
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
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

店舗管理・運営（店長候補）／魚津店 18歳以上 正社員以外 13人
 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 10人

雇用・労災・健康・厚生

7,523人
1人 年2回

店舗管理・運営（店長候補）／黒部店 18歳以上 正社員以外 7人
 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 5人

雇用・労災・健康・厚生

7,523人
1人 年2回

リウッドデッキの梱包業務＜＜急募＞＞ 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

13,728人
2人

自動車整備 59歳以下 正社員 (1) 9時30分～18時00分 37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

64人
1人 年2回 2.40月分

自動車販売営業員（魚津店） 59歳以下 正社員 (1) 9時30分～18時30分 9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

64人
1人 年2回 2.40月分

事務職員 不問 正社員以外 (1) 8時30分～17時30分 59人
 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 52人

雇用・労災・健康・厚生

196人
1人 年2回 2.00月分

組立工 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 66人
 魚津市 雇用期間の定めなし 15人

雇用・労災・健康・厚生

66人
1人 年2回 3.00月分

看護師、准看護師 不問 正社員 (1) 8時30分～17時30分 59人
 黒部市 雇用期間の定めなし 52人

雇用・労災・健康・厚生・財形

196人
1人 年2回 4.45月分

配管工 不問 正社員 (1) 8時00分～17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

4人
2人 年2回 2.00月分

介護職（魚津市） 59歳以下 正社員 (1) 8時30分～17時30分 10人
 魚津市 雇用期間の定めなし (2)10時00分～19時00分 6人

(3)17時00分～ 9時00分 雇用・労災・健康・厚生

109人
2人 年2回 2.00月分

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

生産業務（液卵の収納作業） 59歳以下 正社員 (1) 8時00分～17時00分 45人
 黒部市 雇用期間の定めなし 31人

雇用・労災・健康・厚生・財形

200人
1人 年2回

営業 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 25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

50人
2人 年2回

製造業務 不問 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 30人

雇用・労災・健康・厚生・財形

65人
1人 年2回 2.00月分

切身作業 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 2人
 魚津市 雇用期間の定めなし 1人

雇用・労災・健康・厚生

2人
1人

タイヤ取替及び配送 不問 正社員以外 (1) 8時30分～17時30分 6人
 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） (2) 9時00分～18時00分 1人

労災
8人

2人
回転寿司業務（店長候補）／黒部店 18歳以上 正社員以外 65人

 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 35人
雇用・労災・健康・厚生

30,500人
1人 年2回 15万円～40万円

店舗販売職／地域正社員（ホーム社員） 59歳以下 正社員 (1) 8時45分～17時45分 1,011人
 魚津市 雇用期間の定めなし (2)10時45分～19時45分 594人

(3)12時15分～21時15分 雇用・労災・健康・厚生・財形

11,330人
1人 年2回 0.97月分

店舗販売職／地域正社員（ホーム社員） 59歳以下 正社員 (1) 8時45分～17時45分 1,011人
 黒部市 雇用期間の定めなし (2)10時45分～19時45分 594人

(3)12時15分～21時15分 雇用・労災・健康・厚生・財形

11,330人
1人 年2回 0.97月分

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）

16010-24830591毎　週 毎月　21,000円まで

フル
タイム
１２

交替制あり
185,000円～250,000円

フル
タイム
１３

食堂，レストラン
（専門料理店を除株式会社　ディライフ 他

フル
タイム
１１

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
076-429-8766

16010-24845791

フル
タイム
１４

変形（１年単位）
163,800円～205,920円

他に分類されない卸
売業株式会社　卵のタカムラ

16010-24844491

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

090-4022-5957

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

日他
実費（上限あり）

富山県黒部市沓掛６３５
0765-54-1162

その他 毎月　50,000円まで

毎　週 毎月　10,000円まで

16040- 6006991

フル
タイム
１６

変形（１年単位）
148,000円～200,000円

その他の食料品製造
業石川製麺　株式会社

16040- 6005691

フル
タイム
１５

変形（１年単位）
230,000円～310,000円

建設用・建築用金属
製品製造業（製缶板株式会社　広浜 日他

実費（上限あり）
富山県魚津市川縁５－７

0765-22-3694

他
実費（上限あり）

富山県魚津市大海寺野６２１
0765-24-5511

その他 毎月　12,000円まで

その他 毎月　15,000円まで

16040- 6008791

フル
タイム
１８

176,000円～211,200円
他に分類されない小
売業吉田タイヤ株式会社

16040- 6007491

フル
タイム
１７

142,800円～154,560円 水産食料品製造業
古賀フーズ 土日祝他

実費（上限あり）
富山県魚津市寿町６番２４号

0765-24-2765

日他
令和元年11月21日
～令和元年12月20

実費（上限あり）
富山県黒部市天神新２５０－１

0765-52-0064
毎　週 毎月　15,000円まで

毎　週 毎月　5,000円まで

13040-30154392

フル
タイム
２０

変形（１ヶ月単位）
181,000円～190,000円

他に分類されない小
売業株式会社　コメリ

16040- 6011091

フル
タイム
１９

変形（１ヶ月単位）
210,000円～210,000円 すし店

株式会社　はま寿司 他
12ヶ月 実費（上限あり）

東京都港区港南２－１８－１　 
ＪＲ品川イ－ストビル

0120-314-520
又は 9時00分～ 0時00分
の間の8時間程度

他
実費（上限あり）

新潟市南区清水４５０１番地１
025-371-4115

その他 毎月　8,800円まで

その他 毎月　15,000円まで

15070-10519791

15070-10518491

フル
タイム
２１

変形（１ヶ月単位）
181,000円～190,000円

他に分類されない小
売業株式会社　コメリ 他

実費（上限あり）
新潟市南区清水４５０１番地１

025-371-4115
その他 毎月　8,800円まで

フル
タイム
１

変形（１年単位）
157,000円～157,000円

058-624-1604
又は 9時00分～ 6時00分
の間の8時間程度

配達飲食サービス業
株式会社　テンフォー 他

実費（上限あり）
函館市柏木町２４番１９号

0138-31-0141
毎　週 毎月　8,000円まで

01020-14399891

フル
タイム
２

変形（１ヶ月単位）
165,000円～505,000円 その他の娯楽業

株式会社　コシダカ 他
6ヶ月 実費（上限あり）

東京都港区浜松町２丁目４－１　世界貿
易センタービル２３階

その他 毎月　100,000円まで
13040-31445892

フル
タイム
３

変形（１ヶ月単位）
165,000円～505,000円 その他の娯楽業

株式会社　コシダカ 他
6ヶ月 実費（上限あり）

東京都港区浜松町２丁目４－１　世界貿
易センタービル２３階

058-624-1604
又は10時00分～ 6時00分
の間の8時間程度

その他 毎月　100,000円まで
13040-31447192

フル
タイム
４

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

0120-04-7732
毎　週 毎月　10,000円まで

16010-24960191

フル
タイム
５

変形（１年単位）
180,000円～250,000円 自動車小売業

富山三菱自動車販売　株式会社 月他
実費（上限なし）

富山県富山市荒川３－１－１５
076-424-2241

隔　週 16010-24999991

フル
タイム
６

変形（１年単位）
180,000円～250,000円 自動車小売業

富山三菱自動車販売　株式会社 月他
なし

富山県富山市荒川３－１－１５
076-424-2241

その他 16010-25000291

フル
タイム
７

159,200円～159,200円 老人福祉・介護事業
社会福祉法人緑寿会　特別養護老人ホー
ム　越之湖

土日祝他
6ヶ月 実費（上限あり）

富山県黒部市堀切１００２
0765-57-3511

毎　週 毎月　55,000円まで
16040- 6013691

フル
タイム
８

変形（１年単位）
157,600円～300,000円 金属加工機械製造業

アイティオ　株式会社 日他
実費（上限あり）

富山県魚津市吉野６７５
0765-24-7222

その他 毎月　20,000円まで
16040- 6014991

フル
タイム
９

190,944円～253,800円 老人福祉・介護事業
社会福祉法人緑寿会　特別養護老人ホー
ム　越之湖

日他
実費（上限あり）

富山県黒部市堀切１００２
0765-57-3511

毎　週 毎月　55,000円まで
16040- 6015491

フル
タイム
１０

変形（１年単位）
180,000円～220,000円

管工事業（さく井工
事業を除く）飛弾配管工業株式会社 日祝他

実費（上限あり）
富山県黒部市岡４９１－１

0765-52-0562
その他 毎月　3,000円まで

16040- 6017891

★以下の求人は、先週1週間（１０月７日～１０月１１日）に受理した新規求人です。
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休　日 通勤手当
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★以下の求人は、先週1週間（１０月７日～１０月１１日）に受理した新規求人です。

店舗販売職／地域正社員（ホーム社員） 59歳以下 正社員 (1) 8時45分～17時45分 1,011人
 黒部市 雇用期間の定めなし (2)10時45分～19時45分 594人

