヒスコム　ＨＬＣ事業本部砺波ロ

ジスティクスセンター
土日他

12ヶ月 実費（上限あり）
富山県砺波市東保１２０２－１ 
（本社―高岡市内島３５５０）

土日祝
実費（上限あり）

富山県高岡市大坪町３丁目７－４０　大坪
ビル４Ｆ

090-4688-7545 毎　週 毎月　10,000円まで

090-4688-7545 毎　週 毎月　10,000円まで
16020- 8970891

フル
タイム
１３０

変形（１年単位）
161,600円～210,080円 労働者派遣業

株式会社　ステップ

16020- 8856791

フル
タイム
１２９

153,520円～161,600円 労働者派遣業
株式会社　ステップ 土日祝

実費（上限あり）
富山県高岡市大坪町３丁目７－４０　大坪
ビル４Ｆ

水祝他
実費（上限あり）

富山県高岡市下牧野３３－１ 0766-84-6110 その他 毎月　35,000円まで

0766-84-3683 その他 16020- 8855491

フル
タイム
１２８

変形（１年単位）
220,000円～500,000円 木造建築工事業

ウッドライフホーム株式会社

フル
タイム
１２７

変形（１年単位）
220,000円～500,000円 木造建築工事業

ウッドライフホーム株式会社 水祝他
実費（上限なし）

富山県高岡市下牧野３３－１
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職　種 年　齢 従業員数 業　　種
区分 事業所名 就業場所 就業時間 うち女性 加入保険

事業所所在地 電話番号 企業全体 求人番号

区　分
雇用期間
求人数

交替制 賃　　　金
休　日 通勤手当
週休二日 賞与（前年度実績）

★以下の求人は、先週1週間（７月８日～７月１２日）に受理した新規求人です。

カーライフアドバイザー（営業職） 34歳以下 正社員 (1) 9時15分～18時00分 181人
 魚津市他 雇用期間の定めなし 35人

雇用・労災・健康・厚生・財形

181人
2人 年2回 4.20月分

自動車整備士（魚津店） 34歳以下 正社員 (1) 9時15分～18時00分 181人
 魚津市 雇用期間の定めなし 35人

雇用・労災・健康・厚生・財形

181人
1人 年2回 4.00月分

営業職 不問 正社員 (1) 9時00分～18時30分 160人
 魚津市他 雇用期間の定めなし 21人

雇用・労災・健康・厚生・財形

160人
5人

整備士 不問 正社員 (1) 9時00分～17時30分 160人
 魚津市他 雇用期間の定めなし 21人

雇用・労災・健康・厚生・財形

160人
3人

型枠大工 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 30人
 魚津市他 雇用期間の定めなし 4人

雇用・労災・健康・厚生

85人
2人

電気工事の施工管理（新川支店） 59歳以下 正社員 (1) 8時30分～17時30分 30人
 黒部市 雇用期間の定めなし 2人

雇用・労災・健康・厚生・財形

1,130人
2人 年2回

新築住宅営業（ＳＵＭｉＣＡ新川） 40歳以下 正社員 (1) 9時00分～18時00分 16人
 魚津市 雇用期間の定めなし 5人

雇用・労災・健康・厚生

282人
1人 年2回 2.50月分

リフォーム営業（ＳＵＭｉＣＡ新川勤務） 40歳以下 正社員 (1) 9時00分～18時00分 16人
 魚津市 雇用期間の定めなし 5人

雇用・労災・健康・厚生

282人
1人 年2回 2.50月分

景品交換所係員（富山地区・呉東地区店舗） 64歳以下 正社員 (1) 9時30分～17時00分 2人
 魚津市他 雇用期間の定めなし (2)17時00分～23時00分 1人

雇用・労災・健康・厚生

40人
3人 年2回 5万円～7万円

配達及び営業（黒部支店） 59歳以下 正社員 (1) 8時00分～11時30分 1人
 黒部市 雇用期間の定めなし (2) 9時00分～12時30分 0人

雇用・労災・健康・厚生

46人
2人 年2回 2.00月分

歯科助手及び受付（フルタイム／りんごの丘歯科医院） 35歳以下 正社員 (1) 8時40分～18時40分 9人
 魚津市 雇用期間の定めなし (2) 8時40分～18時10分 9人

