
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                           

                                          

 

   

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

週 

刊 

― 令和３年６月１６日号 ― 

令和３年６月７日～６月１１日に受理した砺波・南砺・小矢部市の求人と、     

およそ３週間前にハローワークとなみで受理した求人を掲載しています。 

「週刊求人情報」の設置場所 

■ハローワークとなみ玄関前「求人情報ＢＯＸ」及び掲示板 ■砺波市役所・庄川支所 ■南砺市役所各市

民センター ■砺波商工会議所 ■南砺市商工会（福野・福光・城端事務所）  ■砺波まなび交流館   

■ＪＲ砺波駅待合室（コミュニティープラザ）  ■セブンイレブン 砺波表町店 

発行元      ハローワークとなみ 

〒939-1363 砺波市太郎丸 1-2-5 

TEL 0763(32)2914  FAX 0763(33)1401 

お取り扱い時間／午前８：３０～午後５：１５ (土・日・祝日・年末年始は休み） 

 

毎週水曜日発行 

「週刊求人情報」のご利用にあたり 

●この情報に掲載されている求人に応募する場合は、ハローワークが発行する『紹介状』が必要です。 

 求人番号を控えていただき、最寄りのハローワークまでお越しください。 

●応募に際しての経験や資格、労働条件・仕事の内容など、必ず求人票にてご確認ください。 

●ハローワークでは掲載求人についても随時紹介を行っているため、募集が終了している 

場合があります。ご了承ください。 

●全国のハローワークの求人については、インターネットでも検索することができます。 

ハローワークインターネットサービス 

＊求人票の見方、求人の探し方のアドバイス 

＊応募書類（履歴書や職務経歴書）の書き方のアドバイス 

＊応募書類（履歴書や職務経歴書）の添削サービス 

＊面接の受け方のアドバイス 

＊就職支援セミナーの情報提供 

＊職業訓練メニューなどの情報提供 

◎職業相談窓口では以下のサービスを行っています！ 

 【https://www.hellowork.mhlw.go.jp/】 

 

高岡 

× 

 ハローワーク高岡・砺波（小矢部）・氷見 

 

＠qfe6299v 
LINE の「友だち追加」から「ID 検索」 

または「QR コード」で登録してください 

友だち登録で 
情報を GET！ 

 

《おねがい》 

＊ハローワークにご来所の際は、マスクを着用し、受付前に手洗い(消毒)をしてください。 

＊発熱や風邪の症状がある方、体調がすぐれない方はご来所、イベントへの参加をご遠慮ください。 

＊新型コロナウイルス感染防止の為、面接会・イベント等が中止となる場合がありますのでご了承ください。 

県西部地域ハローワークの
イベント情報等をスマホに
配信します！ 

https://www.hellowork.mhlw.go.jp/


【フルタイム】
年齢 求人数 休日 賃　金 従業員数 業　種

No 電話番号 雇用形態 週休二日 就業時間 通勤手当 うち女性 加入保険等

就業場所 雇用期間 企業全体 求人番号

59歳以下 1人 土日祝他 (1)9時00分～17時30分 21
正社員 17

03-6779-8160 毎　週 実費支給（上限あり） 900 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　150,000円まで
砺波市 13040-52259611

59歳以下 1人 日祝他 (1)8時30分～17時15分 8
正社員 7

076-428-1234 その他 実費支給（上限あり） 280 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　15,000円まで
砺波市 16010-10835011

18歳～59歳 1人 他 (1)8時40分～8時39分 9
正社員 (2)8時40分～17時20分 0

0766-26-0015 その他 実費支給（上限あり） 1563 雇用・労災・健康・厚生

月額　20,000円まで
砺波市 16020- 6636711
不問 2人 土日祝 (1)8時00分～17時00分 10

有期雇用派遣 5
0766-28-8555 毎　週 実費支給（上限あり） 34 雇用・労災・健康・厚生

月額　12,830円まで
派遣 南砺市 16020- 6637811

18歳以上 1人 他 (1)8時30分～16時30分 9
正社員 (2)16時30分～23時00分 4

0766-63-6386 その他 実費支給（上限あり） 14 雇用・労災・健康・厚生

月額　3,000円まで
南砺市 16020- 6674611

18歳以上 2人 他 (1)8時30分～16時30分 9
正社員 (2)16時30分～23時00分 4

0766-63-6386 その他 実費支給（上限あり） 14 雇用・労災・健康・厚生

月額　3,000円まで
南砺市 16020- 6675911

40歳以下 1人 日祝他 (1)8時00分～17時00分 23
正社員 4

0763-52-2808 その他 実費支給（上限あり） 122 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　31,900円まで
南砺市 16050- 2952211

44歳以下 2人 日祝他 (1)8時00分～17時00分 7
正社員 0

0763-52-2808 その他 実費支給（上限あり） 122 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　31,900円まで
南砺市 16050- 2953511

18歳～59歳 2人 他 (1)8時30分～17時30分 16
正社員 (2)7時00分～16時00分 14

0763-33-1061 毎　週 (3)9時30分～18時30分 実費支給（上限なし） 361 雇用・労災・健康・厚生

砺波市 16050- 2954411
18歳～59歳 1人 土日祝他 (1)6時00分～14時30分 31

正社員 (2)14時30分～23時00分 4
0763-82-7800 毎　週 実費支給（上限あり） 39 雇用・労災・健康・厚生

月額　10,000円まで
請負 南砺市 16050- 2955011

59歳以下 2人 土日祝他 (1)8時30分～17時00分 31
正社員 4

0763-82-7800 毎　週 実費支給（上限あり） 39 雇用・労災・健康・厚生

月額　10,000円まで
請負 南砺市 16050- 2957611

不問 1人 日祝他 (1)8時00分～17時00分 3
正社員 0

0763-23-4147 毎　週 実費支給（上限なし） 3 雇用・労災

砺波市 16050- 2958911
不問 2人 土日祝他 (1)8時30分～17時15分 170

正社員以外 140
0763-23-1003 毎　週 実費支給（上限あり） 673 雇用・労災・健康・厚生

月額　8,000円まで
南砺市 16050- 2959111

18歳～64歳 1人 日祝他 (1)8時00分～17時00分 33
正社員 (2)13時00分～22時00分 17

0763-62-1356 その他 (3)23時00分～8時00分 実費支給（上限あり） 33 雇用・労災・健康・厚生

月額　15,000円まで
南砺市 16050- 2960211

59歳以下 2人 日祝他 (1)8時30分～17時00分 3
正社員 2

0763-82-0059 その他 実費支給（上限あり） 3 雇用・労災・健康・厚生

月額　20,000円まで
砺波市 16050- 2961511
不問 1人 日祝他 (1)8時30分～17時30分 42

正社員 35
0763-33-1322 その他 実費支給（上限あり） 48 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　18,700円まで
砺波市 16050- 2962411