(3)12時15分～21時15分 雇用・労災・健康・厚生・財形

11,330人
1人 年2回 0.97月分

店舗販売職／地域正社員（ホーム社員） 59歳以下 正社員 (1) 8時45分～17時45分 1,011人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし (2)10時45分～19時45分 594人

(3)12時15分～21時15分 雇用・労災・健康・厚生・財形

11,330人
1人 年2回 0.97月分

介護職員（ニチイケアセンター黒部・グループホーム） 不問 正社員 (1) 7時00分～16時30分 23人
 黒部市 雇用期間の定めなし (2)10時30分～20時00分 23人

(3)16時00分～ 9時00分 雇用・労災・健康・厚生

95,992人
1人 年2回 1.90月分

一般・事業者向ファイナンス業（営業及び一般事務） 35歳以下 正社員 (1) 8時30分～17時30分 4人
 魚津市　他 雇用期間の定めなし 1人

雇用・労災・健康・厚生

15人
2人 年2回 3.00月分

介護職 不問 正社員 (1) 8時30分～17時30分 45人
 黒部市 雇用期間の定めなし 42人

雇用・労災・健康・厚生

45人
2人 年2回 2.00月分

介護職員（グループホーム） 不問 正社員 (1) 7時00分～16時00分 45人
 黒部市 雇用期間の定めなし (2)12時00分～21時00分 42人

(3)21時00分～ 7時00分 雇用・労災・健康・厚生

45人
1人 年2回 2.00月分

（請）機械オペレーター 不問 正社員 (1) 8時20分～17時00分 69人
 黒部市 雇用期間の定めなし (2)16時20分～ 1時00分 4人

(3) 0時20分～ 9時00分 雇用・労災・健康・厚生

133人
2人 年2回

一般事務 不問 正社員 (1) 7時50分～17時00分 18人
 黒部市 雇用期間の定めなし 3人

雇用・労災・健康・厚生・財形

22人
1人 年2回 4.00月分

経理事務 45歳以下 正社員 (1) 8時30分～17時30分 150人
 魚津市 雇用期間の定めなし (2)13時00分～15時00分 45人

雇用・労災・健康・厚生・財形

333人
1人 年2回

普通作業員（補助） 不問 正社員以外 (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

介護職員（デイサービスＣｈａＣｈａｃｈａ） 不問 正社員 (1) 8時30分～17時30分 0人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし 0人

雇用・労災・健康・厚生

100人
2人 年2回 3.00月分

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

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 11人
 黒部市 雇用期間の定めなし (2)18時00分～23時00分 5人

(3)20時00分～ 5時00分 雇用・労災・健康・厚生・財形

22,826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

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

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

電気工事士及び電気工事施工管理 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 6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

6人
2人 年2回 0.70月分

（請）建材部品加工（樹脂部品ライン） 59歳以下 正社員 (1) 8時20分～17時00分 40人
 黒部市 雇用期間の定めなし 35人

雇用・労災・健康・厚生

70人
1人 年2回 2.00月分

看護職 不問 正社員 (1) 8時30分～17時30分 115人
 魚津市 雇用期間の定めなし 78人

雇用・労災・健康・厚生・財形

179人
1人 年2回 4.00月分

施設管理業務 不問 正社員以外 (1) 8時00分～17時00分 124人
 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 65人

雇用・労災・健康・厚生

124人
2人 年2回

（派）基板の払い出し作業 不問 有期雇用派遣 (1) 9時00分～18時00分 60人
 下新川郡朝日町 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 26人

雇用・労災・健康・厚生

120人
1人

フル
タイム
３５

フル
タイム
２２

変形（１ヶ月単位）
181,000円～190,000円

他に分類されない小
売業株式会社　コメリ 他

実費（上限あり）
新潟市南区清水４５０１番地１

025-371-4115
その他 毎月　8,800円まで

15070-10521191

フル
タイム
２４

変形（１ヶ月単位）
160,100円～160,100円

その他の専門サービ
ス業株式会社　ニチイ学館　富山支店

15070-10520591

フル
タイム
２３

変形（１ヶ月単位）
181,000円～190,000円

他に分類されない小
売業株式会社　コメリ 他

実費（上限あり）
新潟市南区清水４５０１番地１

025-371-4115

他
実費（上限あり）

富山市新富町１－１－１２　富山駅前ビ
ル５Ｆ

076-442-2888
その他 毎月　50,000円まで

その他 毎月　8,800円まで

16010-24651791

16010-24618791

フル
タイム
２５

160,000円～250,000円
その他の非預金信用
機関三県商事　株式会社 土日祝他

実費（上限あり）
富山県富山市大泉町一丁目６番１７号

076-421-4177
毎　週 毎月　10,000円まで

16040- 5994591

フル
タイム
２７

交替制あり
146,000円～182,500円

その他の社会保険・
社会福祉・介護事業アイ福祉サポート　株式会社

フル
タイム
２６

146,000円～182,500円
その他の社会保険・
社会福祉・介護事業アイ福祉サポート　株式会社 日他

実費（上限あり）
富山県黒部市生地芦区３４

他

0765-33-4460
毎　週 毎月　24,400円まで

実費（上限あり）
富山県黒部市生地芦区３４

0765-33-4460
毎　週 毎月　24,400円まで

16040- 6000291

フル
タイム
２９

変形（１年単位）
170,000円～210,000円

産業用機械器具賃貸
業大平リース　株式会社 日他

実費（上限あり）
富山県黒部市田家新５８４－１

16040- 5995191

フル
タイム
２８

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 土日他

実費（上限あり）
富山県下新川郡入善町椚山４２３６－１
０

0765-54-0001
その他 毎月　22,000円まで

0765-72-5770
毎　週 毎月　7,000円まで

16040- 6003091

フル
タイム
３１

180,000円～180,000円 一般土木建築工事業
有限会社　古川建設 土日他

実費（上限あり）
富山県下新川郡入善町舟見１３５２

16040- 6002191

フル
タイム
３０

フレックス
200,000円～350,000円 電子応用装置製造業

株式会社　シキノハイテック 日他
実費（上限あり）

富山県魚津市吉島８２９

0765-78-1736
毎　週 毎月　10,000円まで

0765-22-3477
毎　週 毎月　100,000円まで

17020- 7712291

フル
タイム
３３

変形（１ヶ月単位）
177,000円～221,000円 旅館，ホテル

株式会社　グリーンズ 他
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

16040- 6004391

フル
タイム
３２

170,000円～190,000円 老人福祉・介護事業
長寿メディカル　株式会社 土日他

実費（上限あり）
石川県小松市上小松町丙４１－１

059-351-3416
その他 毎月　45,000円まで

0761-22-0015
毎　週 毎月　5,000円まで

13170-48271491

24010-13577291

フル
タイム
３４

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 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
その他 毎月　50,000円まで

16010-24588891

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

フル
タイム
３６

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

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

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

その他 毎月　35,000円まで

16010-24594491

フル
タイム
３８

変形（１年単位）
180,000円～300,000円 電気工事業

有限会社　明進電機

16010-24589291

フル
タイム
３７

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 他

実費（上限なし）
富山県富山市総曲輪３丁目２－２９

076-423-5860

日祝他
実費（上限なし）

富山県下新川郡朝日町泊３０６
0765-83-0018

その他

その他

16040- 5977591

フル
タイム
４０

変形（１ヶ月単位）
157,300円～243,100円 老人福祉・介護事業

社会福祉法人　海望福祉会（あんどの
里）

16040- 5975891

フル
タイム
３９

135,459円～135,459円
建設用・建築用金属
製品製造業（製缶板有限会社　プラコ長谷川 土日祝他

実費（上限あり）
富山県黒部市犬山１０２

0765-52-2046

日他
実費（上限あり）

富山県魚津市仏田３４６８番地
0765-22-8808

その他 毎月　13,000円まで

毎　週 毎月　5,500円まで

16040- 5981491

フル
タイム
４２

変形（１年単位）
184,800円～201,600円 労働者派遣業

株式会社アイティ興産

16040- 5978191

フル
タイム
４１

164,920円～173,600円 旅館，ホテル
株式会社　金太郎温泉 他

6ヶ月 実費（上限あり）
富山県魚津市天神野新６０００

0765-24-1222

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

その他 毎月　6,200円まで

毎　週 毎月　5,000円まで

16040- 5982791
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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（１０月７日～１０月１１日）に受理した新規求人です。

グループホームの管理者候補 不問 正社員 (1) 9時00分～18時00分 19人
 黒部市 雇用期間の定めなし (2) 7時00分～16時00分 18人

(3)10時30分～19時30分 雇用・労災・健康・厚生

37人
1人 年2回 2.00月分

社会福祉士・生活相談員 不問 正社員 (1) 8時30分～17時30分 222人
 魚津市 雇用期間の定めなし 180人

雇用・労災・健康・厚生

222人
2人 年3回 4.90月分

アルミ建材の切断（ＹＫＫＡＰ（株）荻生製造所） 不問 正社員 (1) 0時20分～ 9時00分 67人
 黒部市 雇用期間の定めなし (2)21時30分～ 6時30分 16人