雇用・労災・健康・厚生

50人
1人 年2回 3.00月分

ドコモショップ携帯電話店舗　スタッフ【黒部店】 不問 正社員 (1)10時00分～19時00分 10人
 黒部市 雇用期間の定めなし 8人

雇用・労災・健康・厚生

57人
1人 年2回 4.00月分

ドコモショップ携帯電話店舗　スタッフ【魚津店】 不問 正社員 (1)10時00分～19時00分 11人
 魚津市 雇用期間の定めなし 7人

雇用・労災・健康・厚生

57人
2人 年2回 4.00月分

販売員（寝具と睡眠のアドバイザー）【魚津店】 59歳以下 正社員 (1) 9時50分～19時10分 3人
 魚津市 雇用期間の定めなし 0人

雇用・労災・健康・厚生

95人
2人 年2回 1万円～40万円

インテリアコーディネーター： 59歳以下 正社員 (1) 8時30分～17時40分 16人
 魚津市他 雇用期間の定めなし 7人

雇用・労災・健康・厚生・財形

341人
3人 年3回 5.00月分

住宅営業（反響営業）【黒瀬・上飯野・魚津・富山店】 59歳以下 正社員 (1) 8時30分～17時40分 11人
 魚津市他 雇用期間の定めなし 1人

雇用・労災・健康・厚生・財形

341人
5人 年3回 5.00月分

設計【富山・高岡設計センター・魚津店】 不問 正社員 (1) 8時30分～17時40分 18人
 魚津市他 雇用期間の定めなし 8人

雇用・労災・健康・厚生・財形

341人
3人 年3回 5.00月分

インテリアコーディネーター 59歳以下 正社員 (1) 8時30分～17時40分 12人
 魚津市 雇用期間の定めなし 2人

雇用・労災・健康・厚生・財形

179人
1人 年3回 5.00月分

住宅リフォーム営業【掛尾・上飯野・魚津・黒部・富山店】 59歳以下 正社員 (1) 8時30分～17時40分 12人
 魚津市他 雇用期間の定めなし 2人

雇用・労災・健康・厚生・財形

179人
4人 年3回 5.00月分

住宅リフォームアドバイザー【富山店・黒部店】 40歳以下 正社員 (1) 8時30分～17時40分 8人
 黒部市他 雇用期間の定めなし 3人

雇用・労災・健康・厚生・財形

179人
6人 年3回 5.00月分

建築施工管理（木造注文住宅）【高岡店・富山店・魚津店】 不問 正社員 (1) 8時30分～17時40分 15人
 魚津市他 雇用期間の定めなし 3人

雇用・労災・健康・厚生・財形

87人
2人 年3回 5.00月分

16010-16158591

火他
実費（上限あり）

富山県富山市田中町五丁目４番７号 076-425-2351 その他 毎月　25,000円まで

076-441-2341 その他 16010-16217991

フル
タイム
１４８

変形（１ヶ月単位）
182,000円～255,000円 自動車小売業

株式会社　日産サティオ富山

16010-16171891

フル
タイム
１５０

変形（１年単位）
190,000円～236,000円 自動車小売業

富山日産自動車　株式会社 火他
実費（上限なし）

富山県富山市西新庄１１番４６号

火他
実費（上限あり）

富山県富山市田中町五丁目４番７号 076-425-2351 その他 毎月　31,600円まで

076-491-6035 その他 16010-16305991

フル
タイム
１４９

変形（１ヶ月単位）
181,500円～250,500円 自動車小売業

株式会社　日産サティオ富山

16010-16218491

フル
タイム
１５２

変形（１年単位）
276,000円～368,000円 大工工事業

有限会社　吉塚工務店 日他
なし

富山県富山市新屋６０番地の７

火他
実費（上限なし）

富山県富山市西新庄１１番４６号 076-441-2341 その他

076-422-4592 毎　週 毎月　50,000円まで
16010-15984291

フル
タイム
１５１

変形（１年単位）
190,000円～236,000円 自動車小売業

富山日産自動車　株式会社

16010-15812891

フル
タイム
１５４

200,000円～360,000円 木造建築工事業
株式会社　ＯＳＣＡＲ　Ｊ．Ｊ　（オス
カーホーム）

水他
実費（上限あり）

富山県富山市二口町４丁目７番地１４

土日祝他
実費（上限なし）

富山県富山市小中２６９ 076-481-6091 毎　週

076-422-4195 な　し 毎月　20,000円まで
16010-16004391

フル
タイム
１５３

240,000円～400,000円 電気工事業
北陸電気工事　株式会社

16010-15987091

フル
タイム
１５６

164,225円～164,225円
他に分類されない事
業サービス業有限会社　サーチ 他

実費（上限あり）
富山県富山市堀川小泉町１－８－１ 
富山綜合安全ビル３Ｆ

他
実費（上限あり）

富山県富山市二口町４丁目７番地１４ 076-422-4592 毎　週 毎月　50,000円まで

080-1956-9782 毎　週 16070- 2189491

フル
タイム
１５５

200,000円～360,000円 木造建築工事業
株式会社　ＯＳＣＡＲ　Ｊ．Ｊ　（オス
カーホーム）

16070- 2229791

フル
タイム
１５８

特定曜日のみ(2)(3)
160,000円～220,000円 歯科診療所

医療法人社団　光の道 日祝他
実費（上限なし）

富山県滑川市常盤町１８１－４１

日他
実費（上限あり）

富山県滑川市上小泉２１８３番地 076-475-0341 又は 5時00分～16時00分
の間の7時間

その他 毎月　10,000円まで

0766-24-3663 その他 16020- 9025391

フル
タイム
１５７

変形（１年単位）
181,000円～216,000円

その他の飲食料品小
売業株式会社　サンフーズ

16020- 9022591

フル
タイム
１６０

変形（１ヶ月単位）
154,400円～211,600円

他に分類されない小
売業株式会社　トリニティ 他

実費（上限なし）
富山県高岡市二塚３２２－３

他
実費（上限なし）

富山県高岡市二塚３２２－３ 0766-24-3663 その他

0766-84-6110 その他 16020- 8799691

フル
タイム
１５９

変形（１ヶ月単位）
154,400円～211,600円

他に分類されない小
売業株式会社　トリニティ

16020- 9161091

フル
タイム
１６２

変形（１年単位）
215,000円～355,000円 一般土木建築工事業

石友ホーム株式会社 水祝他
実費（上限なし）

富山県高岡市下牧野３６－２

他
実費（上限あり）

富山県高岡市御旅屋町９５番地 0766-21-0632 その他 毎月　10,000円まで

0766-84-6110 その他 16020- 8803391

フル
タイム
１６１

変形（１ヶ月単位）
230,000円～290,000円

呉服・服地・寝具小
売業株式会社　布屋商店

16020- 8801191

フル
タイム
１６４

変形（１年単位）
220,000円～500,000円 一般土木建築工事業

石友ホーム株式会社 水祝他
実費（上限なし）

富山県高岡市下牧野３６－２

水祝他
実費（上限なし）

富山県高岡市下牧野３６－２ 0766-84-6110 その他

0766-84-6110 その他 16020- 8831891

フル
タイム
１６３

変形（１年単位）
242,000円～542,000円 一般土木建築工事業

石友ホーム株式会社

16020- 8826591

フル
タイム
１６６

変形（１年単位）
220,000円～500,000円 一般土木建築工事業

石友リフォームサービス株式会社 水祝他
実費（上限なし）

富山県高岡市下牧野３６－２

水祝他
実費（上限なし）

富山県高岡市下牧野３６－２ 0766-84-6110 その他

0766-84-3683 その他 16020- 8855491

フル
タイム
１６５

変形（１年単位）
220,000円～360,000円 一般土木建築工事業

石友リフォームサービス株式会社

16020- 8832291

フル
タイム
１６８

変形（１年単位）
220,000円～500,000円 木造建築工事業

ウッドライフホーム株式会社 水祝他
実費（上限なし）

富山県高岡市下牧野３３－１

水祝他
実費（上限なし）

富山県高岡市下牧野３６－２ 0766-84-6110 その他

フル
タイム
１６７

変形（１年単位）
220,000円～500,000円 一般土木建築工事業

石友リフォームサービス株式会社
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職　種 年　齢 従業員数 業　　種
区分 事業所名 就業場所 就業時間 うち女性 加入保険

事業所所在地 電話番号 企業全体 求人番号

区　分
雇用期間
求人数

交替制 賃　　　金
休　日 通勤手当
週休二日 賞与（前年度実績）

★以下の求人は、先週1週間（７月８日～７月１２日）に受理した新規求人です。

設計【高岡店・富山店・魚津店】 59歳以下 正社員 (1) 8時30分～17時40分 15人
 魚津市他 雇用期間の定めなし 3人

雇用・労災・健康・厚生・財形

87人
3人 年3回 5.00月分

製品のカット及び梱包作業 不問 無期雇用派遣 (1) 9時00分～18時00分 9人
 黒部市 雇用期間の定めなし 0人

雇用・労災・健康・厚生

80人
1人

ホースの仕分作業及び目視検査 不問 無期雇用派遣 (1) 9時00分～18時00分 10人
 黒部市 雇用期間の定めなし 0人

雇用・労災・健康・厚生

80人
2人

製品積み込み作業 59歳以下 正社員以外 (1)12時50分～21時30分 3人
 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 1人

雇用・労災・健康・厚生

214人
1人 年2回 0.33月分

介護職員（日勤） 不問 パート労働者 (1) 7時30分～12時30分 13人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし (2)12時30分～16時30分 8人

(3) 7時30分～16時30分 労災
18人

3人
介護職員（夜間介護） 18歳以上 パート労働者 (1)19時00分～ 7時30分 13人

 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし 8人
労災

18人
3人 年2回 2万円～10万円

調理員 不問 パート労働者 (1)11時00分～13時00分 13人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし (2)17時00分～19時00分 8人

労災
18人

1人 3万円～10万円
介護職員（夜間介護）【ケアホーム生地】 18歳以上 パート労働者 (1)19時00分～ 7時30分 7人

 黒部市 雇用期間の定めなし 5人
労災

37人
3人 年2回 2万円～10万円

介護職員【グループホーム黒部】 不問 パート労働者 (1) 7時30分～12時30分 22人
 黒部市 雇用期間の定めなし (2)12時30分～16時30分 16人

(3) 7時30分～16時30分 労災
37人

1人 年2回 1.00月分
介護職員（夜間介護）【グループホーム黒部】 18歳以上 パート労働者 (1)19時00分～ 7時30分 22人

 黒部市 雇用期間の定めなし 16人
労災

37人
2人 2万円～10万円

調理員【ケアホーム生地】 不問 パート労働者 (1)11時00分～13時00分 28人
 黒部市 雇用期間の定めなし (2)17時00分～19時00分 20人

労災
30人

1人 3万円～10万円
サービススタッフ 不問 パート労働者 38人

 下新川郡入善町 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 29人
労災

130,000人
3人

ハンバーガーの製造 不問 パート労働者 38人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 29人

労災
130,000人

3人
荷物搬入 不問 パート労働者 (1)17時00分～19時00分 38人

 下新川郡入善町 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (2)13時30分～15時30分 29人
労災

130,000人
1人

閉店作業（洗い物等） 不問 パート労働者 (1)21時00分～ 1時00分 38人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 29人

労災
130,000人

2人
介護職（デイサービス）　　　　【三日市】 不問 パート労働者 (1) 9時00分～16時00分 11人

 黒部市 雇用期間の定めなし (2) 9時00分～13時00分 9人
雇用・労災

120人
1人

（請）温泉旅館での浴室清掃 不問 パート労働者 (1)10時00分～12時45分 0人
 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 0人

労災
300人

3人
清掃業務（大阪屋ショップ黒部メルシー店） 不問 パート労働者 (1) 6時30分～ 9時30分 4人

 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 1人
労災

24,600人
1人

客室清掃業務（ホテルベストイン魚津） 不問 パート労働者 (1) 9時30分～14時30分 11人
 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 10人

雇用・労災
24,000人

2人
清掃業務（大阪屋ショップ魚津サンプラザ店） 不問 パート労働者 (1) 7時30分～11時00分 2人

 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） 2人
労災

23,600人
1人

給油所給油接客販売業務【ＤＤ魚津店】 不問 パート労働者 7人
 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 2人