69歳以下 3人 日他 (1)6時00分～15時00分 8
正社員 (2)8時00分～17時00分 1

0763-37-1268 その他 実費支給（上限なし） 8 雇用・労災・健康・厚生

砺波市 16050- 2963011
69歳以下 3人 日他 (1)6時00分～15時00分 8

正社員 (2)8時00分～17時00分 1
0763-37-1268 その他 実費支給（上限なし） 8 雇用・労災・健康・厚生

砺波市 16050- 2964311
69歳以下 3人 日他 (1)6時00分～15時00分 8

★ 正社員 (2)8時00分～17時00分 1
0763-37-1268 その他 実費支給（上限なし） 8 雇用・労災・健康・厚生

砺波市 16050- 2965611
18歳～74歳 1人 他 (1)20時30分～6時00分 8

正社員以外 (2)7時00分～2時00分 0
076-222-3395 毎　週 実費支給（上限なし） 369 雇用・労災・健康・厚生

★
請負 砺波市 17010-12894311

59歳以下 5人 他 (1)5時00分～14時30分 10
正社員 (2)6時00分～15時30分 1

0797-88-1918 その他 (3)7時00分～16時30分 実費支給（上限あり） 85 雇用・労災・健康・厚生

月額　15,000円まで
小矢部市 28040- 8118011
62歳以下 1人 他 (1)8時00分～16時30分 10

正社員以外 (2)16時00分～22時30分 0
076-461-5069 その他 (3)22時00分～8時30分 実費支給（上限あり） 350 雇用・労災・健康・厚生

月額　49,900円まで
請負 小矢部市 16010-10800011

22

堰等管理支援 191,700円～191,700円
管理，補助的経済活動を行う事
業所（７２専門サービス業）株式会社　建設マネジメント北陸　富山支店

常用富山県富山市中市１丁目５番２６号

21

ゴルフ場コース管理（富山県小矢部） 220,000円～330,000円
土木工事業（舗装工事業を除く）

蛭川造園土木株式会社

常用兵庫県宝塚市山本西３丁目２番１１号

20

施設警備 162,000円～168,000円
警備業

セコムジャスティック北陸　株式会社

常用石川県金沢市北安江２丁目１５番１０号

19

森林・環境整備作業員 200,000円～240,000円
育林業

株式会社　鶴巻育林サービス

常用富山県砺波市東別所５３０３

18

フォレストワーカー、森林環境整備作業員 200,000円～300,000円
育林業

株式会社　鶴巻育林サービス

常用富山県砺波市東別所５３０３

17

ファレストリーダー、及びマネージャー 300,000円～400,000円
育林業

株式会社　鶴巻育林サービス

常用富山県砺波市東別所５３０３

16

医療事務 180,000円～200,000円
病院

医療法人社団緑心会　砺波サナトリウム　福井病院

常用富山県砺波市太田５７０

15

工員 190,000円～280,000円
その他の化学工業

品川炭素　株式会社

常用富山県砺波市庄川町高儀新３Ｉ５

14

金型取付・調整オペレータ 251,000円～435,000円
工業用プラスチック製品製造業

株式会社　若松

常用富山県南砺市打尾１００

13

看護助手（会計年度任用職員） 150,400円～182,800円
病院

南砺市病院

雇用期間定め有富山県南砺市北川１６６番地１

12

建築板金 160,000円～280,000円
板金・金物工事業

希々工房

常用富山県砺波市石丸７２

11

木製品製造工 175,000円～195,000円
一般貨物自動車運送業

株式会社　三佳

常用富山県南砺市北川７４４

10

木製品製造工 190,000円～210,000円
一般貨物自動車運送業

株式会社　三佳

常用富山県南砺市北川７４４

9

介護職・正社員（あっとほーむ砺波） 150,800円～168,800円
老人福祉・介護事業

医療法人社団明寿会　あっとほーむ砺波

常用富山県砺波市鷹栖１９７３－１

8

バーク堆肥製造　リサイクル工場 202,100円～302,100円
製材業，木製品製造業

チュ－モク株式会社

常用富山県南砺市田中７９３

7

『ＣＡＤ』建築プレカット 182,100円～302,100円
製材業，木製品製造業

チュ－モク株式会社

常用富山県南砺市田中７９３

6

パチンコ店の一般業務（ダスパラ） 230,000円～230,000円
遊戯場

有限会社　南戸商事

常用富山県高岡市戸出光明寺１番割　１５０７－１

5

パチンコ店のホール・カウンター係（ダスパラ） 173,000円～190,300円
遊戯場

有限会社　南戸商事

常用富山県高岡市戸出光明寺１番割　１５０７－１

4

アルミサッシの加工や梱包作業 172,260円～195,750円
労働者派遣業

アシストユー株式会社

雇用期間定め有富山県高岡市赤祖父７５５番地

医療に附帯するサービス業

シミックヘルスケア・インスティテュート株式会社

常用東京都港区芝浦１－１－１　浜松町ビルディング

 