(3)16時20分～ 1時00分 雇用・労災・健康・厚生

203人
1人 年2回

構内作業員 不問 正社員以外 (1) 8時30分～17時45分 81人
 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (2) 9時00分～18時00分 10人

(3)10時00分～19時15分 雇用・労災・健康・厚生

4,800人
3人

中距離大型運転手 不問 正社員 (1) 8時30分～17時30分 81人
 黒部市 雇用期間の定めなし 10人

雇用・労災・健康・厚生・財形

4,800人
2人 年2回 3.00月分

生活相談員 59歳以下 正社員 (1) 8時30分～17時30分 94人
 黒部市 雇用期間の定めなし 80人

雇用・労災・健康・厚生・財形

197人
1人 年2回 4.45月分

石油スタンドでの店頭販売及び配達 不問 正社員以外 (1) 7時30分～16時30分 5人
 黒部市 雇用期間の定めなし (2)10時00分～19時00分 1人

雇用・労災・健康・厚生

74人
1人 年3回 ～8万円

配送・検査 不問 正社員 (1) 8時00分～16時45分 51人
 魚津市 雇用期間の定めなし 14人

雇用・労災・健康・厚生

51人
1人

軽作業 不問 正社員 (1) 8時00分～16時45分 45人
 魚津市 雇用期間の定めなし 14人

雇用・労災・健康・厚生

45人
1人

店舗販売員 不問 正社員 8人
 魚津市　他 雇用期間の定めなし 6人

雇用・労災・健康・厚生

490人
2人 年2回 ～1万円

店長候補（魚津店） 18歳～35歳 正社員 (1) 9時00分～ 0時00分 76人
 魚津市 雇用期間の定めなし 46人

雇用・労災・健康・厚生・財形

41,738人
1人 年2回

（派）一般事務＜富山県魚津市＞ 不問 有期雇用派遣 (1) 9時00分～17時30分 10人
 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） 1人

雇用・労災・健康・厚生

400人
1人

回転寿司業務（店長・幹部候 18歳～35歳 正社員 (1) 9時00分～18時00分 65人
 黒部市 雇用期間の定めなし (2)12時00分～21時00分 35人

(3)15時00分～ 0時00分 雇用・労災・健康・厚生

30,500人
1人 年2回

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

管理栄養士 不問 正社員 (1) 8時30分～17時30分 175人
 魚津市 雇用期間の定めなし (2) 9時00分～18時00分 150人

雇用・労災・健康・厚生

175人
1人 年2回 4.00月分

介護職 不問 正社員以外 (1) 7時00分～16時00分 141人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (2)10時00分～19時00分 111人

(3)11時00分～20時00分 雇用・労災・健康・厚生

141人
1人 年2回 30万円～32万円

介護職 65歳以下 正社員 (1) 7時00分～16時00分 141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 111人

(3)11時00分～20時00分 雇用・労災・健康・厚生

141人
2人 年2回 4.45月分

普通作業員 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 3人
 下新川郡朝日町 雇用期間の定めなし 0人

雇用・労災・健康・厚生

3人
1人 年2回

パン製造員 不問 正社員 (1) 6時00分～15時00分 32人
 黒部市 雇用期間の定めなし 20人

雇用・労災・健康・厚生

43人
1人

調理員 不問 正社員以外 (1) 8時30分～17時00分 17人
 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (2)10時30分～12時30分 16人

雇用・労災・健康・厚生

17人
1人 年2回 4.00月分

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

16040- 5983891

フル
タイム
４４

変形（１年単位）
176,000円～207,000円 病院

医療法人社団　七徳会

フル
タイム
４３

変形（１ヶ月単位）
251,000円～299,600円 老人福祉・介護事業

有限会社さくらい 他
実費（上限あり）

富山県黒部市堀高２４－１
0765-54-5200

他
実費（上限あり）

富山県魚津市友道７８９
0765-24-7671

その他 毎月　13,500円まで

その他 毎月　9,000円まで

16040- 5985591

フル
タイム
４６

変形（１年単位）
176,400円～201,600円

倉庫業（冷蔵倉庫業
を除く）日本梱包運輸倉庫　株式会社　富山営業

所

16040- 5984291

フル
タイム
４５

交替制あり
170,000円～200,000円

建設用・建築用金属
製品製造業（製缶板中野工業　株式会社 土日他

実費（上限あり）
富山県黒部市新町１１０番地甲ー２

0765-52-1330

日祝他
6ヶ月 実費（上限あり）

富山県黒部市沓掛５６０
0765-52-0400

その他 毎月　50,000円まで

毎　週

16040- 5987091

フル
タイム
４８

202,354円～258,746円 老人福祉・介護事業
社会福祉法人　緑寿会　特別養護老人ホ
－ム　越野荘

16040- 5986191

フル
タイム
４７

変形（１年単位）
267,300円～309,300円

倉庫業（冷蔵倉庫業
を除く）日本梱包運輸倉庫　株式会社　富山営業

所
日他

実費（上限あり）
富山県黒部市沓掛５６０

0765-52-0400

土日祝他
実費（上限あり）

富山県黒部市若栗　２１１１
0765-54-0622

毎　週 毎月　30,000円まで

その他 毎月　30,000円まで

16040- 5991791

フル
タイム
５０

変形（１年単位）
180,000円～220,000円

その他の金属製品製
造業株式会社　バンテクニカ

16040- 5990491

フル
タイム
４９

変形（１年単位）
172,000円～193,500円 一般土木建築工事業

桜井建設　株式会社 日他
実費（上限あり）

富山県黒部市新町１
0765-52-1200

日他
実費（上限あり）

富山県魚津市西尾崎３８３
0765-32-5666

その他 毎月　10,000円まで

その他 毎月　15,000円まで

16040- 5993291

フル
タイム
５２

変形（１ヶ月単位）
194,000円～254,000円

医薬品・化粧品小売
業株式会社　示野薬局（シメノドラッグ）

16040- 5992891

フル
タイム
５１

変形（１年単位）
140,000円～170,000円

その他の金属製品製
造業株式会社　バンテクニカ 日他

実費（上限あり）
富山県魚津市西尾崎３８３

0765-32-5666

他
実費（上限あり）

石川県金沢市高柳町１字４８－１
076-253-9595

又は 8時30分～22時00分
の間の8時間程度

毎　週 毎月　45,000円まで

その他 毎月　10,000円まで

27060-36095991

フル
タイム
５４

156,750円～156,750円 建物サービス業
株式会社　ジェス

17010-28888491

フル
タイム
５３

変形（１ヶ月単位）
180,000円～215,000円 すし店

株式会社　あきんどスシロー 他
実費（上限なし）

吹田市江坂町１－２２－２
06-6368-1020

土日祝他
3ヶ月 なし

千葉県成田市飯田町１０８－９　佐野屋
ビル２０１号

0476-26-2201
毎　週

その他

13040-28068792

フル
タイム
５６

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

12100-10212891

フル
タイム
５５

変形（１ヶ月単位）
215,000円～234,500円 すし店

株式会社　はま寿司 他
実費（上限なし）

東京都港区港南２－１８－１　 
ＪＲ品川イ－ストビル

0120-314-520

他
実費（上限あり）

富山県富山市一本木１３８番地
076-411-0124

その他 毎月　50,000円まで

その他

16040- 5963691

フル
タイム
５８

交替制あり
140,800円～152,000円 老人福祉・介護事業

社会福祉法人　おあしす新川

16010-24238491

フル
タイム
５７

交替制あり
220,000円～225,000円 病院

医療法人社団　福寿会（新川病院、平井
整形外科医院、新川老人保健施設）

他
実費（上限あり）

富山県魚津市住吉２３６
0765-24-3800

他
12ヶ月 実費（上限あり）

富山県下新川郡入善町上野２８０３
0765-74-0800

毎　週 毎月　50,000円まで

毎　週 毎月　10,300円まで

16040- 5967891

フル
タイム
６０

変形（１年単位）
253,000円～345,000円 一般土木建築工事業

勝田建設工業　株式会社

16040- 5966791

フル
タイム
５９

交替制あり
160,000円～217,100円 老人福祉・介護事業

社会福祉法人　おあしす新川 他
実費（上限あり）

富山県下新川郡入善町上野２８０３
0765-74-0800

日他
実費（上限あり）

富山県下新川郡朝日町桜町９９３－２
0765-82-0151

その他

毎　週 毎月　50,000円まで

16040- 5973491

フル
タイム
６２

特定曜日のみ(2)(3)
155,000円～162,500円 児童福祉事業

宗教法人　川原保育園

16040- 5970391

フル
タイム
６１

変形（１年単位）
190,000円～200,000円 パン・菓子製造業

株式会社　東京ブレッド 日祝他
実費（上限あり）

富山県黒部市石田１１６８－１７
0765-32-3321

日祝他
12ヶ月 実費（上限あり）

富山県魚津市双葉町４－３
0765-22-0543

隔　週 毎月　13,400円まで

その他 毎月　10,000円まで

16050- 5783791

16040- 5974791

フル
タイム
６３

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 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
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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（１０月７日～１０月１１日）に受理した新規求人です。

