
職種 年齢・ 区分 交代制 従業員数 業種

区分 事業所名 就業場所 雇用期間 就業時間 休日 うち女性 加入保険

事業所所在地 電話番号 求人数 週休二日 企業全体 求人番号

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 17人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　12,000円まで
富山県下新川郡朝日町月山８７ 0765-83-2682 その他 年2回（前年度実績） 16040- 1501701

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 17人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　12,000円まで
富山県下新川郡朝日町月山８７ 0765-83-2682 その他 年2回（前年度実績） 16040- 1502801

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 17人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　12,000円まで
富山県下新川郡朝日町月山８７ 0765-83-2682 その他 年2回（前年度実績） 16040- 1503201

(1)8時30分～17時15分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 6人 雇用・労災・健康・厚生

月額　21,500円まで
富山県下新川郡入善町椚山１３３６ 0765-74-8118 毎　週 年2回（前年度実績） 16040- 1504501

(1)8時30分～17時30分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 0人 その他

月額　10,000円まで
富山県下新川郡朝日町泊１８０ 080-8998-9846 毎　週 16040- 1507601

(1)8時30分～17時30分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） なし 2人 雇用・労災・健康・厚生

石川県金沢市神田２丁目２－２９　アミス 076-243-7890 毎　週 年2回（前年度実績）0円～40,000円 17010- 7517801

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限なし） 10人 雇用・労災・健康・厚生・財形

富山県魚津市道坂１０３ 0765-32-8231 その他 年2回（前年度実績） 16040- 1492001

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限なし） 10人 雇用・労災・健康・厚生・財形

富山県魚津市道坂１０３ 0765-32-8231 その他 年2回（前年度実績） 16040- 1493301

(1)9時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 10人 雇用・労災・健康・厚生

月額　35,000円まで
富山県魚津市新金屋１丁目１２番３８号 0765-24-2620 毎　週 年2回（前年度実績）0円～999,999円 16040- 1497401

(1)7時00分～16時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)8時00分～17時00分 実費支給（上限あり） 17人 雇用・労災・健康・厚生

(3)9時00分～18時00分 月額　22,500円まで
富山県黒部市宇奈月町下立３７ 0765-65-1180 その他 年2回（前年度実績） 16040- 1498701

雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 20人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　15,000円まで
富山県黒部市宇奈月温泉２２－１ 0765-62-1131 又は6時00分～19時00分 その他 16040- 1472701

(1)7時30分～16時00分
雇用期間の定めなし (2)13時30分～22時00分 実費支給（上限あり） 20人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　15,000円まで
富山県黒部市宇奈月温泉２２－１ 0765-62-1131 その他 16040- 1473801

(1)8時30分～17時30分
雇用期間の定めなし (2)9時00分～13時00分 実費支給（上限あり） 105人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　16,400円まで
富山県魚津市東尾崎３４８４－１ 0765-31-6200 その他 年2回（前年度実績） 16040- 1474201

(1)13時00分～22時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 20人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　15,000円まで
富山県黒部市宇奈月温泉２２－１ 0765-62-1131 又は6時00分～22時00分 その他 16040- 1475501

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限なし） 12人 雇用・労災・健康・厚生

厚生
富山県黒部市荻生４８５３－３ 0765-54-1181 その他 年2回（前年度実績）20,000円～340,000円 16040- 1486601

(1)8時00分～16時45分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限なし） 5人 雇用・労災・健康・厚生・財形

拠出
富山県黒部市沓掛４３９８ 0765-52-3230 その他 年2回（前年度実績）300,000円～700,000円 16040- 1488101

(1)0時20分～9時00分
雇用期間の定めなし (2)21時30分～6時30分 実費支給（上限あり） 19人 雇用・労災・健康・厚生

(3)16時20分～1時00分 日額　250円まで
富山県黒部市新町１１０番地甲ー２ 0765-52-1330 毎　週 年2回（前年度実績） 16040- 1491501

(1)8時30分～17時10分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 0人 雇用・労災・健康・厚生

月額　10,000円まで
富山県南砺市下吉江１２３番地　杉木鉄工 0763-22-4372 毎　週 年1回（前年度実績） 16050- 1488801

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 1人 雇用・労災・健康・厚生

月額　50,000円まで
愛知県名古屋市西区菊井二丁目１５番５号 052-533-0272 毎　週 年2回（前年度実績）800,000円～2,000,000円 23020-19370601