事業所名

事業所所在地

3

警備員【砺波営業所】 194,100円～199,700円
建物サービス業

株式会社ホクタテ　高岡支社

常用富山県高岡市向野町４－１２

2

介護職員（となみ三輪病院デイケア） 143,500円～185,500円
病院

医療法人社団　三医会

常用富山県富山市小中２９１番地

1

治験コーディネーター／砺波エリア 261,000円～460,000円

※欄外の★は６０歳以上の方の応募も歓迎の求人です ー1ページー



年齢 求人数 休日 賃　金 従業員数 業　種

No 電話番号 雇用形態 週休二日 就業時間 通勤手当 うち女性 加入保険等

就業場所 雇用期間 企業全体 求人番号

40歳以下 1人 土日他 (1)7時30分～17時30分 17
正社員 (2)8時00分～17時30分 3

0766-21-0655 毎　週 実費支給（上限なし） 43 雇用・労災・健康・厚生

砺波市 16020- 6618911
不問 2人 日他 (1)9時00分～18時00分 5

正社員 (2)10時00分～19時00分 4
0763-55-6470 毎　週 実費支給（上限あり） 10 雇用・労災・健康・厚生

月額　5,000円まで
砺波市 16050- 2922611
不問 2人 日他 (1)8時00分～17時00分 15

正社員 2
0766-68-0842 その他 なし 15 雇用・労災・健康・厚生

小矢部市 16050- 2924111
不問 2人 土日祝他 (1)8時30分～17時15分 130

正社員以外 130
0766-67-8603 毎　週 実費支給（上限あり） 430 雇用・労災・健康・厚生

月額　31,600円まで
小矢部市 16050- 2927211
59歳以下 1人 日他 (1)8時15分～17時15分 29

正社員 13
0766-67-2655 その他 実費支給（上限なし） 29 雇用・労災・健康・厚生・財形

小矢部市 16050- 2930611
59歳以下 1人 日他 (1)8時15分～17時15分 29

正社員 13
0766-67-2655 その他 実費支給（上限なし） 29 雇用・労災・健康・厚生・財形

小矢部市 16050- 2931911
59歳以下 1人 日他 (1)8時15分～17時15分 29

正社員 13
0766-67-2655 その他 実費支給（上限なし） 29 雇用・労災・健康・厚生・財形

小矢部市 16050- 2932111
59歳以下 1人 日他 (1)8時15分～17時15分 29

正社員 13
0766-67-2655 その他 実費支給（上限なし） 29 雇用・労災・健康・厚生・財形

小矢部市 16050- 2934811
44歳以下 1人 日他 (1)8時15分～17時10分 19

正社員 17
0763-62-0402 その他 実費支給（上限あり） 41 雇用・労災・健康・厚生

月額　10,000円まで
砺波市 16050- 2935211

44歳以下 1人 日他 (1)8時15分～17時10分 22
正社員 18

0763-62-0402 その他 実費支給（上限あり） 41 雇用・労災・健康・厚生

月額　10,000円まで
南砺市 16050- 2936511

64歳以下 1人 日祝他 (1)8時00分～17時00分 6
★ 正社員 2

0763-82-1644 その他 実費支給（上限あり） 6 雇用・労災・健康・厚生

月額　5,000円まで
砺波市 16050- 2940111
不問 1人 土日祝他 (1)8時30分～17時30分 99

正社員以外 84
0763-23-2910 毎　週 実費支給（上限あり） 604 雇用・労災・健康・厚生

月額　35,000円まで
南砺市 16050- 2943211
不問 2人 他 (1)7時00分～16時00分 106

正社員以外 (2)11時00分～20時00分 90
0763-23-2910 その他 (3)22時00分～8時00分 実費支給（上限あり） 604 雇用・労災・健康・厚生

月額　35,000円まで
南砺市 16050- 2944511
不問 1人 日祝他 (1)9時00分～19時00分 4

★ 正社員 (2)9時00分～17時00分 3
0766-68-1101 毎　週 実費支給（上限なし） 6 雇用・労災・健康・厚生

小矢部市 16050- 2946011
64歳以下 2人 土日祝他 (1)8時00分～17時00分 52

正社員 6
0763-33-5185 毎　週 実費支給（上限なし） 53 雇用・労災・健康・厚生・財形

砺波市 16050- 2950711
64歳以下 3人 土日祝他 (1)8時00分～17時00分 52

正社員 6
0763-33-5185 毎　週 実費支給（上限なし） 53 雇用・労災・健康・厚生・財形

砺波市 16050- 2951811
59歳以下 2人 他 (1)10時00分～19時00分 2

正社員 2
076-245-5481 毎　週 実費支給（上限あり） 20 雇用・労災・健康・厚生

月額　30,000円まで
砺波市 17010-12813111
不問 1人 他 (1)9時30分～18時30分 7

正社員 (2)11時30分～20時30分 7
076-248-6601 その他 実費支給（上限あり） 140 雇用・労災・健康・厚生

月額　15,000円まで
請負 小矢部市 17080- 4650611

59歳以下 1人 他 (1)10時00分～19時00分 4
正社員 3

054-275-5011 その他 実費支給（上限あり） 4626 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　50,000円まで
砺波市 22010-13909311
不問 2人 土日祝 (1)8時30分～17時10分 4

無期雇用派遣 0
0185-52-0007 その他 実費支給（上限なし） 100 雇用・労災・健康・厚生

派遣 南砺市 05020- 2677911
59歳以下 1人 土日祝他 (1)7時30分～16時30分 5

正社員 3
076-444-0633 毎　週 実費支給（上限あり） 1400 雇用・労災・健康・厚生

月額　35,000円まで
請負 南砺市 16010-10665011

59歳以下 1人 日祝他 (1)8時15分～17時00分 44
正社員 15

0763-52-1427 その他 実費支給（上限あり） 44 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　15,000円まで
南砺市 16050- 2900811

44

金型設計 175,000円～250,000円
その他のはん用機械・同部分品
製造業日嶋精型　株式会社

常用富山県南砺市遊部３６０

43

調理社員（福光中部小学校） 160,000円～250,000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

常用富山県富山市千歳町１－６－１８　河口ビル別館３Ｆ

42

医薬品工場内の倉庫作業 165,000円～185,000円
労働者派遣業

株式会社　ＫＡＣテクノ

常用秋田県能代市万町２－２０　ＴＫビル２階

41

店舗スタッフ（正社員）／砺波市 202,650円～238,650円
写真機・時計・眼鏡小売業

株式会社　メガネトップ　（眼鏡市場・アルク・レンズ
スタイル・レンズダイレクト）

常用静岡県静岡市葵区伝馬町８－６

40

フードコートオペレーター（管理スタッフ） 160,000円～160,000円
建物サービス業

武田商事　株式会社

常用石川県野々市市堀内３－４０

39

貴金属等の査定・買取（イオンモールとなみ店） 202,000円～252,000円
他に分類されない卸売業

株式会社　Ｂｅ　Ｒｉｃｈ

常用石川県金沢市西泉１丁目３５番地３

38

土木工事施工管理 225,000円～280,000円
一般土木建築工事業

松本建設　株式会社

常用富山県砺波市千保２９７

37

重機オペレーター 195,000円～320,000円
一般土木建築工事業

松本建設　株式会社

常用富山県砺波市千保２９７

36

受付事務 145,000円～160,000円
歯科診療所

あらい歯科クリニック

常用富山県小矢部市埴生３０２－１

35

介護職員（きらら／契約社員） 167,272円～167,272円
老人福祉・介護事業

社会福祉法人　福寿会

雇用期間定め有富山県南砺市松原６７８－１

34

介護支援専門員（きらら／契約社員） 178,200円～183,060円
老人福祉・介護事業

社会福祉法人　福寿会

雇用期間定め有富山県南砺市松原６７８－１

33

パレット製造及び製材補助 180,000円～180,000円
製材業，木製品製造業

冨士林業　株式会社

常用富山県砺波市庄川町青島４５０

32

生産スタッフ（城端工場） 150,000円～160,000円
民生用電気機械器具製造業

株式会社　山田製作所

常用富山県南砺市大鋸屋６６９

31

生産スタッフ（砺波工場） 150,000円～160,000円
民生用電気機械器具製造業

株式会社　山田製作所

常用富山県南砺市大鋸屋６６９

30

現場支援業務 163,000円～222,000円
染色整理業

株式会社　ワールドインダストリー富山

常用富山県小矢部市岡１００

29

営業・生産管理業務 163,000円～222,000円
染色整理業

株式会社　ワールドインダストリー富山

常用富山県小矢部市岡１００

28

染色試験技師 163,000円～222,000円
染色整理業

株式会社　ワールドインダストリー富山

常用富山県小矢部市岡１００

27

現場支援業務 163,000円～222,000円
染色整理業

株式会社　ワールドインダストリー富山

常用富山県小矢部市岡１００

26

保育士・保育教諭 158,900円～158,900円
市町村機関

小矢部市民生部こども課

雇用期間定め有富山県小矢部市鷲島１５　小矢部市総合保健福祉センタ－内

25

型枠大工 200,000円～340,000円
大工工事業

有限会社竹森工務店

常用富山県小矢部市石坂７８番地１

24

児童指導員 160,000円～240,000円
障害者福祉事業

株式会社　マルチビジョン

常用富山県砺波市太郎丸３丁目９８番地１　太郎丸スクエアＤ号室

23

営業（砺波営業所） 205,000円～390,000円
その他の職別工事業

株式会社　北陸カワラ

常用富山県高岡市佐野１１１６
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59歳以下 1人 日祝他 (1)8時30分～17時15分 25
正社員 6