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

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

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

設備／黒部市 18歳～59歳 正社員 (1) 8時30分～ 8時29分 7人
 黒部市 雇用期間の定めなし (2) 8時30分～17時30分 0人

(3)17時30分～ 8時30分 雇用・労災・健康・厚生

2,348人
2人 年4回 3.00月分

自動車（トラック）の整備作業［魚津市／魚津ＣＣ］ 44歳以下 正社員 (1) 9時00分～17時30分 8人
 魚津市 雇用期間の定めなし 0人

雇用・労災・健康・厚生・財形

6,307人
1人 年2回

自動車（トラック）の整備作業［富山県魚津市／魚津ＣＣ］ 30歳以下 正社員 (1) 9時00分～17時30分 8人
 魚津市 雇用期間の定めなし 0人

雇用・労災・健康・厚生・財形

6,307人
1人 年2回

半導体製造装置メンテナンス（魚津営業所） 59歳以下 正社員 (1) 8時20分～17時30分 8人
 魚津市 雇用期間の定めなし 0人

雇用・労災・健康・厚生

138人
2人 年2回 4.00月分

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

医療事務（正社員）黒部市民病院 不問 正社員 (1) 8時30分～17時15分 59人
 黒部市 雇用期間の定めなし (2) 7時30分～16時15分 55人

雇用・労災・健康・厚生

95,094人
2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

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

調理師（老健こぶしの庭） 不問 正社員以外 (1) 5時00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

技能職 34歳以下 正社員 (1) 8時00分～17時00分 291人
 黒部市　他 雇用期間の定めなし 54人

雇用・労災・健康・厚生

31,871人
20人 年2回 3.00月分

警備員（京セラ、トーキン） 18歳以上 正社員以外 (1) 8時00分～ 7時59分 15人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (2) 8時30分～ 8時29分 0人

雇用・労災・健康・厚生

1,604人
1人

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

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

営業・統制（見習い） 18歳～44歳 正社員 (1) 8時30分～17時15分 40人
 魚津市　他 雇用期間の定めなし 1人

雇用・労災・健康・厚生

290人
2人 年2回

総合職（宅配営業業務） 35歳以下 正社員 (1) 8時30分～17時00分 68人
 黒部市　他 雇用期間の定めなし 47人

雇用・労災・健康・厚生・財形

73人
3人 年2回

交通誘導警備スタッフ 18歳以上 正社員以外 (1) 8時00分～17時00分 44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

44人
3人

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

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

フル
タイム
６４

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
その他 23020-75536991

フル
タイム
６５

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
その他 23020-75538791

フル
タイム
６６

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

23020-75539891

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

フル
タイム
６７

変形（１ヶ月単位）
212,000円～367,000円 建物サービス業

オリックス・ファシリティーズ株式会社 日他
実費（上限あり）

東京都港区港南１丁目８－１５　Ｗビル
９階

03-4218-4747
その他 毎月　15,000円まで

13040-25437392

フル
タイム
６８

変形（１ヶ月単位）
180,100円～356,200円

自動車・同附属品製
造業ＵＤトラックス　株式会社 日祝他

実費（上限なし）
埼玉県上尾市大字壱丁目１番地

048-612-9853
その他 11030-34119991

フル
タイム
６９

変形（１ヶ月単位）
166,100円～356,200円

自動車・同附属品製
造業ＵＤトラックス　株式会社 日祝他

実費（上限なし）
埼玉県上尾市大字壱丁目１番地

048-612-9853
その他 11030-34321891

フル
タイム
７０

変形（１年単位）
260,000円～360,000円 産業機械器具卸売業

株式会社　エム・エー・シー　テクノロ
ジー

日祝他
実費（上限あり）

新潟県上越市上中田１１７８番地
025-525-8181

その他 毎月　20,000円まで
15030- 9019391

フル
タイム
７１

240,000円～400,000円 電気工事業
北陸電気工事　株式会社 土日祝他

実費（上限なし）
富山県富山市小中２６９

076-481-6091
毎　週 16010-24054791

フル
タイム
７２

144,690円～159,370円
その他の専門サービ
ス業株式会社　ニチイ学館　富山支店 土日祝他

実費（上限あり）
富山市新富町１－１－１２　富山駅前ビ
ル５Ｆ

076-442-2835
毎　週 毎月　50,000円まで

16010-24136191

フル
タイム
７３

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
毎　週 毎月　18,800円まで

16010-24182491

フル
タイム
７４

交替制あり
185,000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

076-441-7657
毎　週 16010-23842791

フル
タイム
７５

196,000円～300,000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

076-441-7657
毎　週 16010-23847091

フル
タイム
７６

変形（１年単位）
170,700円～200,000円

一般貨物自動車運送
業日本通運　株式会社　富山支店 日祝他

令和2年4月1日～ 実費（上限なし）
富山県富山市新庄本町二丁目８番５９号

076-452-5522
その他 16010-23894891

フル
タイム
７７

変形（１ヶ月単位）
175,000円～175,000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
076-421-0400

その他 毎月　20,000円まで
16010-23899391

フル
タイム
７８

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）

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
16010-23925591

フル
タイム
７９

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
076-422-4592

毎　週 毎月　50,000円まで
16010-23929691

フル
タイム
８０

変形（１年単位）
160,000円～180,000円 警備業

株式会社　トスネット北陸　富山営業所 日祝他
実費（上限あり）

富山県富山市布瀬町南１丁目１５－１３
076-422-9897

その他 毎月　15,000円まで
16010-23708091

フル
タイム
８１

変形（１年単位）
200,000円～200,000円 食料・飲料卸売業

富山ヤクルト販売　株式会社 日他
実費（上限あり）

富山県富山市大泉町１丁目１－１０
076-423-2111

その他 毎月　17,500円まで
16010-23366491

フル
タイム
８２

変形（１ヶ月単位）
167,200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
076-433-2721

その他 16010-23454491

フル
タイム
８３

変形（１ヶ月単位）
196,200円～196,200円 警備業

マンパワーセキュリティ　株式会社 日祝他
実費（上限なし）

富山県富山市千石町２－８－２
076-493-7330

その他 16010-23530091

フル
タイム
８４

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
080-1956-9782

毎　週 16070- 3187091
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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
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★以下の求人は、先週1週間（１０月７日～１０月１１日）に受理した新規求人です。

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

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

警備スタッフ（東部地区） 18歳以上 正社員 (1) 8時00分～17時00分 52人
 魚津市　他 雇用期間の定めなし 2人

雇用・労災・健康・厚生

300人
2人

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

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

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】 59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

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

フル
タイム
８５

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 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
16070- 3131991

フル
タイム
８６

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

0766-24-3663
その他 16020-13326091

フル
タイム
８７

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

0766-24-3663
その他 16020-13327391

フル
タイム
８８

変形（１ヶ月単位）
173,600円～199,640円 警備業

ＫＹＯＤＯＵ株式会社 他
実費（上限なし）

富山県高岡市問屋町２１９番地
0766-29-1320

その他 16020-13360691

フル
タイム
８９

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） 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

16020-13382191

フル
タイム
９０

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） 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

16020-13383091

フル
タイム
９１

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

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

16020-13384391

フル
タイム
９２

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

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

16020-13385691

フル
タイム
９３

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） 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

16020-13386991

フル
タイム
９４

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） 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

16020-13387491

フル
タイム
９５

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

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

16020-13388791

フル
タイム
９６

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

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

16020-13389891

フル
タイム
９７

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
0766-84-6110

その他 16020-12985791

フル
タイム
９８

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 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 16020-12987291

フル
タイム
９９

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
0766-84-6110

その他 16020-12990691

フル
タイム
１００

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
0766-84-6110

その他 16020-13007991

フル
タイム
１０１

変形（１年単位）
220,000円～400,000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
0766-84-6110

その他 16020-13008491

フル
タイム
１０２

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
0766-84-3683

その他 16020-13026891

フル
タイム
１０３

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
16020-13027291

フル
タイム
１０４

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

090-4688-7545
毎　週 毎月　10,000円まで

16020-13226291

フル
タイム
１０５

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 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

16020-13228191
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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（１０月７日～１０月１１日）に受理した新規求人です。

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

機械設計業務（派） 59歳以下 無期雇用派遣 (1) 8時20分～17時00分 43人
 黒部市 雇用期間の定めなし 5人

雇用・労災・健康・厚生・財形

1,200人
2人 年2回 3.00月分

（契約）配送 不問 正社員以外 (1) 8時45分～17時20分 22人
 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 5人