労災
220人

2人

090-4688-7545 毎　週 毎月　10,000円まで
16020- 8970891

16020- 8856791

フル
タイム
１７０

153,520円～161,600円 労働者派遣業
株式会社　ステップ 土日祝

実費（上限あり）
富山県高岡市大坪町３丁目７－４０　大坪
ビル４Ｆ

水祝他
実費（上限あり）

富山県高岡市下牧野３３－１ 0766-84-6110 その他 毎月　35,000円まで

080-1212-3650 毎　週 毎月　30,600円まで
16050- 3694491

フル
タイム
１６９

変形（１年単位）
220,000円～500,000円 木造建築工事業

ウッドライフホーム株式会社

16020- 8991391

フル
タイム
１７２

170,000円～170,000円
その他の運輸に附帯
するサービス業株式会社ヒスコム　ＨＬＣ事業本部砺波ロ

ジスティクスセンター
土日他

12ヶ月 実費（上限あり）
富山県砺波市東保１２０２－１ 
（本社―高岡市内島３５５０）

土日祝
実費（上限あり）

富山県高岡市大坪町３丁目７－４０　大坪
ビル４Ｆ

090-4688-7545 毎　週 毎月　10,000円まで

0766-54-6346 その他 16020- 9811591

フル
タイム
１７１

変形（１年単位）
161,600円～210,080円 労働者派遣業

株式会社　ステップ

16020- 9806391

パート
２

変形（１ヶ月単位）
1,578円～1,894円 老人福祉・介護事業

株式会社　ウェルフェアサービス 他
実費（上限あり）

富山県高岡市関町６－２

他
実費（上限あり）

富山県高岡市関町６－２ 0766-54-6346 又は10時00分～19時00分
の間の6時間

毎　週 毎月　50,000円まで

0766-54-6346 その他 16020- 9815691

パート
１

920円～1,020円 老人福祉・介護事業
株式会社　ウェルフェアサービス

16020- 9813091

パート
４

変形（１ヶ月単位）
1,578円～1,894円 老人福祉・介護事業

ケアスタジオ　株式会社 他
実費（上限あり）

富山県高岡市関町６－２

他
実費（上限あり）

富山県高岡市関町６－２ 0766-54-6346 毎　週 毎月　50,000円まで

0766-54-6346 その他 毎月　50,000円まで
16020- 9821091

パート
３

850円～900円 老人福祉・介護事業
株式会社　ウェルフェアサービス

16020- 9820191

パート
６

変形（１ヶ月単位）
1,578円～1,894円 老人福祉・介護事業

ケアスタジオ　株式会社 他
実費（上限あり）

富山県高岡市関町６－２

他
実費（上限あり）

富山県高岡市関町６－２ 0766-54-6346 又は10時00分～19時00分
の間の6時間以上

毎　週 毎月　50,000円まで

0765-74-9208 又は 6時00分～ 0時00分
の間の3時間以上

毎　週 16040- 4216591

パート
５

920円～1,020円 老人福祉・介護事業
ケアスタジオ　株式会社

16020- 9837591

パート
８

850円～985円 その他の飲食店
日本マクドナルド株式会社８号線入善店 他

12ヶ月 なし
富山県下新川郡入善町椚山１２１０

他
実費（上限あり）

富山県高岡市関町６－２ 0766-54-6346 毎　週 毎月　50,000円まで

0765-74-9208 毎　週 16040- 4218091

パート
７

850円～900円 老人福祉・介護事業
ケアスタジオ　株式会社

16040- 4217191

パート
１０

特定曜日のみ(2)(3)
850円～850円 その他の飲食店

日本マクドナルド株式会社８号線入善店 月水金他
12ヶ月 なし

富山県下新川郡入善町椚山１２１０

他
12ヶ月 なし

富山県下新川郡入善町椚山１２１０ 0765-74-9208 又は 6時00分～ 0時00分
の間の3時間以上

その他

0765-57-3070 毎　週 毎月　20,000円まで
16040- 4220791

パート
９

850円～985円 その他の飲食店
日本マクドナルド株式会社８号線入善店

16040- 4219391

パート
１２

850円～950円
その他の社会保険・
社会福祉・介護事業有限会社　真成 日他

実費（上限あり）
富山県黒部市新牧野３４９　ユアーズビル
黒部Ｂ棟

他
12ヶ月 なし

富山県下新川郡入善町椚山１２１０ 0765-74-9208 毎　週

076-432-8600 毎　週 毎月　15,000円まで
16010-17409591

パート
１１

850円～850円 その他の飲食店
日本マクドナルド株式会社８号線入善店

17010-20436991

パート
１４

900円～900円 建物サービス業
太平ビルサービス　株式会社　富山支店 他

12ヶ月 実費（上限あり）
富山県富山市桜橋通り２－２５ 
富山第一生命ビル８階

他
6ヶ月 実費（上限あり）

石川県金沢市福増町北７１０ 076-208-3959 その他 毎月　25,000円まで

076-432-8600 毎　週 毎月　15,000円まで
16010-17412991

パート
１３

1,100円～1,100円 建物サービス業
株式会社サン・クリーンサービス　北陸営
業所

16010-17410391

パート
１６

900円～900円 建物サービス業
太平ビルサービス　株式会社　富山支店 他

～令和2年3月31日 実費（上限あり）
富山県富山市桜橋通り２－２５ 
富山第一生命ビル８階

他
12ヶ月 実費（上限あり）

富山県富山市桜橋通り２－２５ 
富山第一生命ビル８階

076-432-8600 毎　週 毎月　15,000円まで

パート
１５

850円～900円 建物サービス業
太平ビルサービス　株式会社　富山支店

16020- 9726991

他
12ヶ月 なし

富山県射水市庄西町２丁目６番６２号 0766-82-3157 又は 7時00分～23時00分
の間の4時間以上

その他

パート
１７

1,000円～1,200円 燃料小売業
島石油　株式会社
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職　種 年　齢 従業員数 業　　種
区分 事業所名 就業場所 就業時間 うち女性 加入保険

事業所所在地 電話番号 企業全体 求人番号

区　分
雇用期間
求人数

交替制 賃　　　金
休　日 通勤手当
週休二日 賞与（前年度実績）

★以下の求人は、先週1週間（７月８日～７月１２日）に受理した新規求人です。

給油所スタッフ【富山・滑川・魚津】 不問 パート労働者 79人
 魚津市他 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 19人

労災
220人

3人
調理補助 不問 パート労働者 (1)10時00分～13時00分 85人

 下新川郡入善町 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (2)14時00分～17時00分 50人
労災

85人
1人

朝食係 不問 パート労働者 (1) 5時00分～11時00分 85人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし 50人

労災
85人

1人
接客係 不問 パート労働者 (1)10時00分～16時00分 85人

 下新川郡入善町 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (2)16時00分～22時00分 50人
労災

85人
2人

送迎係 不問 パート労働者 (1) 8時00分～11時00分 85人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし (2)14時00分～17時00分 50人

雇用・労災
85人

1人
（請）部品付・検査 不問 パート労働者 (1) 9時10分～14時00分 45人

 黒部市 雇用期間の定めなし 23人
雇用・労災

148人
1人

ねぎ出荷作業員 不問 パート労働者 (1) 8時30分～16時00分 6人
 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (2) 8時30分～12時00分 1人

(3)13時00分～16時00分 労災
6人

3人
税理士補助業務 不問 パート労働者 7人

 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 5人
雇用・労災

10人
1人

看護師（パートタイム／お達者くらぶ小摺戸） 不問 パート労働者 12人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし 8人

労災
29人

1人
ビューティアドバイザー（Ｖドラッグ　魚津エリア） 不問 パート労働者 20人

 下新川郡入善町 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 19人
雇用・労災・健康・厚生

6,477人
3人 年2回 2万円～12万円

パートチーフ候補 不問 パート労働者 20人
 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 18人

雇用・労災・健康・厚生・財形

6,542人
1人 年2回 2万円～12万円

交通誘導警備員 18歳以上 パート労働者 (1) 8時00分～17時00分 100人
 魚津市他 雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） (2)22時00分～ 5時00分 15人

雇用・労災
110人

10人
警備員（アップルヒル） 18歳以上 パート労働者 (1) 7時00分～14時30分 5人

 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (2)14時30分～22時00分 0人
労災

1,462人
1人

タクシードライバー 不問 パート労働者 (1) 8時00分～13時00分 48人
 魚津市 雇用期間の定めなし (2)19時00分～ 0時00分 7人

雇用・労災
48人

2人
スクールバス運転手 不問 パート労働者 (1) 7時00分～ 8時30分 48人

 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (2)14時30分～17時00分 7人
労災

48人
2人

接客・調理補助 不問 パート労働者 (1)18時00分～22時00分 2人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし (2)17時30分～22時30分 2人