0766-61-3300 その他 実費支給（上限なし） 25 雇用・労災・健康・厚生

小矢部市 16050- 2902511
59歳以下 1人 日祝他 (1)8時00分～17時10分 23

★ 正社員 17
0763-62-0048 その他 実費支給（上限あり） 23 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　10,000円まで
南砺市 16050- 2905311

59歳以下 1人 土日祝他 (1)8時00分～17時00分 24
正社員 4

0766-67-0616 その他 実費支給（上限あり） 24 雇用・労災・健康・厚生

月額　50,000円まで
小矢部市 16050- 2906611
59歳以下 2人 日祝他 (1)8時00分～17時00分 19

正社員 3
0766-67-0616 その他 実費支給（上限あり） 24 雇用・労災・健康・厚生

月額　50,000円まで
小矢部市 16050- 2907911
59歳以下 2人 日祝他 (1)8時00分～17時00分 19

正社員 3
0766-67-0616 その他 実費支給（上限あり） 24 雇用・労災・健康・厚生

月額　50,000円まで
小矢部市 16050- 2908111
59歳以下 2人 他 8

正社員 5
0763-33-2365 その他 実費支給（上限あり） 95 雇用・労災・健康・厚生

月額　30,000円まで
砺波市 16050- 2914611

40歳以下 1人 他 (1)8時15分～17時00分 12
正社員 2

0763-32-1558 毎　週 実費支給（上限あり） 62 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　24,000円まで
砺波市 16050- 2915911
不問 1人 日祝他 (1)8時00分～17時00分 9

正社員 1
0763-58-5709 その他 実費支給（上限あり） 9 雇用・労災・健康・厚生

月額　30,000円まで
砺波市 16050- 2916111

59歳以下 1人 日祝他 (1)8時30分～17時00分 30
正社員 10

0763-33-5628 その他 実費支給（上限あり） 30 雇用・労災・健康・厚生

月額　15,000円まで
砺波市 16050- 2917711

59歳以下 1人 日祝他 (1)8時30分～17時00分 30
正社員 10

0763-33-5628 その他 実費支給（上限あり） 30 雇用・労災・健康・厚生

月額　15,000円まで
砺波市 16050- 2918811

59歳以下 1人 日祝他 (1)8時30分～17時00分 30
正社員 10

0763-33-5628 その他 実費支給（上限あり） 30 雇用・労災・健康・厚生

月額　15,000円まで
砺波市 16050- 2919211

35歳以下 1人 日祝他 (1)8時00分～17時00分 11
正社員 (2)8時20分～17時20分 5

0766-61-3121 その他 実費支給（上限あり） 11 雇用・労災・健康・厚生

月額　15,000円まで
小矢部市 16050- 2921311
59歳以下 2人 日祝他 (1)8時00分～17時00分 70

正社員 (2)8時10分～17時00分 15
0763-52-2815 その他 実費支給（上限あり） 70 雇用・労災・健康・厚生

月額　50,000円まで
南砺市 16050- 2942811

59歳以下 2人 土日祝他 (1)9時00分～18時00分 3
正社員 0

025-240-7788 毎　週 実費支給（上限なし） 20 雇用・労災・健康・厚生

砺波市 15010-18328811
59歳以下 2人 土日祝他 (1)9時00分～18時00分 3

正社員 0
025-240-7788 毎　週 実費支給（上限なし） 20 雇用・労災・健康・厚生

砺波市 15010-18329211
59歳以下 2人 土日祝他 (1)9時00分～18時00分 3

正社員 0
025-240-7788 毎　週 実費支給（上限なし） 20 雇用・労災・健康・厚生

砺波市 15010-18330011
59歳以下 2人 土日祝他 (1)9時00分～18時00分 3

正社員 0
025-240-7788 毎　週 実費支給（上限なし） 20 雇用・労災・健康・厚生

砺波市 15010-18331311
59歳以下 2人 土日祝他 (1)9時00分～18時00分 3

正社員 0
025-240-7788 毎　週 実費支給（上限なし） 20 雇用・労災・健康・厚生

砺波市 15010-18333911
39歳以下 2人 日祝他 11

正社員 3
0766-82-3157 その他 実費支給（上限なし） 240 雇用・労災・健康・厚生

砺波市 16020- 6504111
40歳以下 2人 他 (1)8時00分～17時00分 54

正社員 6
0766-23-2228 その他 実費支給（上限あり） 316 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　18,000円まで
砺波市 16020- 6537611

40歳以下 1人 他 (1)8時00分～17時00分 18
正社員 1

0766-23-2228 その他 実費支給（上限あり） 316 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　18,000円まで
砺波市 16020- 6539111

44歳以下 2人 日他 (1)8時30分～17時05分 54
正社員 25

0766-61-3541 その他 実費支給（上限あり） 132 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　30,000円まで
小矢部市 16050- 2882311