雇用・労災・健康・厚生

493人
1人

（契約）商品管理 不問 正社員以外 (1) 8時45分～17時20分 22人
 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 5人

雇用・労災・健康・厚生

493人
1人

（請）調理員（師）（越之湖） 不問 正社員以外 (1) 5時00分～14時00分 7人
 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 7人

雇用・労災・健康・厚生

45,300人
1人

（請）栄養士（あんどの里） 不問 正社員 (1) 5時00分～14時00分 12人
 魚津市 雇用期間の定めなし (2)10時00分～19時00分 11人

雇用・労災・健康・厚生

45,300人
1人 年2回

（請）栄養士（あんどの里） 不問 正社員以外 (1) 5時00分～14時00分 12人
 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (2)10時00分～19時00分 11人

雇用・労災・健康・厚生

45,300人
1人

（請）調理員（師）（あんどの里） 不問 正社員以外 (1) 5時30分～14時30分 9人
 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (2)10時30分～19時30分 8人

雇用・労災・健康・厚生

45,300人
1人

（請）調理師（あんどの里） 不問 正社員 (1) 5時00分～14時00分 9人
 魚津市 雇用期間の定めなし (2)10時00分～19時00分 8人

雇用・労災・健康・厚生

45,300人
1人 年2回

（請）栄養士（魚津緑ヶ丘病院） 不問 正社員 (1) 5時00分～14時00分 16人
 魚津市 雇用期間の定めなし (2)10時00分～19時00分 15人

雇用・労災・健康・厚生

45,300人
1人 年2回

（請）調理師（魚津緑ヶ丘病院） 不問 正社員 (1) 5時00分～14時00分 16人
 魚津市 雇用期間の定めなし (2)10時00分～19時00分 15人

雇用・労災・健康・厚生

45,300人
1人 年2回

（請）調理員（師）（魚津緑ヶ丘病院） 不問 正社員以外 (1)10時00分～19時00分 16人
 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 15人

雇用・労災・健康・厚生

45,300人
1人

（請）栄養士（魚津緑ヶ丘病院） 不問 正社員以外 (1) 5時00分～14時00分 15人
 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (2)10時00分～19時00分 14人

雇用・労災・健康・厚生

45,300人
1人

総合職【３つの選択区分有】富山１黒部・魚津・中新川郡立山 不問 正社員 (1) 9時00分～18時00分 1,438人
 黒部市　他 雇用期間の定めなし (2)13時00分～22時00分 1,117人

(3)11時00分～20時00分 雇用・労災・健康・厚生

6,864人
1人 年2回 1.30月分

薬剤師（黒部市、魚津市、下新川郡６薬局） 59歳以下 正社員 (1) 9時00分～18時00分 5人
 黒部市　他 雇用期間の定めなし (2)10時00分～19時00分 5人

(3) 9時00分～19時00分 雇用・労災・健康・厚生

6,864人
1人 年2回 4.00月分

店舗運営スタッフ（魚津市） 59歳以下 正社員 16人
 魚津市 雇用期間の定めなし 7人

雇用・労災・健康・厚生

732人
2人 年2回

軌道工（線路保守作業） 18歳～40歳 正社員 (1) 8時30分～17時15分 5人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし (2)22時00分～ 6時45分 0人

雇用・労災・健康・厚生

62人
2人 年2回 5.20月分

（請）病棟の看護補助（黒部市民病院） 不問 正社員以外 (1) 7時00分～16時00分 65人
 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (2)11時00分～20時00分 60人

雇用・労災・健康・厚生

270人
2人

機械設計業務（派） 59歳以下 無期雇用派遣 (1) 8時20分～17時00分 43人
 黒部市 雇用期間の定めなし 5人

雇用・労災・健康・厚生・財形

1,200人
2人 年2回 3.00月分

看護師、准看護師 不問 パート労働者 59人
 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 52人

雇用・労災
196人

1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 10人

 魚津市 雇用期間の定めなし 6人
雇用・労災・健康・厚生

109人
4人

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

076-429-8766
毎　週 16010-24828491

パート
２

1,409円～1,409円

パート
１

1,300円～1,500円 老人福祉・介護事業
社会福祉法人緑寿会　特別養護老人ホー
ム　越之湖

日他
6ヶ月 実費（上限あり）

富山県黒部市堀切１００２
0765-57-3511

又は 8時30分～17時30分
の間の4時間以上

毎　週 毎月　55,000円まで
16040- 6016791

フル
タイム
１０６

変形（１ヶ月単位）
250,000円～290,000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

0766-21-0632
その他 毎月　10,000円まで

16020-13281991

フル
タイム
１０７

185,500円～322,000円
その他の専門サービ
ス業株式会社ティーネットジャパン　ＥＳ事

業部　滋賀営業所
土日祝他

実費（上限あり）
滋賀県草津市大路１－１－１　ガーデン
シティ草津３階

0120-69-6590
毎　週 毎月　60,000円まで

25060-12215491

フル
タイム
１０８

139,168円～139,168円
医薬品・化粧品等卸
売業株式会社　ファイネス 土日祝他

12ヶ月 実費（上限あり）
石川県金沢市大浦町ハ５５番地

0765-52-1531
毎　週 毎月　10,000円まで

17010-28134491

フル
タイム
１０９

139,168円～139,168円
医薬品・化粧品等卸
売業株式会社　ファイネス 土日祝他

12ヶ月 実費（上限あり）
石川県金沢市大浦町ハ５５番地

0765-52-1531
毎　週 毎月　10,000円まで

17010-28165691

フル
タイム
１１０

173,600円～208,320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

17010-28406391

フル
タイム
１１１

交替制あり
165,210円～190,000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

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 17010-28409491

フル
タイム
１１２

交替制あり
164,920円～173,600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 17010-28411591

フル
タイム
１１３

交替制あり
167,200円～176,000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 17010-28412191

フル
タイム
１１４

交替制あり
165,210円～190,000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

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 17010-28413091

フル
タイム
１１５

交替制あり
165,210円～190,000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

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 17010-28414391

フル
タイム
１１６

交替制あり
165,210円～190,000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

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 17010-28415691

フル
タイム
１１７

147,560円～147,560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 17010-28417491

フル
タイム
１１８

交替制あり
160,000円～180,000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 17010-28419891

フル
タイム
１１９

変形（１ヶ月単位）
180,000円～300,000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

076-274-6113
又は 8時30分～22時00分
の間の8時間程度

その他 17080-10067891

フル
タイム
１２０

変形（１ヶ月単位）
345,000円～345,000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

076-274-6111
その他 17080-10201591

フル
タイム
１２１

変形（１年単位）
170,000円～284,000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

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8時間程度

その他 20010-22335391

フル
タイム
１２２

変形（１ヶ月単位）
169,000円～190,000円 大工工事業

北陸軌道株式会社 他
実費（上限なし）

石川県金沢市高柳町９の１番地１
076-208-3847

毎　週 17010-27531891

フル
タイム
１２３

163,200円～163,200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 他

～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 17080- 9808791

フル
タイム
１２４

185,500円～322,000円
その他の専門サービ
ス業株式会社ティーネットジャパン　ＥＳ事

業部　滋賀営業所
土日祝他

実費（上限あり）
滋賀県草津市大路１－１－１　ガーデン
シティ草津３階

0120-69-6590
毎　週 毎月　60,000円まで

25060-11817691
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区分 事業所名 就業場所 就業時間 うち女性 加入保険
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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（１０月７日～１０月１１日）に受理した新規求人です。

日勤介護スタッフ（魚津市） 59歳以下 パート労働者 10人
 魚津市 雇用期間の定めなし 6人

雇用・労災・健康・厚生

109人
4人

清掃員（黒部エリア） 不問 パート労働者 14人
 黒部市 雇用期間の定めなし 13人

雇用・労災
50人

2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
清掃業務（富山労災病院【日・祝日のみ】） 不問 パート労働者 (1) 8時00分～12時00分 12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

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00分 8人
 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 7人

雇用・労災
24,000人

3人
看護職 不問 パート労働者 (1) 9時30分～14時00分 10人

 魚津市 雇用期間の定めなし 8人
労災

10人
1人 0万円～3万円

障害者支援員「いっこく」「ミルキーウェイ」「華のれん」 不問 パート労働者 (1) 9時00分～16時00分 4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

25人
1人

給食配送 不問 パート労働者 (1) 8時00分～11時00分 26人
 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (2)12時30分～15時30分 23人

(3)17時00分～19時00分 労災
53人

1人
販売スタッフカメラのキタムラ魚津／アップルヒル店 不問 パート労働者 (1)14時00分～19時00分 4人

 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） 3人
労災

8,718人
2人

調理補助（ガスト黒部店） 不問 パート労働者 (1)11時00分～14時00分 21人
 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (2)17時00分～20時00分 12人