(3)18時00分～22時30分 労災
2人

3人
ホールスタッフ【花朝月夕／黒部市】 不問 パート労働者 12人

 黒部市 雇用期間の定めなし 6人
労災

150人
2人 年2回

調理補助【旬菜あかり家／魚津市】 不問 パート労働者 (1)13時00分～17時00分 12人
 魚津市 雇用期間の定めなし 5人

労災
150人

2人
ホールスタッフ【旬菜あかり家／魚津市】 不問 パート労働者 12人

 魚津市 雇用期間の定めなし 5人
労災

150人
2人 年2回

クリーンクルー（黒部市役所） 不問 パート労働者 (1) 6時30分～10時00分 5人
 黒部市 雇用期間の定めなし 5人

労災
150人

1人
ドラッグストアスタッフ（Ｖドラッグ　魚津エリア） 不問 パート労働者 25人

 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 19人
労災

6,477人
16人

0766-82-3157 又は 7時00分～23時00分
の間の4時間程度

その他 16020- 9729891

パート
１８

1,200円～1,500円 燃料小売業
島石油　株式会社 他

12ヶ月 なし
富山県射水市庄西町２丁目６番６２号

0765-78-2525 毎　週 毎月　10,000円まで
16040- 4195191

16040- 4194591

パート
２０

850円～950円 旅館，ホテル
入善里山観光開発株式会社（バーデン明
日）

他
実費（上限あり）

富山県下新川郡入善町舟見１６７７番地１

他
～令和2年3月31日 実費（上限あり）

富山県下新川郡入善町舟見１６７７番地１ 0765-78-2525 その他 毎月　10,000円まで

0765-78-2525 隔　週 毎月　10,000円まで
16040- 4197391

パート
１９

825円～825円 旅館，ホテル
入善里山観光開発株式会社（バーデン明
日）

16040- 4196091

パート
２２

1,000円～1,250円 旅館，ホテル
入善里山観光開発株式会社（バーデン明
日）

他
実費（上限あり）

富山県下新川郡入善町舟見１６７７番地１

他
12ヶ月 実費（上限あり）

富山県下新川郡入善町舟見１６７７番地１ 0765-78-2525 毎　週 毎月　10,000円まで

0765-52-1960 その他 毎月　5,000円まで
16040- 4203991

パート
２１

825円～850円 旅館，ホテル
入善里山観光開発株式会社（バーデン明
日）

16040- 4202691

パート
２４

850円～890円 耕種農業
有限会社　林農産 日他

令和元年7月16日～ 実費（上限あり）
富山県黒部市若栗１３５４

土日他
実費（上限あり）

富山県下新川郡入善町椚山４２３６－１０ 0765-72-5770 又は 8時20分～17時00分
の間の4時間程度

毎　週 毎月　7,000円まで

080-3046-9076 又は 8時30分～17時30分
の間の6時間程度

毎　週 毎月　7,000円まで
16070- 2273091

パート
２３

950円～950円
建設用・建築用金属
製品製造業（製缶板有限会社　長崎新サッシ工業

16040- 4212491

パート
２６

1,100円～1,300円 老人福祉・介護事業
有限会社　お達者くらぶ 日他

実費（上限あり）
富山県滑川市中川原３５０－１番地

土日祝
6ヶ月 実費（上限あり）

富山県魚津市青島８番地 0765-22-8701 又は 9時00分～17時00分
の間の5時間程度

毎　週 毎月　10,000円まで

0572-27-3356 又は 8時30分～21時00分
の間の7時間程度

毎　週 21030-10563591

パート
２５

850円～900円
公認会計士事務所，
税理士事務所税理士法人　よつば

21030-10531191

パート
２８

830円～830円
医薬品・化粧品小売
業中部薬品　株式会社（Ｖ・ｄｒｕｇ） 他

12ヶ月 実費（上限なし）
岐阜県多治見市高根町４－２９

祝他
12ヶ月 実費（上限なし）

岐阜県多治見市高根町４－２９ 0572-27-3356 又は10時00分～18時30分
の間の7時間程度

毎　週

076-421-0400 その他 毎月　15,000円まで
16010-17302291

パート
２７

860円～860円
医薬品・化粧品小売
業中部薬品　株式会社（Ｖ・ｄｒｕｇ）

16010-17270891

パート
３０

交替制あり 850円～880円 建物サービス業
株式会社　ホクタテ 他

12ヶ月 実費（上限あり）
富山県富山市中野新町１丁目２番１０号

他
2ヶ月 実費（上限なし）

富山県富山市千石町２－８－２ 076-493-7330 毎　週

0765-22-1030 毎　週 16040- 4163691

パート
２９

交替制あり 1,000円～1,333円 警備業
マンパワーセキュリティ　株式会社

16040- 4160191

パート
３２

1,000円～1,000円
一般乗用旅客自動車
運送業株式会社　金閣自動車商会 土日祝他

～令和2年3月31日 なし
富山県魚津市本町２－１４－２８

他
なし

富山県魚津市本町２－１４－２８ 0765-22-1030 又は 8時00分～19時00分
の間の4時間以上

毎　週

0765-33-5037 又は14時00分～ 0時00分
の間の4時間以上

その他 16040- 4184291

パート
３１

1,000円～1,250円
一般乗用旅客自動車
運送業株式会社　金閣自動車商会

16040- 4176291

パート
３４

950円～1,000円
食堂，レストラン
（専門料理店を除株式会社　ピーノ　コーポレーション 他

実費（上限なし）
富山県黒部市三日市２５２３－１

日他
一定額

富山県下新川郡入善町入膳１１区 0765-74-1088 又は18時00分～23時00分
の間の3時間以上

毎　週 毎月　1,000円まで

0765-33-5037 又は14時00分～ 0時00分
の間の4時間以上

その他 16040- 4189691

パート
３３

1,000円～1,200円 酒場，ビヤホール
居酒屋　こきりこ

16040- 4187091

パート
３６

950円～1,000円
食堂，レストラン
（専門料理店を除株式会社　ピーノ　コーポレーション 他

実費（上限なし）
富山県黒部市三日市２５２３－１

他
実費（上限なし）

富山県黒部市三日市２５２３－１ 0765-33-5037 毎　週

0572-27-3356 又は 8時30分～21時00分
の間の4時間程度

毎　週 21030-10461391

パート
３５

950円～1,000円
食堂，レストラン
（専門料理店を除株式会社　ピーノ　コーポレーション

16050- 4080291

パート
３８

830円～830円
医薬品・化粧品小売
業中部薬品　株式会社（Ｖ・ｄｒｕｇ） 他

12ヶ月 実費（上限なし）
岐阜県多治見市高根町４－２９

土日祝他
実費（上限あり）

南砺市遊部８７０番地 0763-52-4069 毎　週 毎月　3,000円まで

パート
３７

850円～950円 建物サービス業
株式会社オカベ
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職　種 年　齢 従業員数 業　　種
区分 事業所名 就業場所 就業時間 うち女性 加入保険

事業所所在地 電話番号 企業全体 求人番号

区　分
雇用期間
求人数

交替制 賃　　　金
休　日 通勤手当
週休二日 賞与（前年度実績）

★以下の求人は、先週1週間（７月８日～７月１２日）に受理した新規求人です。

ホテル朝食兼フロントスタッフ（ベストイン魚津） 不問 パート労働者 (1) 6時00分～10時00分 13人
 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 9人

労災
2,200人

1人
店頭販売 不問 パート労働者 8人

 魚津市 雇用期間の定めなし 4人
雇用・労災・健康・厚生・財形

200人
1人 年2回 2.50月分

交通誘導警備員（呉東地区） 18歳以上 パート労働者 (1) 8時00分～17時00分 45人
 魚津市他 雇用期間の定めなし 2人

雇用・労災・健康・厚生

65人
3人

（請）清掃及び検品 不問 パート労働者 (1) 8時45分～17時00分 1人
 下新川郡朝日町 雇用期間の定めなし 1人

雇用・労災
22人

2人
一般事務補助 不問 パート労働者 (1) 8時30分～15時00分 9人

 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 4人
雇用・労災

28人
1人

保育士（うらやま保育園） 不問 パート労働者 (1)12時00分～16時00分 23人
 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 23人

雇用・労災
130人

1人 年2回
客室清掃補助（短期） 不問 パート労働者 (1) 9時00分～15時00分 33人

 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） 27人
労災

14,056人
6人

朝食レストラン係（短期） 不問 パート労働者 (1) 6時00分～11時00分 33人
 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） 27人

労災
14,056人

4人
夕食レストラン係（短期） 不問 パート労働者 (1)17時00分～22時00分 33人

 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） 27人
労災

14,056人
2人

ヘルスケアアドバイザー（Ｖドラッグ　魚津エリア） 不問 パート労働者 18人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 14人

雇用・労災・健康・厚生

6,477人
1人 年2回 2万円～12万円

客室清掃 不問 パート労働者 (1) 9時00分～18時00分 37人
 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (2)18時00分～ 0時00分 19人

雇用・労災・健康・厚生

46人
2人

店内販売及びレジ業務【オートバックス魚津店】 不問 パート労働者 18人
 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 6人

雇用・労災・健康・厚生・財形

250人
1人

ピットサービス【オートバックス魚津店】 不問 パート労働者 18人
 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 6人

雇用・労災・健康・厚生・財形

250人
1人

店内販売及びレジ業務【オートバックス入善店】 不問 パート労働者 12人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 4人

雇用・労災・健康・厚生・財形

250人
1人

ピットサービス【オートバックス入善店】 不問 パート労働者 12人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 4人