66

整経係 150,000円～170,000円
ニット生地製造業

山口ニット株式会社　小矢部工場

常用富山県小矢部市矢水町４５０

65

道路維持業務 195,200円～234,200円
一般廃棄物処理業

株式会社　高岡市衛生公社

常用富山県高岡市材木町７３１番地

64

運転手【砺波営業所】 195,200円～234,200円
一般廃棄物処理業

株式会社　高岡市衛生公社

常用富山県高岡市材木町７３１番地

63

給油所スタッフ【呉西地区（氷見中央ＳＳ他）】 190,000円～230,000円
燃料小売業

株式会社　ＳＨＩＭＡＲＳ

常用富山県射水市庄西町２丁目６番６２号 又は7時00分～23時00分の間
の8時間

62

組込系システムエンジニア　（富山県内） 186,000円～360,000円
その他の技術サービス業

株式会社　大藤エンジニアリング

常用新潟県新潟市中央区米山４丁目１－３１　紫竹総合ビル１階

61

ネットワーク、インフラ技術者（富山県内） 186,000円～360,000円
その他の技術サービス業

株式会社　大藤エンジニアリング

常用新潟県新潟市中央区米山４丁目１－３１　紫竹総合ビル１階

60

スマホアプリ開発（富山県内） 186,000円～360,000円
その他の技術サービス業

株式会社　大藤エンジニアリング

常用新潟県新潟市中央区米山４丁目１－３１　紫竹総合ビル１階

59

オープン系システム開発技術者（富山県内） 186,000円～360,000円
その他の技術サービス業

株式会社　大藤エンジニアリング

常用新潟県新潟市中央区米山４丁目１－３１　紫竹総合ビル１階

58

Ｗｅｂ系システム開発技術者（富山県内） 186,000円～360,000円
その他の技術サービス業

株式会社　大藤エンジニアリング

常用新潟県新潟市中央区米山４丁目１－３１　紫竹総合ビル１階

57

溶接工・鍛治工／機械オペレーター 185,000円～350,000円
建築工事業（木造建築工事業を
除く）中越鉄工　株式会社

常用富山県南砺市和泉１２０

56

加工員（ＮＣオペレーター） 210,000円～300,000円
建設用・建築用金属製品製造業
（製缶板金業を含む）有限会社ダイワ精工

常用富山県小矢部市矢水町５７０

55

測量技術者 190,500円～261,000円
土木建築サービス業

株式会社　雄川コンサルタンツ　（建設コンサルタン
ト）

常用富山県砺波市小杉２１３

54

建築設計技術者（補償コンサルタント） 200,000円～270,000円
土木建築サービス業

株式会社　雄川コンサルタンツ　（建設コンサルタン
ト）

常用富山県砺波市小杉２１３

53

土木技術者（建設コンサルタント） 200,000円～300,000円
土木建築サービス業

株式会社　雄川コンサルタンツ　（建設コンサルタン
ト）

常用富山県砺波市小杉２１３

52

作業員 150,000円～250,000円
とび・土工・コンクリート工事業

株式会社　石川組

常用富山県砺波市中村６９９－４

51

設備技能者、技術者（幹部候補） 180,000円～240,000円
建物サービス業

新星株式会社

常用富山県砺波市千代２１６

50

販売及び調理スタッフ 210,000円～420,000円
鮮魚小売業

（有）ジェイズコーポレーション　まるたかや砺波店

常用富山県砺波市太郎丸３丁目６９番地　 又は11時00分～22時00分の間
の8時間程度

49

舗装作業員・オペレーター 180,000円～300,000円
一般土木建築工事業

石黒工建株式会社

常用富山県小矢部市芹川４０４６

48

土木（舗装）工事施工管理 240,000円～321,000円
一般土木建築工事業

石黒工建株式会社

常用富山県小矢部市芹川４０４６

47

建築施工管理者 280,000円～321,000円
一般土木建築工事業

石黒工建株式会社

常用富山県小矢部市芹川４０４６

46

プレス機オペレーター 170,000円～220,000円
洋食器・刃物・手道具・金物類製
造業城端工業　株式会社

常用富山県南砺市城端９０５

45

機械オペレーター（マシニングセンター） 190,080円～207,360円
金属加工機械製造業

株式会社　ケイアンドエム

常用富山県小矢部市鴨島６１－１
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59歳以下 1人 日祝他 (1)8時00分～17時00分 16
正社員 3

0763-32-4760 その他 実費支給（上限なし） 20 雇用・労災・健康・厚生・財形

砺波市 16050- 2884911
不問 1人 日祝他 (1)8時50分～18時00分 7

正社員 (2)8時50分～12時30分 7
0763-22-1541 なし 実費支給（上限あり） 7 雇用・労災・健康・厚生

月額　12,900円まで
南砺市 16050- 2889511

★ 59歳以下 1人 土日祝他 (1)7時30分～17時00分 19
正社員 3

0763-52-2213 毎　週 実費支給（上限あり） 19 雇用・労災・健康・厚生

月額　8,000円まで
南砺市 16050- 2890311

★ 59歳以下 2人 土日祝他 (1)7時30分～17時00分 19
正社員 3

0763-52-2213 毎　週 実費支給（上限あり） 19 雇用・労災・健康・厚生

月額　8,000円まで
南砺市 16050- 2891611

64歳以下 1人 日祝他 (1)8時00分～17時00分 6
正社員 2

0763-22-3803 その他 実費支給（上限あり） 6 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　15,000円まで
南砺市 16050- 2894711

64歳以下 1人 日祝他 (1)8時00分～17時00分 6
正社員 2

0763-22-3803 その他 実費支給（上限あり） 6 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　15,000円まで
南砺市 16050- 2895811

64歳以下 2人 日他 (1)8時00分～17時00分 10
正社員 2

0766-69-8640 その他 実費支給（上限あり） 10 雇用・労災・健康・厚生

月額　10,000円まで
小矢部市 16050- 2896211
64歳以下 1人 日他 (1)8時00分～17時00分 10

正社員 2
0766-69-8640 その他 実費支給（上限あり） 10 雇用・労災・健康・厚生

月額　10,000円まで
小矢部市 16050- 2897511
64歳以下 2人 日他 (1)8時00分～17時00分 10

正社員 2
0766-69-8640 その他 実費支給（上限あり） 10 雇用・労災・健康・厚生

月額　10,000円まで
小矢部市 16050- 2898411
59歳以下 1人 他 (1)5時00分～14時00分 10

正社員 (2)8時30分～17時30分 9
076-262-5900 その他 (3)10時30分～19時30分 実費支給（上限あり） 18389 雇用・労災・健康・厚生

月額　30,000円まで
請負 砺波市 17010-12646711

59歳以下 1人 水日 (1)7時00分～16時00分 10
正社員 5

042-484-7264 その他 実費支給（上限あり） 142 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　50,000円まで
砺波市 13200- 8136511

40歳以下 1人 日他 (1)7時30分～17時30分 17
正社員 (2)8時00分～17時30分 2

0766-21-0655 毎　週 実費支給（上限なし） 43 雇用・労災・健康・厚生

砺波市 16020- 6493811
59歳以下 2人 日祝他 (1)8時00分～17時30分 31

★ 正社員 (2)8時00分～17時00分 8
0763-52-4012 その他 実費支給（上限なし） 31 雇用・労災・健康・厚生

南砺市 16050- 2856011
59歳以下 2人 日祝他 (1)8時00分～17時30分 31

★ 正社員 (2)8時00分～17時00分 8
0763-52-4012 その他 実費支給（上限あり） 31 雇用・労災・健康・厚生

月額　24,500円まで
南砺市 16050- 2857311

59歳以下 1人 日祝他 (1)8時30分～17時30分 16
★ 正社員 3

0763-22-2609 その他 実費支給（上限あり） 16 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　20,000円まで
砺波市 16050- 2858611
不問 1人 日他 (1)8時00分～17時00分 24

正社員 1
0763-37-1208 その他 実費支給（上限あり） 24 雇用・労災・健康・厚生

月額　10,000円まで
砺波市 16050- 2878711

35歳以下 2人 日祝 (1)8時00分～17時00分 24
正社員 1

0763-37-1208 その他 実費支給（上限あり） 24 雇用・労災・健康・厚生

月額　20,000円まで
砺波市 16050- 2879811

59歳以下 1人 土日祝他 (1)8時00分～17時00分 33
正社員 4

052-212-7111 毎　週 実費支給（上限なし） 168 雇用・労災・健康・厚生

南砺市 23020-29918111

【パート】
年齢 求人数 休日 賃　金 従業員数 業　種

No 電話番号 雇用形態 週休二日 就業時間 通勤手当 うち女性 加入保険等

就業場所 雇用期間 企業全体 求人番号

不問 1人 日祝他 8
パート 7

076-428-1234 毎　週 実費支給（上限あり） 280 雇用・労災・健康・厚生・財形

日額　600円まで
砺波市 16010-10833511
不問 3人 他 (1)7時30分～11時30分 69

パート (2)8時00分～12時00分 58
0766-56-7200 毎　週 (3)16時00分～20時00分 実費支給（上限あり） 4372 雇用・労災

月額　31,860円まで
砺波市 16020- 6625611
不問 4人 他 (1)9時00分～17時00分 69

パート (2)11時00分～19時00分 58
0766-56-7200 毎　週 (3)7時00分～15時00分 実費支給（上限あり） 4372 雇用・労災・健康・厚生