雇用・労災
35,858人

1人
夜勤専従介護スタッフ（ニチイケアセンター黒部） 不問 パート労働者 (1)16時00分～ 9時00分 49人

 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 45人
労災

95,992人
2人

介護業務・送迎車運転業務（ニチイケアセンター黒部） 不問 パート労働者 (1) 7時30分～12時30分 23人
 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (2)12時30分～17時30分 23人

雇用・労災
95,992人

3人
介護職員（グループホーム　ニチイケアセンター黒部） 不問 パート労働者 (1) 7時00分～16時00分 31人

 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (2)10時30分～20時00分 30人
(3)16時00分～ 9時00分 雇用・労災・健康・厚生

95,992人
5人

ニチイライフ（ニチイケアセンター黒部・上市） 不問 パート労働者 25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

95,992人
3人

薬剤師（さみさと薬局） 不問 パート労働者 (1) 9時00分～13時00分 3人
 下新川郡朝日町 雇用期間の定めなし 2人

労災
20人

1人
介護職員（グループホーム） 不問 パート労働者 (1) 7時00分～16時00分 46人

 黒部市 雇用期間の定めなし (2)12時00分～21時00分 43人
雇用・労災

46人
2人 年2回 2.00月分

調理職員 不問 パート労働者 (1) 7時00分～13時00分 46人
 黒部市 雇用期間の定めなし (2)15時00分～20時30分 43人

雇用・労災
46人

1人 年2回 2.00月分
介護職員 不問 パート労働者 (1) 8時30分～17時30分 46人

 黒部市 雇用期間の定めなし 43人
雇用・労災

46人
2人 年2回 2.00月分

介護職員（グループホーム）（夜間専門） 不問 パート労働者 (1)21時00分～ 7時00分 45人
 黒部市 雇用期間の定めなし 42人

雇用・労災
45人

1人 年2回 2.00月分
税理士事務所事務 35歳以下 パート労働者 (1) 8時30分～16時00分 5人

 魚津市 雇用期間の定めなし 2人
雇用・労災・健康・厚生

5人
1人 5万円～10万円

パート
２３

900円～1,000円
公認会計士事務所，
税理士事務所松本健税理士事務所 土日祝他

実費（上限あり）
富山県魚津市住吉１６３６

0765-22-1198
毎　週 毎月　10,000円まで

16040- 6001591

パート
２２

900円～1,222円
その他の社会保険・
社会福祉・介護事業アイ福祉サポート　株式会社 他

なし
富山県黒部市生地芦区３４

0765-33-4460
毎　週 16040- 5999991

パート
２１

850円～1,222円
その他の社会保険・
社会福祉・介護事業アイ福祉サポート　株式会社 日他

なし
富山県黒部市生地芦区３４

0765-33-4460
毎　週 16040- 5998691

パート
２０

交替制あり
850円～924円

その他の社会保険・
社会福祉・介護事業アイ福祉サポート　株式会社 他

なし
富山県黒部市生地芦区３４

0765-33-4460
毎　週 16040- 5997391

パート
１９

交替制あり
850円～1,222円

その他の社会保険・
社会福祉・介護事業アイ福祉サポート　株式会社 日他

なし
富山県黒部市生地芦区３４

0765-33-4460
毎　週 16040- 5996091

パート
１８

2,300円～2,600円
医薬品・化粧品小売
業ハンズファーマシー　株式会社 木土日祝他

実費（上限あり）
富山県富山市堀川本郷１６０番７１

076-413-3150
毎　週 毎月　10,000円まで

16010-24659991

パート
１７

1,035円～1,155円
その他の専門サービ
ス業株式会社　ニチイ学館　富山支店 他

12ヶ月 なし
富山市新富町１－１－１２　富山駅前ビ
ル５Ｆ

076-442-2888
又は 9時00分～18時00分
の間の1時間以上

その他 16010-24623691

パート
１６

変形（１ヶ月単位）
860円～1,000円

その他の専門サービ
ス業株式会社　ニチイ学館　富山支店 他

12ヶ月 実費（上限あり）
富山市新富町１－１－１２　富山駅前ビ
ル５Ｆ

076-442-2888
その他 毎月　50,000円まで

16010-24620191

パート
１５

995円～1,155円
その他の専門サービ
ス業株式会社　ニチイ学館　富山支店 他

12ヶ月 実費（上限あり）
富山市新富町１－１－１２　富山駅前ビ
ル５Ｆ

076-442-2888
その他 毎月　50,000円まで

16010-24619891

パート
１４

変形（１ヶ月単位）
960円～1,000円

その他の専門サービ
ス業株式会社　ニチイ学館　富山支店 他

12ヶ月 実費（上限あり）
富山市新富町１－１－１２　富山駅前ビ
ル５Ｆ

076-442-2888
その他 毎月　50,000円まで

16010-24613091

パート
１３

848円～1,000円
食堂，レストラン
（専門料理店を除株式会社　すかいらーくレストランツ 他

12ヶ月 実費（上限あり）
東京都武蔵野市西久保１－２５－８

0120-979-262
又は 8時00分～ 2時00分
の間の3時間以上

毎　週 毎月　10,000円まで
13170-48815291

パート
１２

1,050円～1,050円
写真機・時計・眼鏡
小売業（株）キタムラ 他

令和元年11月1日
～令和2年1月7日

実費（上限あり）
高知市本町４丁目１－１６高知電気ビル
３Ｆ 

0765-22-8766
その他 毎月　30,000円まで

39010-25927791

パート
１１

1,200円～1,200円 家事サービス業
株式会社ハートケアサービス 他

12ヶ月 なし
富山県魚津市住吉１８６０－１

0765-23-6333
その他 16040- 6012391

パート
１０

900円～1,000円 老人福祉・介護事業
東京堂　株式会社 日祝他

実費（上限あり）
富山県下新川郡入善町入膳７７９１－７

0765-32-3007
その他 毎月　15,000円まで

16040- 6010191

パート
９

1,300円～1,300円 老人福祉・介護事業
特定非営利活動法人　無漏路 土他

実費（上限なし）
富山県魚津市吉島５５２番地８

0765-22-5789
毎　週 16040- 6009891

パート
８

880円～950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

076-432-8600
毎　週 毎月　15,000円まで

16010-24872191

パート
７

1,150円～1,200円 建物サービス業
太平ビルサービス　株式会社　富山支店 月火水木金土

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

16010-24869491

パート
６

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 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
16010-24847291

パート
５

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

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
16010-24843991

パート
４

1,000円～1,000円 老人福祉・介護事業
株式会社　うちくる富山 他

なし
富山県富山市黒崎３３８－１

076-429-8766
又は 9時00分～18時00分
の間の5時間以上

その他 16010-24840091

パート
３

1,200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

076-429-8766
又は 9時00分～19時00分
の間の5時間以上

毎　週 16010-24834691
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介護職員（デイサービスＣｈａＣｈａＣｈａ） 不問 パート労働者 (1) 9時00分～16時00分 0人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし 0人

雇用・労災
100人

1人
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

21,836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
21,836人

3人
接客（ガスト黒部店） 不問 パート労働者 (1)11時00分～14時00分 21人

 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (2)17時00分～20時00分 12人
雇用・労災

35,858人
1人

介護職員（ニチイケアセンター富山・堀川・安養坊・黒部他） 不問 パート労働者 (1) 8時00分～17時00分 207人
 黒部市　他 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (2) 9時00分～18時00分 190人

(3) 8時30分～17時30分 雇用・労災・健康・厚生

95,992人
10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
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

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
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

接客 不問 パート労働者 4人
 魚津市 雇用期間の定めなし 4人

労災
9人

1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
雇用・労災

1,462人
1人

清掃員（満天の湯　魚津店） 不問 パート労働者 (1)15時00分～20時00分 7人
 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (2)13時00分～20時00分 7人

労災
1,462人

1人
医療事務（あさひ総合病院） 59歳以下 パート労働者 (1) 8時30分～13時00分 30人

 下新川郡朝日町 雇用期間の定めなし 30人
雇用・労災

1,600人
1人

販売員 不問 パート労働者 (1) 9時30分～18時00分 11人
 魚津市 雇用期間の定めなし (2)12時00分～20時00分 10人

(3)17時00分～20時00分 雇用・労災
20人

3人
売店スタッフ 不問 パート労働者 (1) 7時00分～11時00分 124人

 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (2)16時00分～21時00分 65人
労災

124人
2人

給食配膳業務・後片付 不問 パート労働者 (1) 6時00分～ 9時00分 222人
 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (2)10時00分～13時00分 180人

(3)16時00分～19時00分 労災
222人

1人
配送スタッフ（ルート配送） 不問 パート労働者 (1) 8時30分～16時00分 3人

 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 0人
雇用・労災・健康・厚生・財形

123人
1人

施設内清掃及び介護補助 不問 パート労働者 (1) 7時30分～ 9時30分 141人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (2)17時00分～19時00分 111人