雇用・労災・健康・厚生・財形

250人
1人

レジ業務【魚津店】 不問 パート労働者 (1)17時00分～20時00分 18人
 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (2)18時00分～20時00分 6人

労災
250人

1人
レジ業務【入善店】 不問 パート労働者 (1)17時00分～19時00分 12人

 下新川郡入善町 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (2)18時00分～19時00分 4人
労災

250人
1人

工場内日常清掃作業【ＪＸ金属三日市リサイクル】 不問 パート労働者 (1) 8時00分～17時00分 1人
 黒部市 雇用期間の定めなし 1人

労災
142人

1人 年2回 3万円～10万円
バス運転手 不問 パート労働者 16人

 黒部市 雇用期間の定めなし 2人
労災

16人
2人

調剤薬局薬剤師（うおづ駅前薬局） 不問 パート労働者 4人
 魚津市 雇用期間の定めなし 4人

雇用・労災
193人

1人 年2回 0万円～5万円
看護師（正看護師又は准看護師） 59歳以下 パート労働者 (1) 8時30分～17時30分 5人

 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし 4人
雇用・労災

18人
1人

076-423-5860 又は 9時30分～18時00分
の間の5時間程度

その他 16010-17133591

24010- 9559391

パート
４０

850円～1,000円
写真機・時計・眼鏡
小売業株式会社　メガネのハラダ 他

実費（上限なし）
富山県富山市総曲輪３丁目２－２９

他
6ヶ月 実費（上限あり）

三重県四日市市鵜の森１－４－２８ 
ユマニテクプラザ５階

0765-24-3330 その他 毎月　15,000円まで

0765-32-4289 毎　週 毎月　8,000円まで
16040- 4137191

パート
３９

950円～950円 旅館，ホテル
株式会社　グリーンズ

16010-17151091

パート
４２

1,143円～1,143円 建物サービス業
株式会社　四葉クリーン 月木土日

実費（上限あり）
富山県黒部市吉田２１１２

他
実費（上限あり）

富山県富山市一本木１３８番地 076-411-0124 毎　週 毎月　50,000円まで

0765-65-1180 毎　週 毎月　22,500円まで
16040- 4140791

パート
４１

1,000円～1,133円 警備業
北陸交通整理　株式会社

16040- 4139391

パート
４４

970円～970円 老人福祉・介護事業
社会福祉法人　宇奈月福祉会（特別養護老
人ホーム　おらはうす宇奈月）

土日祝
6ヶ月 実費（上限あり）

富山県黒部市宇奈月町下立３７

土日祝
12ヶ月 実費（上限あり）

富山県魚津市漁港定坊割 0765-24-0068 毎　週 毎月　20,000円まで

0765-22-7411 その他 毎月　15,000円まで
16040- 4143591

パート
４３

900円～920円
農林水産業協同組合
（他に分類されない魚津漁業協同組合

16040- 4141891

パート
４６

1,200円～1,200円 旅館，ホテル
ルートインジャパン株式会社（ルートイン
魚津）

他
令和元年8月11日～
令和元年8月15日

実費（上限あり）
富山県魚津市上村木２－３－３９

他
令和元年8月11日～
令和元年8月15日

実費（上限あり）
富山県魚津市上村木２－３－３９ 0765-22-7411 その他 毎月　15,000円まで

0572-27-3356 又は 8時30分～21時00分
の間の7時間程度

毎　週 21030-10357391

パート
４５

1,300円～1,300円 旅館，ホテル
ルートインジャパン株式会社（ルートイン
魚津）

16040- 4144191

パート
４８

830円～830円
医薬品・化粧品小売
業中部薬品　株式会社（Ｖ・ｄｒｕｇ） 他

12ヶ月 実費（上限なし）
岐阜県多治見市高根町４－２９

他
令和元年8月11日～
令和元年8月15日

実費（上限あり）
富山県魚津市上村木２－３－３９ 0765-22-7411 その他 毎月　15,000円まで

0766-57-8181 又は10時00分～20時00分
の間の6時間程度

その他 毎月　50,000円まで
16020- 9555091

パート
４７

1,200円～1,200円 旅館，ホテル
ルートインジャパン株式会社（ルートイン
魚津）

16010-17067491

パート
５０

930円～950円
機械器具小売業（自
動車，自転車を除株式会社ピューマ（オートバックス） 他

6ヶ月 実費（上限あり）
富山県射水市戸破１６３７

他
12ヶ月 実費（上限あり）

富山県富山市緑町２丁目３番５号 076-424-5567 又は 9時00分～ 8時59分
の間の4時間以上

その他 毎月　5,000円まで

0766-57-8181 又は10時00分～19時00分
の間の6時間程度

その他 毎月　50,000円まで
16020- 9557691

パート
４９

850円～900円 旅館，ホテル
有限会社　日栄商事

16020- 9556391

パート
５２

930円～950円
機械器具小売業（自
動車，自転車を除株式会社ピューマ（オートバックス） 他

6ヶ月 実費（上限あり）
富山県射水市戸破１６３７

他
6ヶ月 実費（上限あり）

富山県射水市戸破１６３７ 0766-57-8181 又は10時00分～20時00分
の間の6時間程度

毎　週 毎月　50,000円まで

0766-57-8181 毎　週 16020- 9578291

パート
５１

930円～950円
機械器具小売業（自
動車，自転車を除株式会社ピューマ（オートバックス）

16020- 9558991

パート
５４

1,300円～1,300円
機械器具小売業（自
動車，自転車を除株式会社ピューマ（オートバックス） 土日祝

6ヶ月 なし
富山県射水市戸破１６３７

他
6ヶ月 実費（上限あり）

富山県射水市戸破１６３７ 0766-57-8181 又は10時00分～19時00分
の間の6時間程度

毎　週 毎月　50,000円まで

0765-74-0246 毎　週 16040- 4125791

パート
５３

930円～950円
機械器具小売業（自
動車，自転車を除株式会社ピューマ（オートバックス）

16020- 9580391

パート
５６

1,100円～1,100円 建物サービス業
株式会社　新川ビルサービス 火水木金日

実費（上限なし）
富山県下新川郡入善町入膳５１８９

土日祝
6ヶ月 なし

富山県射水市戸破１６３７ 0766-57-8181 毎　週

076-423-8818 又は 8時30分～18時00分
の間の4時間以上

その他 16010-16827291

パート
５５

1,300円～1,300円
機械器具小売業（自
動車，自転車を除株式会社ピューマ（オートバックス）

16040- 4130691

パート
５８

1,600円～2,200円
医薬品・化粧品小売
業株式会社　アモール 日祝他

実費（上限なし）
富山県富山市今泉１４７番地　ＡＹビル２
Ｆ

他
なし

富山県黒部市宇奈月町浦山７０８４－４ 0765-65-7766 又は 6時00分～18時00分
の間の6時間程度

毎　週

パート
５７

1,000円～1,100円
一般貸切旅客自動車
運送業朝日観光バス　株式会社

16010-16652091

土日他
実費（上限あり）

富山県富山市森田１７６０ 076-428-0855 毎　週

パート
５９

1,300円～1,500円 老人福祉・介護事業
有限会社　あゆみ
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職　種 年　齢 従業員数 業　　種
区分 事業所名 就業場所 就業時間 うち女性 加入保険

事業所所在地 電話番号 企業全体 求人番号

区　分
雇用期間
求人数

交替制 賃　　　金
休　日 通勤手当
週休二日 賞与（前年度実績）

★以下の求人は、先週1週間（７月８日～７月１２日）に受理した新規求人です。

渉外担当者（黒部支店） 不問 パート労働者 (1) 9時00分～16時00分 39人
 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 27人

労災
4,522人

1人
図書館司書（魚津市立図書館） 不問 パート労働者 (1) 8時30分～17時00分 6人

 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (2) 8時30分～15時15分 6人
(3)15時15分～21時00分 雇用・労災

740人
1人

調理員（坂本記念病院） 不問 パート労働者 (1) 5時30分～11時30分 4人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし (2)15時00分～19時30分 3人

(3)12時00分～18時00分 雇用・労災・健康・厚生

150人
2人

ディライフ「魚津病院」事業所調理員 不問 パート労働者 (1) 5時30分～10時30分 12人
 魚津市 雇用期間の定めなし (2) 9時30分～13時30分 10人

(3)15時00分～19時30分 雇用・労災
150人

3人
調理員（アイシンメタルテック（株）内食堂） 不問 パート労働者 (1) 9時00分～14時45分 9人

 下新川郡入善町 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 8人
雇用・労災

17,887人
1人

調理員（アイシン・メタルテック） 18歳以上 パート労働者 (1)22時30分～ 3時00分 10人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 9人