月額　31,860円まで
砺波市 16020- 6626911

総合職（建築技術者）／富山県エリア 242,800円～429,825円
土木建築サービス業

株式会社　ナミト

常用愛知県名古屋市中区錦１－６－５　名古屋錦シティビル７Ｆ

83

土木工事現場監督、土木施工管理技術者（見習い）
175,000円～300,000円

土木工事業（舗装工事業を除く）

山田建設株式会社

常用富山県砺波市東別所５４０７

82

型枠工、大工 264,000円～396,000円
土木工事業（舗装工事業を除く）

山田建設株式会社

常用富山県砺波市東別所５４０７

81

板金・塗装 165,000円～300,000円
自動車整備業

有限会社稲垣自動車

常用富山県南砺市苗島３２５０－１

80

板金技能職 200,000円～400,000円
板金・金物工事業

株式会社　かな和工業

常用富山県南砺市竹林１３７－１

79

営業 230,000円～350,000円
板金・金物工事業

株式会社　かな和工業

常用富山県南砺市竹林１３７－１

78

建築板金工【砺波営業所】 191,000円～341,000円
その他の職別工事業

株式会社　北陸カワラ

常用富山県高岡市佐野１１１６

77

（急募）ルートセールス営業職／富山支店 174,170円～211,830円
農畜産物・水産物卸売業

株式会社　大倉

常用東京都調布市富士見町　２－１－１２

76

栄養士（となみ三輪病院）富山県砺波市 200,000円～240,000円
食堂，レストラン（専門料理店を
除く）富士産業　株式会社

常用石川県金沢市本町２－１１－７　金沢フコク生命駅前ビル１０Ｆ

75

土木作業員 230,000円～300,000円
一般土木建築工事業

株式会社　大谷組

常用富山県小矢部市末友１－１

74

土木技術者 350,000円～400,000円
一般土木建築工事業

株式会社　大谷組

常用富山県小矢部市末友１－１

73

重機オペレーター 300,000円～400,000円
一般土木建築工事業

株式会社　大谷組

常用富山県小矢部市末友１－１

72

管工事技術者 250,000円～350,000円
管工事業（さく井工事業を除く）

ヤマキ工業　株式会社

常用富山県南砺市苗島４０４

71

配管工 220,000円～350,000円
管工事業（さく井工事業を除く）

ヤマキ工業　株式会社

常用富山県南砺市苗島４０４

70

施工管理者 211,000円～410,000円
土木工事業（舗装工事業を除く）

得能建設工業株式会社

常用富山県南砺市荒木１４２９

69

建設作業員 192,000円～311,000円
土木工事業（舗装工事業を除く）

得能建設工業株式会社

常用富山県南砺市荒木１４２９

68

看護師 230,000円～260,000円
一般診療所

医療法人社団　山之内医院

常用富山県南砺市やかた２２３－１

67

配管・設備工 200,000円～350,000円
管工事業（さく井工事業を除く）

デムラ工業株式会社

常用富山県砺波市千代２４８－３

 

事業所名

事業所所在地

1

介護職員（となみ三輪病院デイケア） 900円～900円

 