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限なし） 1人 雇用・労災・健康・厚生

大阪府高槻市大畑町２７－２ 072-695-5666 毎　週 年3回（前年度実績）300,000円～1,700,000円 27150- 4994901

20

設備工事管理スタッフ（魚津） 40歳以下 正社員 215,000円～300,000円 6人
管工事業（さく井工事業
を除く）

小島工業　株式会社
 魚津市 土日祝他

1人 32人

19

サービスエンジニア／魚津市 35歳以下 正社員 200,000円～270,000円 7人
機械修理業（電気機械器
具を除く）

株式会社　スギノダイレクトサービス
 魚津市 土日祝他

1人 68人

18

電気設計（ＣＡＤ） 不問 正社員
変形（1
年単位）

212,000円～275,600円 1人
建設機械・鉱山機械製造
業

Ｉ・ＣＲＥＡＴ株式会社
 魚津市 土日祝他

1人 29人

17

アルミ建材の切断（ＹＫＫＡＰ（株）荻生
製造所）

不問 正社員
交替制あ

り
170,000円～200,000円 71人

建設用・建築用金属製品
製造業（製缶板金業を含

中野工業　株式会社
 黒部市 土日他

1人 263人

16

配管工（見習い可） 不問 正社員
変形（1
年単位）

176,800円～397,800円 21人
金属素形材製品製造業

株式会社　高山鉄工所
 黒部市 日他

2人 21人

15

営業 不問 正社員
変形（1
年単位）

199,000円～345,500円 33人
酒類製造業

銀盤酒造　株式会社
 黒部市 他

1人 33人

14

サービススタッフ 不問 正社員
変形（1
年単位）

200,000円～280,000円 38人
旅館，ホテル

有限会社　桃源　（ホテル桃源）
 黒部市 他

3人 38人

13

看護師（デイサービス） 不問 正社員 170,000円～205,000円 132人
病院

医療法人　深川病院
 魚津市 日祝他

1人 132人

12

館内業務 不問 正社員
交替制あ

り
160,000円～180,000円 38人

旅館，ホテル

有限会社　桃源　（ホテル桃源）
 黒部市 他

1人 38人

11

調理スタッフ 不問 正社員
変形（1
年単位）

190,000円～300,000円 38人
旅館，ホテル

有限会社　桃源　（ホテル桃源）
 黒部市 他

2人 38人

10

日勤専従介護員（特別養護老人ホーム） 不問 正社員以外 174,500円～208,400円

170,000円～250,000円

32人
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）

 黒部市 他
2人 130人

11人
生命保険業

大同生命保険株式会社　富山支社　魚津営
業所

 魚津市 土日祝他
1人 6,905人

企業福利厚生プランナー◆◆◆子育てママ
支援企業【急募】

不問 正社員

8

製缶工 35歳以下 正社員
変形（1
年単位）

170,000円～250,000円 93人
金属加工機械製造業

株式会社　北陸精機
 魚津市 日祝他

2人 101人

7

製缶工【経験者】 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

190,000円～280,000円 93人
金属加工機械製造業

株式会社　北陸精機
 魚津市 日祝他

2人 101人

6

新規開拓営業及び人材管理 不問 正社員以外 180,000円～300,000円 3人
労働者派遣業

株式会社　ＡＳＴＥＲＩＡ  下新川郡入善
町

土日祝他
1人 6人

5

営業・販売・配達 不問 正社員 160,000円～250,000円 0人
他に分類されない小売業

株式会社　ジャン・ティー  下新川郡朝日
町

土日他
1人 0人

4

看護師 不問 正社員 190,000円～190,000円 7人
老人福祉・介護事業

有限会社　愛語会  下新川郡入善
町

土日祝他
1人 12人

3

機械装置組立作業員 不問 正社員
変形（1
年単位）

158,000円～300,000円 65人
その他のはん用機械・同
部分品製造業

株式会社　渡辺功機  下新川郡朝日
町

日他
1人 65人

日他
2人 65人

2

製缶加工作業員 不問 正社員
変形（1
年単位）

158,000円～300,000円

【先週１週間前の　３月　１６日～　３月　　１９日に受理】

賃金

通勤手当

賞与（前年度実績）

65人
その他のはん用機械・同
部分品製造業

9

65人
その他のはん用機械・同
部分品製造業

株式会社　渡辺功機  下新川郡朝日
町

日他
2人 65人

株式会社　渡辺功機  下新川郡朝日
町

1

機械加工作業員 不問 正社員
変形（1
年単位）

158,000円～300,000円

℡ ０７６５－２４－０３６５

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

◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。

◎ パートタイム求人の場合、賃金は時間給です。また、労働時間によって記載されている各種社会保険に加入できない場合があります。
◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。