雇用・労災
17,887人

1人
調理員（北陸職業能力開発大学校　学生食堂） 不問 パート労働者 (1) 9時00分～14時30分 4人

 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 4人
雇用・労災

17,887人
2人

バス運転手（契約社員／黒部自動車営業所） 不問 パート労働者 187人
 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 17人

雇用・労災
485人

5人 ～14万円
医療事務 不問 パート労働者 (1) 8時30分～12時30分 9人

 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） 7人
労災

370人
1人

調理補助（黒部市学校給食センター内） 不問 パート労働者 (1) 8時30分～12時00分 26人
 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (2) 8時30分～15時30分 23人

労災
10,500人

1人
日勤介護スタッフ（魚津市） 59歳以下 パート労働者 0人

 魚津市 雇用期間の定めなし 0人
雇用・労災・健康・厚生

71人
4人

夜間介護スタッフ（魚津市） 59歳以下 パート労働者 (1)17時00分～ 9時00分 0人
 魚津市 雇用期間の定めなし 0人

雇用・労災・健康・厚生

71人
4人

食器洗浄係（老健こぶしの庭） 不問 パート労働者 (1)17時30分～19時30分 12人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし 9人

労災
650人

1人
客室清掃（土日祝限定・魚津マンテンホテル駅前） 69歳以下 パート労働者 (1) 9時30分～14時00分 40人

 魚津市 雇用期間の定めなし 33人
労災

1,850人
2人

客室清掃（アパホテル魚津駅前） 69歳以下 パート労働者 (1) 9時30分～14時00分 13人
 魚津市 雇用期間の定めなし 13人

労災
1,850人

1人
客室清掃（アパホテル魚津駅前）土日祝限定 69歳以下 パート労働者 (1) 9時30分～14時00分 13人

 魚津市 雇用期間の定めなし 13人
労災

1,850人
5人

客室清掃業務（スカイホテル魚津※土日祝限定シフト） 69歳以下 パート労働者 (1)10時00分～14時30分 14人
 魚津市 雇用期間の定めなし 13人

労災
1,850人

3人
客室清掃（魚津マンテンホテル駅前） 69歳以下 パート労働者 (1) 9時30分～14時00分 40人

 魚津市 雇用期間の定めなし 33人
労災

1,850人
3人

交通誘導警備員（アルバイト） 18歳以上 パート労働者 (1) 8時00分～17時00分 76人
 魚津市他 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (2)22時00分～ 6時00分 3人

雇用・労災・健康・厚生

1,350人
5人

清掃（アピタ魚津店） 不問 パート労働者 (1) 7時00分～11時30分 14人
 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (2) 7時00分～ 9時30分 10人

(3)16時00分～19時30分 労災
1,750人

2人
清掃業務（富山労災病院） 不問 パート労働者 (1)13時00分～17時00分 11人

 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 7人
労災

24,000人
2人

076-492-2437 毎　週 16010-16681891

パート
６０

980円～980円
銀行（中央銀行を除
く）株式会社　北陸銀行 土日祝他

6ヶ月 実費（上限なし）
富山県富山市堤町通り１－２－２６

090-4022-5957 又は 5時30分～19時30分
の間の5時間程度

毎　週 毎月　10,000円まで
16010-16751991

16010-16743991

パート
６２

交替制あり 900円～1,200円
食堂，レストラン
（専門料理店を除株式会社　ディライフ 他

実費（上限あり）
富山県富山市開６５３－１

月他
12ヶ月 実費（上限あり）

富山県富山市中野新町１丁目２番１０号 076-421-0400 毎　週 毎月　5,000円まで

076-425-8410 又は 9時00分～14時45分
の間の3時間程度

毎　週 毎月　20,000円まで
16010-16453891

パート
６１

交替制あり 825円～900円 建物サービス業
株式会社　ホクタテ

16010-16755291

パート
６４

825円～825円
その他の飲食料品小
売業株式会社　魚国総本社　北陸支社 土日他

12ヶ月 実費（上限あり）
富山県富山市西大泉１２番地１０号

他
実費（上限あり）

富山県富山市開６５３－１ 090-4022-5957 又は 5時30分～19時30分
の間の5時間程度

毎　週 毎月　10,000円まで

076-425-8410 毎　週 毎月　20,000円まで
16010-16460491

パート
６３

交替制あり 920円～1,100円
食堂，レストラン
（専門料理店を除株式会社　ディライフ

16010-16455591

パート
６６

825円～825円
その他の飲食料品小
売業株式会社　魚国総本社　北陸支社 土日祝他

12ヶ月 実費（上限あり）
富山県富山市西大泉１２番地１０号

土日他
12ヶ月 実費（上限あり）

富山県富山市西大泉１２番地１０号 076-425-8410 毎　週 毎月　20,000円まで

076-467-5151 毎　週 毎月　30,000円まで
16010-16591991

パート
６５

1,237円～1,237円
その他の飲食料品小
売業株式会社　魚国総本社　北陸支社

16010-16470891

パート
６８

900円～1,200円 病院
医療法人社団　双星会 日祝他

3ヶ月 実費（上限あり）
富山県富山市上二杉４２０－２

他
～令和2年3月31日 なし

富山県富山市桜町１丁目１番３６号 076-432-5532 又は 5時30分～23時00分
の間の8時間

その他

076-429-8766 又は 9時00分～19時00分
の間の5時間以上

毎　週 16010-16023491

パート
６７

変形（１ヶ月単位）
910円～910円

一般乗用旅客自動車
運送業富山地方鉄道　株式会社

16010-16594891

パート
７０

1,100円～1,200円 老人福祉・介護事業
株式会社　うちくる富山 他

一定額
富山県富山市黒崎３３８－１

土日祝他
～令和2年3月31日 実費（上限あり）

富山県富山市千歳町１－６－１８　河口ビ
ル別館３Ｆ

076-444-0633 又は 8時30分～12時00分
の間の3時間

毎　週 毎月　35,000円まで

076-441-7657 毎　週 毎月　10,000円まで
16010-16099491

パート
６９

850円～850円
その他の飲食料品小
売業株式会社　東洋食品　北陸事業部

16010-16037091

パート
７２

1,000円～1,100円
食堂，レストラン
（専門料理店を除日本海給食　株式会社 他

実費（上限あり）
富山県富山市上赤江町１丁目８番１３号

他
一定額

富山県富山市黒崎３３８－１ 076-429-8766 毎　週

076-421-9330 毎　週 毎月　20,000円まで
16010-16195491

パート
７１

1,377円～1,377円 老人福祉・介護事業
株式会社　うちくる富山

16010-16178991

パート
７４

821円～930円 建物サービス業
アルコット　株式会社 他

実費（上限あり）
富山県富山市二口町３丁目５番地－５

月火水木金
実費（上限あり）

富山県富山市二口町３丁目５番地－５ 076-421-9330 毎　週 毎月　20,000円まで

076-421-9330 毎　週 毎月　20,000円まで
16010-16208691

パート
７３

1,000円～1,100円 建物サービス業
アルコット　株式会社

16010-16201791

パート
７６

1,000円～1,100円 建物サービス業
アルコット　株式会社 月火水木金

実費（上限あり）
富山県富山市二口町３丁目５番地－５

月火水木金
実費（上限あり）

富山県富山市二口町３丁目５番地－５ 076-421-9330 毎　週 毎月　20,000円まで

076-411-9442 毎　週 毎月　20,000円まで
16010-15784191

パート
７５

1,000円～1,100円 建物サービス業
アルコット　株式会社

16010-16210891

パート
７８

変形（１ヶ月単位）
900円～1,300円 警備業

北陸綜合警備保障　株式会社　富山交通管
理センター

他
6ヶ月 実費（上限あり）

富山県富山市中島３丁目１－６

他
実費（上限あり）

富山県富山市二口町３丁目５番地－５ 076-421-9330 その他 毎月　20,000円まで

076-432-8600 毎　週 毎月　15,000円まで
16010-15941891

パート
７７

821円～930円 建物サービス業
アルコット　株式会社

16010-15787691

パート
８０

850円～850円 建物サービス業
太平ビルサービス　株式会社　富山支店 土日祝他

12ヶ月 実費（上限あり）
富山県富山市桜橋通り２－２５ 
富山第一生命ビル８階

他
12ヶ月 なし

富山県富山市上袋７４２番地 076-420-2556 その他

パート
７９

830円～900円 建物サービス業
株式会社　アイビックス　富山支店
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職　種 年　齢 従業員数 業　　種
区分 事業所名 就業場所 就業時間 うち女性 加入保険