労災
141人

2人
介護職（夜間専門） 不問 パート労働者 (1)16時30分～ 8時30分 141人

 下新川郡入善町 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 111人
雇用・労災

141人
3人 年2回 6万円～10万円

介護職 不問 パート労働者 141人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 111人

労災
141人

1人 年2回 6万円～10万円

パート
４４

880円～950円 老人福祉・介護事業
社会福祉法人　おあしす新川 他

12ヶ月 実費（上限あり）
富山県下新川郡入善町上野２８０３

0765-74-0800
又は 7時00分～20時00分
の間の4時間以上

その他 毎月　50,000円まで
16040- 5969591

パート
４３

変形（１ヶ月単位）
930円～950円 老人福祉・介護事業

社会福祉法人　おあしす新川 他
12ヶ月 実費（上限あり）

富山県下新川郡入善町上野２８０３
0765-74-0800

毎　週 毎月　50,000円まで
16040- 5968291

パート
４２

880円～880円 老人福祉・介護事業
社会福祉法人　おあしす新川 他

12ヶ月 実費（上限あり）
富山県下新川郡入善町上野２８０３

0765-74-0800
毎　週 毎月　50,000円まで

16040- 5965491

パート
４１

1,200円～1,200円 化学製品卸売業
小池産業株式会社　富山分室 土日

12ヶ月 実費（上限なし）
富山県魚津市東山１０５１

0765-24-9225
毎　週 16040- 5964991

パート
４０

900円～1,000円 病院
医療法人社団　七徳会 他

6ヶ月 なし
富山県魚津市友道７８９

0765-24-7671
その他 16040- 5988391

パート
３９

850円～900円 旅館，ホテル
株式会社　金太郎温泉 他

6ヶ月 実費（上限あり）
富山県魚津市天神野新６０００

0765-24-1222
その他 毎月　5,000円まで

16040- 5980991

パート
３８

交替制あり
900円～900円

その他の各種商品小
売業（従業者が常時株式会社　魚津興産 他

実費（上限なし）
富山県魚津市駅前新町５－３０

0765-24-3030
その他 16040- 5976291

パート
３７

850円～900円
他に分類されない事
業サービス業株式会社　セラム　富山営業所 土日祝他

実費（上限あり）
富山県富山市本町３－２５　富山本町ビ
ル３０２

076-441-9990
又は 8時30分～17時15分
の間の5時間程度

毎　週 毎月　50,000円まで
16010-24362191

パート
３６

900円～950円 建物サービス業
株式会社　ホクタテ 他

12ヶ月 なし
富山県富山市中野新町１丁目２番１０号

076-421-0400
隔　週 16010-24347191

パート
３５

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
076-421-0400

その他 毎月　15,000円まで
16010-24303291

パート
３４

900円～950円 衣服卸売業
リュースショップ　パレット 他

実費（上限あり）
富山県富山市堀川町３５５－７　マイプ
ラザ２Ｆ

090-2839-0098
又は10時00分～20時00分
の間の4時間以上

毎　週 毎月　10,000円まで
16010-24269391

パート
３３

1,000円～1,133円 警備業
北陸交通整理　株式会社 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

16010-24239791

パート
３２

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

076-423-5860
又は 9時30分～18時00分
の間の5時間程度

その他 16010-24599191

パート
３１

1,300円～1,500円 老人福祉・介護事業
有限会社　あゆみ 土日他

実費（上限あり）
富山県富山市森田１７６０

076-428-0855
毎　週 16010-24583391

パート
３０

交替制あり
850円～900円 建物サービス業

株式会社　ホクタテ 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
16010-24516391

パート
２９

900円～900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 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
16010-24511891

パート
２８

交替制あり
995円～1,035円

その他の専門サービ
ス業株式会社　ニチイ学館　富山支店 日他

12ヶ月 実費（上限あり）
富山市新富町１－１－１２　富山駅前ビ
ル５Ｆ

076-442-2888
又は 7時30分～18時00分
の間の3時間以上

その他 毎月　50,000円まで
16010-24438991

パート
２７

848円～1,000円
食堂，レストラン
（専門料理店を除株式会社　すかいらーくレストランツ 他

12ヶ月 実費（上限あり）
東京都武蔵野市西久保１－２５－８

0120-979-262
又は 8時00分～ 2時00分
の間の3時間以上

毎　週 毎月　10,000円まで
13170-48063791

パート
２６

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１
４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
34020-14617191

パート
２５

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１
４号

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
34020-14616591

パート
２４

960円～1,110円 老人福祉・介護事業
長寿メディカル　株式会社 土日他

実費（上限あり）
石川県小松市上小松町丙４１－１

0761-22-0015
又は 9時00分～16時00分
の間の5時間程度

毎　週 17020- 7722191
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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（１０月７日～１０月１１日）に受理した新規求人です。

調理員 不問 パート労働者 (1) 9時00分～16時30分 37人
 黒部市 雇用期間の定めなし (2) 9時00分～13時00分 34人

(3)12時30分～16時30分 雇用・労災・健康・厚生

37人
1人

日常清掃作業【大阪屋ショップ入善店】 不問 パート労働者 (1) 7時00分～10時00分 5人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし (2) 6時30分～ 9時30分 3人

労災
142人

1人 年2回 1万円～3万円
セルフ給油所の監視員（黒部給油所） 不問 パート労働者 (1)18時00分～20時00分 3人

 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 0人
労災

755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
ピザのデリバリー（ピザ　テン．フォー富山魚津店） 不問 パート労働者 8人

 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 4人
労災

745人
3人

ピザのデリバリー（ピザ　テン．フォー入善店） 不問 パート労働者 8人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 3人

労災
745人

3人
魚津市・下新川郡入善町・朝日町／学校パソコン活用サポート 不問 パート労働者 (1) 8時30分～17時30分 460人

 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 310人
労災

3,078人
1人

販売（ひらせいホームセンター朝日店） 不問 パート労働者 (1) 9時00分～17時00分 9人
 下新川郡朝日町 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (2)12時00分～20時00分 7人

雇用・労災・健康・厚生

968人
2人

販売（ひらせいホームセンター朝日店） 不問 パート労働者 (1)13時00分～17時00分 10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～20時00分 7人

労災
1,000人

1人
品出し（アルバイト／ひらせいホームセンター朝日店） 不問 パート労働者 (1)12時00分～15時00分 9人

 下新川郡朝日町 雇用期間の定めなし (2)15時00分～18時00分 7人
労災

968人
1人

レジ（ひらせいホームセンター朝日店）アルバイト 不問 パート労働者 (1)16時00分～20時00分 10人
 下新川郡朝日町 雇用期間の定めなし 7人

労災
1,000人

1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

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
販売業務（黒部インター店） 不問 パート労働者 (1) 8時45分～16時00分 4人

 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (2)10時00分～17時15分 4人
雇用・労災・健康・厚生

260人
1人

医療事務 不問 パート労働者 (1) 9時00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

雇用・労災
370人

1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（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
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
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

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

パート
４８

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

0570-006-628
又は 9時00分～22時30分
の間の3時間以上

その他 27060-35810291

パート
４７

880円～880円
産業用機械器具賃貸
業米原商事　株式会社　本社 他

6ヶ月 なし
砺波市栄町６－２７

0763-33-5311
毎　週 16050- 5796391

パート
４６

966円～966円 建物サービス業
株式会社　新川ビルサービス 他

実費（上限なし）
富山県下新川郡入善町入膳５１８９

0765-74-0246
毎　週 16040- 5972991

パート
４５

900円～1,000円 老人福祉・介護事業
有限会社さくらい 他

実費（上限あり）
富山県黒部市堀高２４－１

0765-54-5200
その他 毎月　9,000円まで

16040- 5971691

パート
４９

900円～900円 配達飲食サービス業
株式会社　テンフォー 他

6ヶ月 実費（上限あり）
函館市柏木町２４番１９号

0138-31-0141
又は10時30分～22時00分
の間の2時間以上

その他 毎月　3,000円まで
01020-13993591

パート
５０

900円～900円 配達飲食サービス業
株式会社　テンフォー 他

6ヶ月 実費（上限あり）
函館市柏木町２４番１９号

0138-31-0141
又は10時30分～22時00分
の間の2時間以上

その他 毎月　3,000円まで
01020-13995091

パート
５１

1,125円～1,125円 社会教育
株式会社　ベネッセコーポレーション
小中学校事業部

土日祝他
～令和2年3月31日 実費（上限なし）

東京都多摩市落合１－３４
0120-349-977

毎　週 13200-17003791

パート
５２

1,000円～1,000円 じゅう器小売業
株式会社　ひらせいホームセンター 他

6ヶ月 実費（上限あり）
新潟市西区寺尾台２丁目３番３号

025-383-4141
毎　週 毎月　50,000円まで

15010-36841591

パート
５３

900円～900円 じゅう器小売業
株式会社　ひらせいホームセンター 他

6ヶ月 実費（上限あり）
新潟市西区寺尾台２丁目３番３号

025-383-4141
毎　週 毎月　50,000円まで

15010-36842191

パート
５４

848円～848円 じゅう器小売業
株式会社　ひらせいホームセンター 他

なし
新潟市西区寺尾台２丁目３番３号

025-383-4141
毎　週 15010-36844391

パート
５５

1,500円～1,500円 じゅう器小売業
株式会社　ひらせいホームセンター 他

実費（上限あり）
新潟市西区寺尾台２丁目３番３号

025-383-4141
毎　週 毎月　50,000円まで

15010-36848791

パート
５６

850円～900円 建物サービス業
株式会社　アイビックス　富山支店 他

12ヶ月 なし
富山県富山市上袋７４２番地

076-420-2556
その他 16010-24100291

パート
５７

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 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 16010-23917591