その際はあしからずご了承ください。
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その際はあしからずご了承ください。

(1)8時30分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 2人 雇用・労災・健康・厚生

月額　13,000円まで
富山県富山市相生町４番８号 076-491-2092 その他 年2回（前年度実績） 16010- 6280601

(1)9時00分～18時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 2人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　10,000円まで
富山県魚津市天神野新７４２ 090-3888-0014 毎　週 年2回（前年度実績） 16040- 1459501

(1)8時30分～17時15分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限あり） 9人 雇用・公災・健康・厚生

月額　31,600円まで
富山県下新川郡入善町入膳３２５５番地 0765-72-1100 毎　週 16040- 1468001

(1)8時30分～17時15分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 3人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　13,000円まで
富山県魚津市釈迦堂１－１２－１８ 0765-22-1200 毎　週 年2回（前年度実績） 16040- 1469301

雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 1人 雇用・労災
月額　5,000円まで

富山県魚津市新角川２－４－８ 0765-88-0233 又は9時30分～20時00分 毎　週 年2回（前年度実績） 16040- 1470101

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） なし 0人 雇用・労災

富山県魚津市金山谷３３５ 0765-33-9230 毎　週 16040-   10300

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限なし） 1人 雇用・労災・健康・厚生

埼玉県さいたま市大宮区下町１丁目５０番 048-642-0982 又は14時00分～22時00分 毎　週 11030- 9057301

(1)16時00分～21時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限なし） 22人 雇用・労災

富山県黒部市堀切１３００ 0765-57-2258 毎　週 16040- 1495901

(1)18時00分～21時00分
雇用期間の定めなし なし 0人 その他

富山県下新川郡朝日町泊３７５－１ 0765-83-0834 毎　週 16040- 1499801

(1)17時00分～22時00分
雇用期間の定めなし なし 7人 雇用・労災

富山県魚津市釈迦堂１丁目１２０３ 0765-32-5004 なし 16040- 1500401

雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 20人 労災
月額　15,000円まで

富山県黒部市宇奈月温泉２２－１ 0765-62-1131 又は8時00分～22時00分 毎　週 16040- 1476001

(1)22時00分～8時30分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 20人 労災

月額　15,000円まで
富山県黒部市宇奈月温泉２２－１ 0765-62-1131 毎　週 16040- 1477301

(1)14時00分～22時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 20人 雇用・労災

月額　15,000円まで
富山県黒部市宇奈月温泉２２－１ 0765-62-1131 毎　週 16040- 1478601

(1)6時00分～10時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 20人 労災

月額　15,000円まで
富山県黒部市宇奈月温泉２２－１ 0765-62-1131 毎　週 16040- 1479901

(1)9時00分～14時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 20人 雇用・労災

月額　15,000円まで
富山県黒部市宇奈月温泉２２－１ 0765-62-1131 その他 16040- 1481801

(1)9時00分～12時00分
雇用期間の定めなし (2)13時00分～16時00分 実費支給（上限あり） 7人 労災

月額　8,000円まで
富山県下新川郡入善町入膳５１８９ 0765-74-0246 毎　週 年2回（前年度実績）5,000円～30,000円 16040- 1487901

(1)8時30分～17時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限なし） 13人 雇用・労災・健康・厚生

富山県魚津市浜経田３３３８ 0765-22-2577 毎　週 16040- 1489401

(1)10時30分～16時30分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 2人 労災

月額　10,000円まで
富山県魚津市吉島２－１－１ 0765-22-9207 毎　週 16040- 1490201

(1)8時15分～17時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)15時45分～0時30分 実費支給（上限あり） 263人 雇用・労災・健康・厚生

(3)0時00分～8時45分 月額　55,000円まで 拠出
富山県魚津市六郎丸９９２ 0765-22-1280 毎　週 年2回（前年度実績）10,000円～87,000円 16040- 1494601

(1)8時00分～15時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 8人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　15,000円まで
富山県黒部市沓掛６３５ 0765-54-1160 その他 年2回（前年度実績）0円～20,000円 16040- 1460601