事業所所在地 電話番号 企業全体 求人番号

区　分
雇用期間
求人数

交替制 賃　　　金
休　日 通勤手当
週休二日 賞与（前年度実績）

★以下の求人は、先週1週間（７月８日～７月１２日）に受理した新規求人です。

パンの製造販売【トントンハウス魚津店】 不問 パート労働者 (1) 8時30分～16時00分 4人
 魚津市 雇用期間の定めなし (2) 8時30分～14時00分 3人

(3) 8時30分～12時00分 雇用・労災
160人

2人
ドコモショップ携帯電話店舗　スタッフ【魚津店】 不問 パート労働者 (1)10時00分～19時00分 11人

 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 7人
雇用・労災

57人
2人

ドコモショップ携帯電話店舗　スタッフ【黒部店】 不問 パート労働者 (1)10時00分～19時00分 10人
 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 8人

雇用・労災
57人

2人
販売員【魚津店】 不問 パート労働者 3人

 魚津市 雇用期間の定めなし 2人
雇用・労災・健康・厚生

95人
2人 年2回 0万円～5万円

ポスティングスタッフ（富山県） 不問 パート労働者 20人
 魚津市他 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 13人

労災
369人

3人
検査・カット及び梱包作業 不問 無期派遣パート 9人

 黒部市 雇用期間の定めなし 0人
雇用・労災

80人
1人

ホースの仕分作業（配送課：宇奈月） 不問 無期派遣パート (1)13時00分～17時00分 7人
 黒部市 雇用期間の定めなし 0人

雇用・労災
80人

1人
ホースの仕分作業（配送課：前沢） 不問 無期派遣パート (1)13時00分～17時00分 7人

 黒部市 雇用期間の定めなし 0人
雇用・労災

80人
1人

販売接客（ブックオフ魚津店） 不問 パート労働者 10人
 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 6人

雇用・労災
355人

3人
フィールド職（物流加工：黒部営業所） 不問 パート労働者 (1) 5時00分～ 9時00分 46人

 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） 9人
労災

54,396人
2人

（請）栄養事務（富山労災病院） 不問 パート労働者 (1) 9時00分～12時00分 15人
 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (2) 9時00分～13時00分 15人

労災
17,000人

1人 年2回
販売（ダイソー原信黒部店） 不問 パート労働者 0人

 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 0人
労災

21,185人
3人

販売（ダイソーアピタ魚津店） 不問 パート労働者 0人
 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 0人

労災
21,185人

3人
販売店員 不問 パート労働者 0人

 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 0人
労災

240人
2人

ドラッグ担当＜黒部店＞ 不問 パート労働者 180人
 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 130人

労災
4,033人

2人
薬剤師＜黒部店＞ 不問 パート労働者 180人

 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 130人
労災

4,033人
2人

ドラッグ担当（従事者）＜黒部店＞ 不問 パート労働者 180人
 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 130人

労災
4,033人

2人
キッチン・ホールスタッフ 不問 パート労働者 76人

 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 46人
労災

41,738人
5人

富山魚津店 不問 パート労働者 (1) 9時00分～14時00分 13人
 魚津市 雇用期間の定めなし (2)14時00分～18時00分 4人

(3)18時00分～21時00分 労災
190人

2人
接客・調理（黒部店） 不問 パート労働者 18人

 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 9人
労災

1,500人
5人

生命保険・損害保険の営業・事務・受付／魚津市 不問 パート労働者 1人
 魚津市 雇用期間の定めなし 0人

労災
350人

1人

0766-24-3663 又は10時00分～19時00分
の間の6時間程度

毎　週 16020- 9030591

16020- 9444691

パート
８２

1,100円～1,300円
他に分類されない小
売業株式会社　トリニティ 他

12ヶ月 実費（上限なし）
富山県高岡市二塚３２２－３

他
なし

富山県高岡市蓮花寺５８６－１ 0765-23-1157 毎　週

0766-21-0632 又は10時00分～19時00分
の間の6時間以上

その他 毎月　5,000円まで
16020- 9160191

パート
８１

830円～950円 菓子・パン小売業
有限会社　サンモア

16020- 9031191

パート
８４

1,000円～1,400円
呉服・服地・寝具小
売業株式会社　布屋商店 他

実費（上限あり）
富山県高岡市御旅屋町９５番地

他
12ヶ月 実費（上限なし）

富山県高岡市二塚３２２－３ 0766-24-3663 又は10時00分～19時00分
の間の6時間程度

毎　週

090-4688-7545 又は 9時00分～18時00分
の間の4時間以上

毎　週 毎月　10,000円まで
16020- 8972591

パート
８３

1,100円～1,300円
他に分類されない小
売業株式会社　トリニティ

16020- 8796191

パート
８６

950円～1,000円 労働者派遣業
株式会社　ステップ 土日祝他

実費（上限あり）
富山県高岡市大坪町３丁目７－４０　大坪
ビル４Ｆ

土日他
6ヶ月 なし

富山県高岡市下牧野３６－２ 0766-84-6110 又は 9時00分～17時00分
の間の4時間程度

毎　週

090-4688-7545 又は 9時00分～18時00分
の間の4時間程度

毎　週 毎月　10,000円まで
16020- 9006191

パート
８５

900円～1,000円 一般土木建築工事業
石友ホーム株式会社

16020- 8995791

パート
８８

1,000円～1,000円 労働者派遣業
株式会社　ステップ 土日祝

実費（上限あり）
富山県高岡市大坪町３丁目７－４０　大坪
ビル４Ｆ

土日祝
実費（上限あり）

富山県高岡市大坪町３丁目７－４０　大坪
ビル４Ｆ

090-4688-7545 又は 9時00分～18時00分
の間の4時間程度

毎　週 毎月　10,000円まで

0120-789-635 毎　週 毎月　100,000円まで
23170-10433891

パート
８７

1,000円～1,000円 労働者派遣業
株式会社　ステップ

16050- 3784491

パート
９０

1,050円～1,050円
一般貨物自動車運送
業佐川急便株式会社 他

3ヶ月 実費（上限あり）
愛知県小牧市大字三ツ渕惣作１３５０

他
12ヶ月 実費（上限あり）

砺波市新又１５２－２ 0763-33-2570 又は 9時30分～22時00分
の間の4時間程度

毎　週 毎月　15,000円まで

0120-100-569 又は 9時30分～20時30分
の間の3時間以上

毎　週 毎月　15,000円まで
34020-10235191

パート
８９

850円～1,000円 各種商品卸売業
株式会社　電陽社

17010-19777791

パート
９２

900円～1,000円
その他の織物・衣
服・身の回り品小売株式会社　大創産業（ＤＡＩＳＯ／ダイ

ソー）
他

6ヶ月 実費（上限あり）
広島県東広島市西条吉行東１丁目４番１４
号

土日祝
12ヶ月 実費（上限あり）

石川県金沢市本町２－１１－７　金沢フコ
ク生命駅前ビル１０Ｆ

076-262-5900 毎　週 毎月　30,000円まで

080-2959-9400 又は 8時00分～13時00分
の間の4時間程度

毎　週 17050- 2476491

パート
９１

交替制あり 900円～1,000円
食堂，レストラン
（専門料理店を除富士産業　株式会社

34020-10239991

パート
９４

1,000円～1,000円 パン・菓子製造業
株式会社　幸栄堂 他

～令和2年2月28日 なし
石川県加賀市宇谷町ヤ１番地５４

他
6ヶ月 実費（上限あり）

広島県東広島市西条吉行東１丁目４番１４
号

0120-100-569 又は 8時40分～21時30分
の間の3時間以上

毎　週 毎月　15,000円まで

0776-72-1011 又は 8時00分～22時00分
の間の3時間以上

毎　週 毎月　72,450円まで
18040- 4211591

パート
９３

850円～950円
その他の織物・衣
服・身の回り品小売株式会社　大創産業（ＤＡＩＳＯ／ダイ

ソー）

18040- 4209491

パート
９６

3,000円～3,000円
その他の各種商品小
売業（従業者が常時株式会社　ＰＬＡＮＴ 他

～令和2年5月20日 実費（上限あり）
福井県坂井市坂井町下新庄１５－８－１

他
～令和2年5月20日 実費（上限あり）

福井県坂井市坂井町下新庄１５－８－１ 0776-72-1011 又は 8時00分～22時00分
の間の3時間以上

毎　週 毎月　72,450円まで

0570-006-628 又は 9時00分～22時30分
の間の3時間以上

その他 27060-24222491

パート
９５

940円～940円
その他の各種商品小
売業（従業者が常時株式会社　ＰＬＡＮＴ

18040- 4212191

パート
９８

920円～920円 すし店
株式会社　あきんどスシロー 他

12ヶ月 実費（上限なし）
吹田市江坂町１－２２－２

他
～令和2年5月20日 実費（上限あり）

福井県坂井市坂井町下新庄１５－８－１ 0776-72-1011 又は 8時00分～22時00分
の間の3時間以上

毎　週 毎月　72,450円まで

0765-57-0277 又は 9時00分～23時00分
の間の3時間以上

毎　週 20130- 2459591

パート
９７

1,200円～1,200円
その他の各種商品小
売業（従業者が常時株式会社　ＰＬＡＮＴ

17080- 6797291

パート
１００

1,000円～1,000円
食堂，レストラン
（専門料理店を除焼肉のバーンズ（株式会社　あっぷるアイ

ビー）
他

6ヶ月 実費（上限なし）
長野県須坂市大字高梨２９３－１

他
実費（上限あり）

石川県白山市田中町２８７－３ 076-274-5174 又は 9時00分～ 2時00分
の間の2時間以上

毎　週 毎月　10,000円まで

パート
９９

900円～1,500円
食堂，レストラン
（専門料理店を除株式会社　翔志（らーめん世界）

23020-51369991

他
なし

愛知県名古屋市中区錦１丁目４－２５　伏
見ＩＴビル５階Ｂ号

052-265-5540 又は10時00分～20時00分
の間の5時間程度

毎　週

パート
１０１

821円～1,500円 保険媒介代理業
株式会社　ほけんの１１０番　東海支社
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職　種 年　齢 従業員数 業　　種
区分 事業所名 就業場所 就業時間 うち女性 加入保険