事業所名

事業所所在地

84

3

アルビスとなみ店パート販売職〈長時間勤務〉 850円～1,100円
その他の飲食料品小売業

アルビス　株式会社

雇用期間定め有富山県射水市流通センター水戸田３－４

病院

医療法人社団　三医会

雇用期間定め有富山県富山市小中２９１番地 又は8時00分～17時15分の間
の6時間以上

2

アルビスとなみ店パート販売職〈短時間勤務〉 850円～1,100円
その他の飲食料品小売業

アルビス　株式会社

雇用期間定め有富山県射水市流通センター水戸田３－４

※欄外の★は６０歳以上の方の応募も歓迎の求人です ー4ページー



年齢 求人数 休日 賃　金 従業員数 業　種

No 電話番号 雇用形態 週休二日 就業時間 通勤手当 うち女性 加入保険等

就業場所 雇用期間 企業全体 求人番号

不問 1人 土日祝他 (1)9時00分～17時00分 130
パート 130

0766-67-8603 毎　週 実費支給（上限あり） 430 雇用・労災・健康・厚生

月額　31,600円まで
小矢部市 16050- 2956311

不問 3人 他 1
パート 0

052-705-2211 毎　週 なし 10574 労災

砺波市 23010-18056211
不問 1人 日他 (1)9時30分～18時30分 5

パート (2)13時30分～18時30分 4
0763-55-6470 毎　週 実費支給（上限あり） 10 雇用・労災・健康・厚生

月額　5,000円まで
砺波市 16050- 2923911
不問 4人 他 (1)18時00分～21時00分 66

パート 16
0763-33-4153 その他 実費支給（上限なし） 183249 労災

砺波市 16050- 2925711
不問 2人 他 66

パート 16
0763-33-4153 その他 実費支給（上限なし） 183249 労災

砺波市 16050- 2926811
不問 2人 土日祝他 130

パート 130
0766-67-8603 毎　週 実費支給（上限あり） 430 雇用・労災・健康・厚生

月額　31,600円まで
小矢部市 16050- 2928511

不問 1人 木日祝他 (1)8時30分～12時00分 4
パート (2)13時30分～18時00分 4

0763-32-2153 毎　週 (3)13時30分～17時30分 実費支給（上限あり） 6 労災

月額　7,000円まで
砺波市 16050- 2929411
不問 5人 他 66

パート 16
0763-33-4153 その他 実費支給（上限なし） 183249 労災

砺波市 16050- 2933711
59歳以下 1人 土日他 19

パート 17
0763-62-0402 毎　週 実費支給（上限あり） 41 雇用・労災・健康・厚生

月額　10,000円まで
砺波市 16050- 2937411

59歳以下 1人 土日他 22
パート 18

0763-62-0402 毎　週 実費支給（上限あり） 41 雇用・労災・健康・厚生

月額　10,000円まで
南砺市 16050- 2938011
不問 5人 他 (1)11時00分～15時00分 8

パート (2)17時00分～22時30分 5
★ 0763-33-2365 その他 なし 95 雇用・労災・健康・厚生

砺波市 16050- 2939311
不問 3人 日他 10

パート 4
0763-55-6510 毎　週 実費支給（上限なし） 10 労災

南砺市 16050- 2941711
不問 1人 日祝他 (1)16時00分～19時00分 4

★ パート (2)17時00分～19時00分 3
0766-68-1101 毎　週 なし 6 労災

小矢部市 16050- 2947311
不問 1人 日祝他 (1)16時00分～19時00分 4

★ パート (2)17時00分～19時00分 3
0766-68-1101 毎　週 なし 6 労災

小矢部市 16050- 2948611
★ 不問 1人 土日他 9

パート 8
0763-55-6431 毎　週 実費支給（上限なし） 9 労災

砺波市 16050- 2949911
不問 2人 他 (1)10時00分～19時00分 2

パート 2
076-245-5481 毎　週 実費支給（上限あり） 20 労災

月額　30,000円まで
砺波市 17010-12806711

18歳以上 1人 他 (1)4時45分～10時15分 12
パート 11

076-222-9908 毎　週 実費支給（上限なし） 49852 雇用・労災

請負 南砺市 17010-12819011
不問 4人 他 (1)9時30分～18時30分 7

パート (2)11時30分～20時30分 7
076-248-6601 毎　週 (3)9時30分～15時30分 実費支給（上限あり） 140 労災

月額　15,000円まで
請負 小矢部市 17080- 4651911

64歳以下 1人 土日祝他 (1)10時00分～14時00分 10
パート 7

0766-25-0682 毎　週 なし 38 雇用・労災

砺波市 16020- 6589711
不問 2人 他 8

★ パート 8
0766-29-2887 毎　週 なし 91184 労災

砺波市 16020- 6509411
不問 1人 他 (1)6時00分～9時30分 0

パート 0
0766-56-7805 毎　週 実費支給（上限あり） 85 労災

月額　31,860円まで
請負 南砺市 16020- 6533511

不問 1人 他 (1)9時00分～13時00分 2
パート 2

0766-28-0123 毎　週 実費支給（上限あり） 36 労災

日額　150円まで
請負 砺波市 16020- 6545611

5

塾講師　【砺波校】 900円～1,466円
学習塾

ＣＫＣネットワーク　株式会社

雇用期間定め有愛知県名古屋市名東区一社４丁目１６５番　４Ｆ 又は14時00分～21時50分の間
の1時間以上

4

看護師 1,507円～1,507円
市町村機関

小矢部市民生部こども課

雇用期間定め有富山県小矢部市鷲島１５　小矢部市総合保健福祉センタ－内

7

配送ドライバー（砺波センター） 1,400円～1,400円
一般貨物自動車運送業

ヤマト運輸株式会社　砺波支店

雇用期間定め有富山県砺波市太郎丸４０７

6

児童指導員 900円～1,100円
障害者福祉事業

株式会社　マルチビジョン

常用富山県砺波市太郎丸３丁目９８番地１　太郎丸スクエアＤ号室 又は13時30分～18時30分の間
の4時間以上

9

保育士・保育教諭 951円～951円
市町村機関

小矢部市民生部こども課

雇用期間定め有富山県小矢部市鷲島１５　小矢部市総合保健福祉センタ－内 又は8時30分～17時15分の間
の6時間以上

8

受付事務（アルバイト） 900円～900円
一般貨物自動車運送業

ヤマト運輸株式会社　砺波支店

雇用期間定め有富山県砺波市太郎丸４０７ 又は12時00分～20時00分の間
の4時間程度

11

受付事務 900円～900円
一般貨物自動車運送業

ヤマト運輸株式会社　砺波支店

雇用期間定め有富山県砺波市太郎丸４０７ 又は12時00分～20時00分の間
の4時間程度

10

歯科衛生士 1,200円～1,500円
歯科診療所

高田歯科・矯正歯科医院

雇用期間定め有富山県砺波市中央町４－８

13

電子部品の製造（城端工場） 860円～900円
民生用電気機械器具製造業

株式会社　山田製作所

常用富山県南砺市大鋸屋６６９ 又は8時15分～17時10分の間
の6時間以上

12

電子部品の製造（砺波工場） 860円～900円
民生用電気機械器具製造業

株式会社　山田製作所

常用富山県南砺市大鋸屋６６９ 又は8時15分～17時10分の間
の6時間以上

15

塾講師 1,200円～1,400円
学習塾

合同会社ＳＥＥＤＳ

常用富山県南砺市野田１１３２－２ 又は16時30分～21時15分の間
の2時間程度

14

販売及び調理スタッフ 900円～1,300円
鮮魚小売業

（有）ジェイズコーポレーション　まるたかや砺波店

常用富山県砺波市太郎丸３丁目６９番地　 又は11時00分～22時30分の間
の4時間程度

17

受付事務 1,000円～1,000円
歯科診療所

あらい歯科クリニック

雇用期間定め有富山県小矢部市埴生３０２－１

16

環境整備スタッフ（診療準備） 1,000円～1,000円
歯科診療所

あらい歯科クリニック

雇用期間定め有富山県小矢部市埴生３０２－１

19

貴金属等の査定・買取（イオンモールとなみ店） 1,000円～1,200円
他に分類されない卸売業

株式会社　Ｂｅ　Ｒｉｃｈ

雇用期間定め有石川県金沢市西泉１丁目３５番地３

18

看護師（准看護師） 1,350円～1,410円
老人福祉・介護事業

ソーシャルサポートＹＭ株式会社
富山型デイサービス「東石丸の家」

常用富山県砺波市東石丸３０番地３１ 又は8時00分～17時30分の間
の4時間程度

21

フードコートオペレーター（管理スタッフ） 1,000円～1,100円
建物サービス業

武田商事　株式会社

常用石川県野々市市堀内３－４０ 又は9時30分～20時30分の間
の4時間程度

20

調理員（南砺市民病院） 900円～1,100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

雇用期間定め有石川県金沢市西念３丁目１１番３４号

23

訪問介護ヘルパー【ニチイケアセンター庄川】 1,145円～1,345円
老人福祉・介護事業

株式会社　ニチイ学館　高岡支店　ヘルスケア事業
部

雇用期間定め有富山県高岡市あわら町１－１　高岡市農協会館６Ｆ 又は8時00分～19時00分の間
の3時間程度

22

接客（ホール係）・調理補助他　【アピタ砺波店】 940円～940円
食堂，レストラン（専門料理店を
除く）有限会社　ワーキー

（カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋）
常用富山県高岡市瑞穂町２－２

25

清掃員　【（株）ユーキフーズ】 1,050円～1,050円
各種物品賃貸業

マルセ産業　株式会社

常用富山県高岡市本丸町　３－１１

24

清掃業務（アルビス福光店） 900円～900円
その他の廃棄物処理業

アルビスクリーンサポート株式会社

雇用期間定め有富山県射水市流通センター水戸田３丁目３－１

 