25

エステティシャン及び事務 39歳以下 正社員 152,000円～152,000円 1人
美容業

エステスタジオ　キッズ
 魚津市 日祝他

1人 1人

24

一般事務 30歳以下 正社員 160,000円～185,000円 12人
経済団体

魚津商工会議所
 魚津市 土日祝他

1人 12人

23

一般事務 不問 正社員以外 132,000円～132,000円 13人
市町村機関

入善町役場  下新川郡入善
町

土日祝他
1人 471人

22

海外貿易業務、簡単な自動車の整備、清
掃、商品の管理

不問 正社員 180,000円～350,000円 5人
自動車小売業

Ｍｉｔｓｕｉ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ株
式会社

 魚津市 日祝他
1人 5人

21

消防用設備の保守点検 44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

180,000円～260,000円 13人
他に分類されない小売業

有限会社中部防災
 黒部市他 日祝他

2人 13人

26

造園作業者 60歳以上 正社員以外 240,000円～300,000円

1人
教養・技能教授業

イッティージャパンイースト株式会社
 魚津市 日他

1人 862人

1

子ども英会話講師［魚津市／魚津教室］ 不問 パート労働者 1,400円～2,500円

0人
土木工事業（舗装工事業
を除く）

松葉園
 魚津市 日祝他

1人 0人

24人
食堂，レストラン（専門
料理店を除く）

エームサービスジャパン株式会社　ＹＫＫ
寮事業所

 黒部市 土日祝他
1人 44,000人

2

（請）調理補助 不問 パート労働者 900円～950円

0人
酒場，ビヤホール

居酒屋　美代  下新川郡朝日
町

水他
1人 0人

3

店員 不問 パート労働者 1,000円～1,000円

8人
専門料理店

彩火　くらした
 魚津市 月

2人 8人

4

ホールスタッフ 不問 パート労働者 1,000円～1,000円

38人
旅館，ホテル

有限会社　桃源　（ホテル桃源）
 黒部市 他

1人 38人

5

館内業務 不問 パート労働者 950円～1,200円

38人
旅館，ホテル

有限会社　桃源　（ホテル桃源）
 黒部市 他

1人 38人

6

夜間フロント 不問 パート労働者 1,230円～1,538円

38人
旅館，ホテル

有限会社　桃源　（ホテル桃源）
 黒部市 他

2人 38人

7

レストランスタッフ 不問 パート労働者 1,000円～1,200円

38人
旅館，ホテル

有限会社　桃源　（ホテル桃源）
 黒部市 他

2人 38人

8

朝食スタッフ 不問 パート労働者 950円～1,050円

38人
旅館，ホテル

有限会社　桃源　（ホテル桃源）
 黒部市 他

4人 38人

9

館内清掃 不問 パート労働者 950円～1,100円

10人
建物サービス業

株式会社　新川ビルサービス  下新川郡入善
町

土日祝
1人 142人

10

（請）日常清掃作業【京セラ（株）富山入
善工場】

不問 パート労働者 900円～900円

63人
高等学校，中等教育学校

富山県総合教育センター（魚津工業高等学
校）

 魚津市
水土日祝

他
1人 63人

11

会計年度任用職員　校務助手 不問 パート労働者 925円～925円

2人
建物サービス業

株式会社　美来
 黒部市

月火水木
土日祝他

1人 200人

12

（請）清掃スタッフ／黒部市 不問 パート労働者 850円～850円

367人
病院

独立行政法人　労働者健康安全機構　富山
労災病院

 魚津市 土日祝他
2人

13

介護福祉士 18歳以上 パート労働者
交替制あ

り
1,200円～1,200円

15人
分類不能の産業

株式会社　イクシム
 黒部市 日祝他

1人 15人

14

清掃 不問 パート労働者 850円～850円
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職種 年齢・ 区分 交代制 従業員数 業種

区分 事業所名 就業場所 雇用期間 就業時間 休日 うち女性 加入保険

事業所所在地 電話番号 求人数 週休二日 企業全体 求人番号

【先週１週間前の　３月　１６日～　３月　　１９日に受理】

賃金

通勤手当

賞与（前年度実績）

℡ ０７６５－２４－０３６５

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

◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。

◎ パートタイム求人の場合、賃金は時間給です。また、労働時間によって記載されている各種社会保険に加入できない場合があります。
◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。

その際はあしからずご了承ください。

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限なし） 9人 雇用・労災

富山県魚津市新金屋２丁目１３－２６ 0765-22-8388 又は9時30分～18時30分 毎　週 16040- 1461901

雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 1人 雇用・労災
月額　5,000円まで

富山県魚津市新角川２－４－８ 0765-88-0233 又は9時30分～19時30分 その他 年2回（前年度実績）30,000円～30,000円 16040- 1471401