事業所所在地 電話番号 企業全体 求人番号

区　分
雇用期間
求人数

交替制 賃　　　金
休　日 通勤手当
週休二日 賞与（前年度実績）

★以下の求人は、先週1週間（７月８日～７月１２日）に受理した新規求人です。

（請）調理補助（越野荘） 不問 パート労働者 (1) 5時00分～10時00分 8人
 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 8人

雇用・労災
45,300人

1人
（請）調理員（ほんごうこども園） 不問 パート労働者 (1) 8時30分～12時30分 4人

 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (2) 8時30分～16時00分 4人
労災

45,300人
1人

（請）栄養士（ほんごうこども園） 不問 パート労働者 (1) 8時30分～16時00分 4人
 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 4人

雇用・労災・健康・厚生

45,300人
1人

販売パート（クスリのアオキ魚津市エリア） 不問 パート労働者 (1) 8時30分～14時30分 30人
 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (2)12時00分～18時00分 25人

(3)16時00分～22時00分 雇用・労災
6,864人

2人
薬剤師（黒部市、魚津市、下新川郡６薬局） 64歳以下 パート労働者 (1) 9時00分～16時00分 5人

 黒部市 雇用期間の定めなし (2)13時00分～18時00分 3人
(3)14時00分～19時00分 労災

6,864人
1人

（請）物流管理サービス 不問 パート労働者 (1) 8時30分～12時30分 65人
 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 60人

雇用・労災
270人

2人
専門職（パート）（建築資材・建材）＜パワー魚津店＞ 不問 パート労働者 (1) 8時45分～17時15分 61人

 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 37人
雇用・労災・健康・厚生・財形

11,330人
1人

販売（魚津市） 不問 パート労働者 16人
 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 7人

労災
732人

2人
接客・調理（丸亀製麺　黒部店）＊急募＊ 不問 パート労働者 15人

 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） 8人
労災

10,560人
3人

販売スタッフ（スタジオマリオ魚津／アピタ魚津店） 不問 パート労働者 (1)10時00分～16時00分 4人
 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 4人

労災
8,718人

1人 年2回 3万円～4万円

076-222-9908 毎　週 17010-18576391

パート
１０２

1,000円～1,200円
その他の飲食料品小
売業日清医療食品株式会社　近畿支店北陸営業

所
他

12ヶ月 実費（上限なし）
石川県金沢市西念３丁目１１番３４号

076-222-9908 毎　週 17010-18586991

17010-18584391

パート
１０４

900円～950円
その他の飲食料品小
売業日清医療食品株式会社　近畿支店北陸営業

所
日祝他

12ヶ月 実費（上限なし）
石川県金沢市西念３丁目１１番３４号

日他
12ヶ月 実費（上限あり）

石川県金沢市西念３丁目１１番３４号 076-222-9908 毎　週 毎月　50,000円まで

076-274-6111 又は 9時00分～19時00分
の間の3時間以上

その他 17080- 6724391

パート
１０３

交替制あり 850円～900円
その他の飲食料品小
売業日清医療食品株式会社　近畿支店北陸営業

所

17080- 6596191

パート
１０６

2,000円～2,500円
医薬品・化粧品小売
業株式会社　クスリのアオキ 他

実費（上限なし）
石川県白山市松本町２５１２

他
12ヶ月 実費（上限なし）

石川県白山市松本町２５１２ 0120-015-077 その他

0765-25-1011 又は 8時45分～17時15分
の間の4時間以上

その他 毎月　7,300円まで
18040- 4007791

パート
１０５

830円～1,000円
医薬品・化粧品小売
業株式会社　クスリのアオキ

17080- 6751491

パート
１０８

1,040円～1,206円
他に分類されない小
売業株式会社　コメリ　北陸ストアサポートセ

ンター
他

12ヶ月 実費（上限あり）
福井県坂井市丸岡町玄女１４－１

土日祝
～令和2年3月31日 なし

石川県野々市市稲荷２丁目１７６番地 076-246-8711 毎　週

0120-480-380 又は 9時00分～23時00分
の間の3時間以上

その他 毎月　10,000円まで
28020-15323291

パート
１０７

920円～920円
その他の専門サービ
ス業株式会社　ダスキンヘルスケア北陸

20010-13840391

パート
１１０

1,050円～1,050円
食堂，レストラン
（専門料理店を除丸亀製麺　（株式会社トリドールジャパ

ン）
他

3ヶ月 実費（上限あり）
兵庫県神戸市中央区小野柄通７丁目１－１
日本生命三宮駅前ビル１１階

12ヶ月 実費（上限なし）
長野県長野市若里５－１６－８ 026-223-0011 又は 9時00分～21時30分

の間の2時間以上
その他

又は 9時00分～19時00分
の間の4時間以上

その他 毎月　30,000円まで
39010-16605591

パート
１０９

850円～900円
その他の飲食料品小
売業ケンタッキーフライドチキン（吉田興産株

式会社）
他

パート
１１１

900円～900円
写真機・時計・眼鏡
小売業（株）キタムラ 他

6ヶ月 実費（上限あり）
高知市本町４丁目１－１６高知電気ビル３
Ｆ 

0765-22-1101

基本コース

★日　程★

　７月　１８日　（木） 　９：３０　～　１１：３０ 新川文化ホール１０４会議室

　８月　２２日　（木） 　１４：００　～　１６：００ 黒部市民会館１０２会議室

演習コース

★日　程★

　７月　１８日　（木） 　１４：００　～　１６：００ 新川文化ホール１０４会議室

③応募書類の作成と面接の受け方

　魅力的な履歴書・職務経歴書の作成ポイントを説明します。

　面接での自己アピールや想定される質問と答え方のポイントを学習します。

魅力的な履歴書・職務経歴書の作成

  これまでの仕事の経験を振り返り、面接の際のアピールポイントの分析を行います。

➣参加費、テキスト代ともに無料です。

①再就職までの過程と求人情報

　「求職活動のながれ」「就職情報の入手・活用」「求人情報の活用」を解説します。

　また富山県の雇用状況や企業が求める人材像についても説明します。

②就職活動の心構えと自己理解

　再就職に向けての自己分析の視点と方法、再就職の目標設定について説明します。

　　　現在、就職活動中の皆様にとって、困りごとはありませんでしょうか？

　　　「就職支援セミナー」では、就職活動におけるさまざまな事柄について学ぶことができます。

　　　ぜひ参加して就職活動でのポイントを学んでいただき、就職を目指してください！

➣対象者：富山県内各ハローワークに求職登録されている雇用保険受給者等の方

➣この「就職支援セミナー」は、「求職活動実績」（１回カウント）に認められます。

　　当日受講された方には、「受講証明書」をお渡しいたします。

就職支援セミナー
～就職活動を頑張る皆様を応援いたします！～

会 場

新川文化ホール

魚津市宮津１１０

※当日お問い合せ：076－473－2824　（有）ステップアップ

黒部市民会館

黒部市三日市２９８１

※当日お問い合せ：076－473－2824　（有）ステップアップ

お申し込み・お問い合わせは、ハローワーク職業相談の窓口まで

ハローワーク魚津 TEL ０７６５－２４－０３６５

主催：富山労働局・ハローワーク

会 場

新川まなびの森　天神山交流館

魚津市天神野新１４７－１

℡　0765－31－7001

北陸銀行

黒部支店●
富山地方鉄道
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★黒部市民会館

●コラーレ

東三日市電鉄黒部

●郵便局
図書館●
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