パート
５８

900円～900円
その他の食料品製造
業株式会社　源 他

12ヶ月 実費（上限あり）
富山県富山市南央町３７－６

076-429-3322
その他 毎月　30,000円まで

16010-23988991

パート
５９

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

076-467-5151
毎　週 毎月　30,000円まで

16010-23991591

パート
６０

848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

076-421-9330
毎　週 毎月　20,000円まで

16010-23699791

パート
６１

848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

076-421-9330
その他 毎月　20,000円まで

16010-23700691

パート
６２

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

076-421-9330
毎　週 毎月　20,000円まで

16010-23712291

パート
６３

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

076-421-9330
毎　週 毎月　20,000円まで

16010-23719491

パート
６４

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

076-492-2437
毎　週 16010-23722191

パート
６５

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

076-421-9330
毎　週 毎月　20,000円まで

16010-23723091
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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（１０月７日～１０月１１日）に受理した新規求人です。

靴等の販売 不問 パート労働者 (1) 9時00分～15時00分 3人
 魚津市 雇用期間の定めなし 2人

労災
5人

1人
清掃 不問 パート労働者 (1) 8時00分～12時00分 6人

 黒部市 雇用期間の定めなし 6人
労災

500人
1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
18,416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

18,416人
1人

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
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

スーパーでの店内清掃（原信魚津店） 不問 パート労働者 (1) 6時00分～ 9時30分 7人
 魚津市 雇用期間の定めなし (2)10時00分～14時00分 4人

(3)14時00分～18時00分 労災
4,611人

3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

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
警備スタッフ（東部地区） 18歳以上 パート労働者 (1) 8時00分～17時00分 52人

 魚津市　他 雇用期間の定めなし 2人
雇用・労災・健康・厚生

300人
3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

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
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【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
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

パート
６６

850円～850円 靴・履物小売業
キシモト靴店 土日祝他

なし
富山県富山市八尾町福島５５０－３

076-455-1415
毎　週 16010-23784691

パート
６７

850円～850円 建物サービス業
株式会社　バロン 他

実費（上限あり）
富山県富山市北代５２９８

076-434-1881
毎　週 毎月　10,000円まで

16010-23200091

パート
６８

850円～850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

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
16010-23227691

パート
６９

1,275円～1,275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

076-425-8410
毎　週 毎月　20,000円まで

16010-23229491

パート
７０

交替制あり
1,025円～1,025円 警備業

マンパワーセキュリティ　株式会社 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 16010-23533991

パート
７１

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
076-411-9442

毎　週 毎月　20,000円まで
16010-23602091

パート
７２

900円～900円 各種物品賃貸業
中越クリーンサービス　株式会社　富山
営業所

他
なし

富山県富山市呉羽町６２４３－５
076-415-8777

毎　週 16010-23156991

パート
７３

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

0766-24-3663
又は10時00分～19時00分
の間の6時間程度

毎　週 16020-13329991

パート
７４

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

0766-24-3663
又は10時00分～19時00分
の間の6時間程度

毎　週 16020-13330891

パート
７５

950円～1,200円 警備業
ＫＹＯＤＯＵ株式会社 他

実費（上限なし）
富山県高岡市問屋町２１９番地

0766-29-1320
毎　週 16020-13361991

パート
７６

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

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
16020-13418491

パート
７７

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

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
16020-13419791

パート
７８

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

0766-57-8181
毎　週 16020-13420591

パート
７９

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

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
16020-13421191

パート
８０

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

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
16020-13422091

パート
８１

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

0766-57-8181
毎　週 16020-13423391

パート
８２

900円～1,000円 一般土木建築工事業
石友ホーム株式会社 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 16020-12981391

パート
８３

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

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
16020-13227591

パート
８４

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

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
16020-13229091

パート
８５

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

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
16020-13231491

パート
８６

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

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
16020-13280691
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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
（請）洗浄・厨房業務（富山労災病院内給食室） 不問 パート労働者 (1)13時00分～16時00分 15人

 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 15人
労災

17,000人
1人 年2回

（請）洗浄・厨房業務（富山労災病院内給食室） 不問 パート労働者 (1) 9時00分～14時00分 15人
 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 15人

雇用・労災
17,000人

1人 年2回
（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

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

6,542人
3人 年2回 4万円～24万円

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 4万円～24万円

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 4万円～24万円

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

販売スタッフ（クスリのアオキ魚津市エリア） 不問 パート労働者 30人
 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 25人

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

パチンコ店内日常清掃（魚津店） 不問 パート労働者 (1)10時00分～16時00分 0人
 魚津市 雇用期間の定めなし (2)16時00分～22時00分 0人

労災
30人

5人
９０分程度の短時間清掃スタッフ（魚津店） 18歳以上 パート労働者 (1)23時00分～ 0時30分 0人

 魚津市 雇用期間の定めなし 0人
労災

30人
10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（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

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　他 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 14人

雇用・労災・健康・厚生

6,542人
1人 年2回 4万円～24万円

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
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

１００円ショップでの販売等（シルク魚津Ｖドラッグ店） 不問 パート労働者 (1)10時00分～18時00分 2人
 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 2人

労災
2,000人

1人 年2回 0万円～5万円

パート
８７

850円～1,000円 各種商品卸売業
株式会社　電陽社 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
16050- 5571691

パート
８８

850円～850円
食堂，レストラン
（専門料理店を除富士産業　株式会社 他

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
その他 毎月　30,000円まで

17010-28511691

パート
８９

850円～900円
食堂，レストラン
（専門料理店を除富士産業　株式会社 土日祝他

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

17010-28512991

パート
９０

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 17010-28420191

パート
９１

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
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

17010-28425491

パート
９２

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

076-222-9908
毎　週 17010-28426791

パート
９３

860円～860円
医薬品・化粧品小売
業中部薬品　株式会社（Ｖ・ｄｒｕｇ） 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 21030-14682391

パート
９４

850円～850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

0572-27-3356
又は 8時30分～21時00分
の間の7時間程度

毎　週 21030-14701291

パート
９５

850円～850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

0572-27-3356
又は 8時30分～21時00分
の間の7時間程度

毎　週 21030-14753091

パート
９６

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

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
28020-22715791

パート
９７

880円～1,000円
医薬品・化粧品小売
業株式会社　クスリのアオキ 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 17080-10106891

パート
９８

850円～940円
医薬品・化粧品小売
業株式会社　クスリのアオキ 他

12ヶ月 なし
石川県白山市松本町２５１２

0120-015-077
又は 8時30分～18時00分
の間の2時間以上

その他 17080-10114891

パート
９９

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

076-274-6111
又は 9時00分～19時00分
の間の3時間以上

その他 17080-10219591

パート
１００

1,000円～1,100円
インターネット附随
サービス業株式会社　Ｆｕｊｉコーポレーション 他

実費（上限あり）
福井県福井市問屋町４－７０５

0776-97-6553
その他 18010-19177891

パート
１０１

1,200円～1,300円
インターネット附随
サービス業株式会社　Ｆｕｊｉコーポレーション 他

なし
福井県福井市問屋町４－７０５

0776-97-6553
その他 18010-19178291

パート
１０２

900円～950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

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 20010-22199291

パート
１０３

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

0765-57-0277
又は 9時00分～23時00分
の間の3時間以上

毎　週 20130- 3467391

パート
１０４

850円～850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

0572-27-3356
又は 8時30分～21時00分
の間の7時間程度

毎　週

パート
１０５

1,000円～1,000円 パン・菓子製造業
株式会社　幸栄堂

21030-14594391

他
～令和2年8月31日 なし

石川県加賀市宇谷町ヤ１番地５４
080-2959-9400

又は 8時00分～13時00分
の間の4時間程度

毎　週 17050- 3549491

パート
１０６

1,068円～1,289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

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- 6026691

パート
１０７

860円～860円
その他の各種商品小
売業（従業者が常時株式会社　ワッツ西日本販売

27010-65086691

他
12ヶ月 実費（上限あり）

大阪市中央区城見１－４－７０　住友生
命ＯＢＰプラザビル５階

0120-050-838
毎　週 毎月　50,000円まで
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