(1)8時30分～13時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 27人 雇用・労災

月額　50,000円まで
富山県富山市本町３－２５　富山本町ビル 076-441-9990 又は8時30分～17時15分 毎　週 16010- 6283401

(1)8時30分～16時30分
雇用期間の定めなし (2)8時30分～12時00分 実費支給（上限あり） 3人 雇用・労災

(3)13時00分～16時30分 月額　5,000円まで
富山県富山市田中町３丁目３番６号 076-432-5200 毎　週 16010- 6311701

(1)10時30分～14時30分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） なし 2人 労災

富山県富山市向新庄町４丁目１番８２号 076-451-5124 毎　週 年2回（前年度実績）10,000円～20,000円 16010- 6339201

9人
その他の社会保険・社会
福祉・介護事業

社会福祉法人　魚津市社会福祉協議会
 魚津市 日祝他

1人 173人

15

児童厚生員 不問 パート労働者 950円～950円

1人
美容業

エステスタジオ　キッズ
 魚津市 日祝他

1人 1人

16

エステティシャン及び事務 不問 パート労働者 850円～900円

27人
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  下新川郡朝日
町

土日祝他
2人 1,400人

17

医療事務（あさひ総合病院） 59歳以下 パート労働者 880円～900円

4人
建物サービス業

株式会社　中部建物管理
 魚津市 日祝他

1人 30人

18

清掃員（魚津緑ヶ丘病院） 不問 パート労働者 850円～850円

2人
その他の食料品製造業

株式会社　ユニオンランチ
 魚津市 土日祝他

1人 180人

19

学生食堂での食事の提供業務（魚津高校） 不問 パート労働者 850円～850円

★新型コロナウィルス感染防止のため、今後の状況により中止になる場合があります。
　ご迷惑をお掛けしますが、ご理解、ご協力のほど、よろしくお願いします。

★該当の求人に興味のある方、面接を希望される方は、お気軽にご参加ください。説明を聞くだけでもかまいません。

★面接を希望される方は、履歴書をご持参ください。また、求職登録が済んでない方は、 事前に求職登録が必要になります。

★雇用保険受給者の方は、求職活動実績となりますので、雇用保険受給資格者証もお持ちください。

場　　　　所 事　業　所　名 年　齢
人
数

職　　　種 求人NO. 就業場所

３人
（請）アルミ加工・部品付作業
（ＹＫＫＡＰ（株）荻生製造所）

16040-1119301

１人
（請）アルミ建材の加工・部品付け作業

（ＹＫＫＡＰ（株）荻生製造所）
16040-1023901

１人
（請）アルミ建材の切断

（ＹＫＫＡＰ（株）荻生製造所）
16040-1491501

２人
（請）部品の仕分け・袋詰め作業

（ＹＫＫＡＰ（株）越湖製造所）
16040-1122701

３人
（請）警備員

（交通誘導、駐車場スタッフ）
16040-1397901

５人
（請）警備員

（交通誘導）（パート）
16040-1398101

５人
（請）警備員

（駐車場スタッフ）（パート）
16040-1399401

魚津市～
入善町

１人 栄養士（富山労災病院内給食室） 17010-1928401

１人 調理師（富山労災病院内給食室） 17010-4496301

１人
調理補助（ちょうろく内給食室）

（パート）
17010-1961401

１人 調理師（有磯苑内給食室） 17010-2024601

１人
調理補助（有磯苑内給食室）

（パート）
17010-1951901

１人 本社人事事務 16040-1406801

１人 本社総務事務 16040-1408501

１人 本社経理事務 16040-1407201

１人 自動車販売営業 16040-1403101

１人 自動車の板金及び修理等 16040-1402901

１人 経理事務 16040-1404401

富士産業（株） 不問４月２３日（木）
10:00～
　1時間

程度

魚津公共職業安定所

１階　会議室

不問

会社説明会・面接会は、求人事業所の担当者が指定の日時にハローワーク魚津にて、求人内容を説明のうえ面接するものです。

日　　　時

黒部市４月１６日（木）
14:00～
　1時間

程度

魚津公共職業安定所
１階　会議室 中野工業（株）

滑川市～
朝日町

不問 魚津市４月２３日（木）
14:00～
　1時間

程度

魚津公共職業安定所
１階　会議室

澤田グループ
（（株）ノースランド
澤田自動車販売
（株）魚津興産）

１８歳
以上

４月２１日（火）
14:00～
　1時間

程度

魚津公共職業安定所
１階　会議室

（株）パトロード富山
新川支社

魚津市

朝日町
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