事業所名

事業所所在地

※欄外の★は６０歳以上の方の応募も歓迎の求人です ー5ページー



年齢 求人数 休日 賃　金 従業員数 業　種

No 電話番号 雇用形態 週休二日 就業時間 通勤手当 うち女性 加入保険等

就業場所 雇用期間 企業全体 求人番号

★ 不問 2人 他 (1)7時30分～12時00分 19
パート 15

0763-33-2000 毎　週 実費支給（上限あり） 100 雇用・労災

月額　6,000円まで
砺波市 16050- 2903411
不問 2人 日祝他 10

★ パート 10
0763-52-1008 毎　週 実費支給（上限あり） 80 労災

月額　5,300円まで
南砺市 16050- 2904011
不問 1人 他 85

パート 72
0766-68-3311 毎　週 実費支給（上限なし） 22507 雇用・労災・健康・厚生

小矢部市 16050- 2909711
不問 2人 他 (1)8時00分～12時00分 85

パート (2)12時00分～16時00分 72
0766-68-3311 毎　週 (3)17時15分～21時15分 実費支給（上限なし） 22507 労災

小矢部市 16050- 2910511
不問 1人 他 (1)8時00分～12時00分 85

パート 72
0766-68-3311 毎　週 実費支給（上限なし） 22507 労災

小矢部市 16050- 2911411
不問 1人 他 85

パート 72
0766-68-3311 毎　週 実費支給（上限なし） 22507 雇用・労災・健康・厚生

小矢部市 16050- 2912011
不問 3人 他 85

パート 72
0766-68-3311 毎　週 実費支給（上限なし） 22507 雇用・労災・健康・厚生

小矢部市 16050- 2913311
不問 1人 日祝他 (1)8時30分～17時30分 11

パート 6
0763-55-6612 その他 実費支給（上限あり） 11 雇用・労災・健康・厚生

月額　15,000円まで
砺波市 16050- 2883611
不問 1人 水他 (1)9時30分～17時30分 3

パート 3
0763-22-2536 毎　週 実費支給（上限あり） 34 雇用・労災

月額　34,890円まで
南砺市 16050- 2888211
不問 1人 他 (1)8時30分～12時30分 150

パート 120
0763-23-2910 その他 実費支給（上限あり） 604 雇用・労災

月額　35,000円まで
南砺市 16050- 2892911
不問 1人 水祝他 2

パート 2
0763-32-1211 毎　週 実費支給（上限あり） 5 雇用・労災

月額　5,000円まで
砺波市 16050- 2899011
不問 1人 日他 1

パート 1
048-642-0982 毎　週 実費支給（上限なし） 862 労災

砺波市 11030-14255811
不問 1人 日他 1

パート 1
048-642-0982 毎　週 実費支給（上限なし） 862 労災

小矢部市 11030-14380611
不問 1人 他 87

パート 60
0120-314-520 毎　週 実費支給（上限あり） 20000 労災

月額　15,000円まで
砺波市 13040-50772111

59歳以下 1人 水他 (1)9時30分～18時00分 3
パート 1

076-420-1313 毎　週 実費支給（上限なし） 122 雇用・労災・健康・厚生

砺波市 16010-10547711
59歳以下 1人 他 (1)17時00分～9時00分 0

パート 0
076-429-8766 毎　週 実費支給（上限あり） 123 労災

日額　300円まで
砺波市 16010-10563711

18歳以上 1人 他 (1)17時00分～8時00分 16
パート 14

090-2128-6716 その他 実費支給（上限なし） 65 労災

砺波市 16020- 6444511
18歳以上 2人 他 (1)18時00分～8時00分 15

パート 15
090-2128-6716 その他 実費支給（上限なし） 65 労災

南砺市 16020- 6445411
不問 8人 他 (1)8時30分～13時30分 16

パート 16
0765-84-8989 毎　週 実費支給（上限あり） 223 労災

月額　10,000円まで
請負 砺波市 16040- 2802111

不問 1人 火木土日祝他 (1)8時30分～17時30分 7
パート 7

0763-82-7667 毎　週 一定額 7 労災

日額　186円まで
砺波市 16050- 2859911
不問 5人 日他 (1)9時00分～15時00分 15

パート (2)17時00分～20時00分 8
0763-52-3435 その他 実費支給（上限あり） 127 労災

日額　500円まで
南砺市 16050- 2873011
不問 1人 他 (1)9時00分～15時00分 293

★ パート 218
0763-32-8850 その他 実費支給（上限あり） 121044 雇用・労災

月額　30,000円まで
砺波市 16050- 2875611

27

学童保育指導員及びクラブ指導員 890円～940円
幼稚園

学校法人福光キリスト教学園　認定こども園　福光青
葉幼稚園

雇用期間定め有富山県南砺市荒木１３０１－１ 又は13時00分～18時30分の間
の4時間程度

26

惣菜調理 850円～900円
その他の食料品製造業

株式会社　ふたつわ食品

常用富山県砺波市栄町３－４

29

生鮮食品担当（青果） 880円～1,180円
百貨店，総合スーパー

ユニー株式会社　ピアゴ小矢部店

雇用期間定め有富山県小矢部市今石動町２丁目９番１８号

28

日用雑貨担当 880円～1,180円
百貨店，総合スーパー

ユニー株式会社　ピアゴ小矢部店

雇用期間定め有富山県小矢部市今石動町２丁目９番１８号 又は8時45分～21時15分の間
の7時間

31

サービスカウンターおよび銘店担当 880円～1,180円
百貨店，総合スーパー

ユニー株式会社　ピアゴ小矢部店

雇用期間定め有富山県小矢部市今石動町２丁目９番１８号 又は8時45分～21時15分の間
の7時間程度

30

和日配担当 900円～1,200円
百貨店，総合スーパー

ユニー株式会社　ピアゴ小矢部店

雇用期間定め有富山県小矢部市今石動町２丁目９番１８号

33

ケアマネージャー 1,200円～1,500円
老人福祉・介護事業

株式会社　ヒュートピア

常用富山県砺波市永福町６－１１ 又は9時00分～18時00分の間
の5時間程度

32

食品レジチェッカー担当 930円～1,230円
百貨店，総合スーパー

ユニー株式会社　ピアゴ小矢部店

雇用期間定め有富山県小矢部市今石動町２丁目９番１８号 又は8時45分～21時15分の間
の7時間程度

35

調理員 930円～930円
老人福祉・介護事業

社会福祉法人　福寿会

雇用期間定め有富山県南砺市松原６７８－１

34

企画・販売（じょうはな織館） 900円～900円
経済団体

南砺市商工会

常用富山県南砺市やかた３２４

37

子ども英会話講師［砺波市／第３砺波教室］ 1,400円～2,500円
教養・技能教授業

イッティージャパンイースト株式会社

雇用期間定め有埼玉県さいたま市大宮区下町１丁目５０番地 又は14時00分～22時00分の間
の3時間以上

36

美容アドバイザー・エステティシャン 850円～950円
獣医業

有限会社　後坊獣医科病院

常用富山県砺波市平和町１５ 又は9時00分～18時00分の間
の5時間程度

39

フロア・キッチン・切り付け（砺波店） 900円～950円
すし店

株式会社　はま寿司

雇用期間定め有東京都港区港南２ー１８－１ 又は9時00分～0時00分の間の
2時間以上

38

子ども英会話講師［小矢部市／小矢部教室］ 1,400円～2,500円
教養・技能教授業

イッティージャパンイースト株式会社

雇用期間定め有埼玉県さいたま市大宮区下町１丁目５０番地 又は14時00分～22時00分の間
の3時間以上

41

夜勤スタッフ（うちくる砺波杉木） 1,409円～1,409円
老人福祉・介護事業

株式会社　うちくる富山

常用富山県富山市西野新４７番

40

営業補助／一般事務（アパマンショップとなみ店） 900円～1,300円
不動産賃貸業（貸家業，貸間業
を除く）朝日不動産　株式会社

常用富山県富山市今泉西部町３番９

43

看護職員（夜勤のみ）【イエトカフェいずみ】 1,200円～1,200円
老人福祉・介護事業

エスエイチ株式会社

常用富山県高岡市戸出春日６２６ 又は17時00分～9時00分の間
の10時間程度

42

介護職員（夜勤のみ）【ゆたか町の家】 1,100円～1,100円
老人福祉・介護事業

エスエイチ株式会社

常用富山県高岡市戸出春日６２６

45

介護職員 950円～1,000円
老人福祉・介護事業

特定非営利活動法人まま　デイサービスしょうずんだ

雇用期間定め有富山県砺波市庄川町金屋２８３３－１

44

客室清掃【ホテルパークイン砺波】 870円～900円
建物サービス業

株式会社　谷口美装

常用富山県下新川郡朝日町山崎４４２－２

47

お花売り場（ルポゼ・フルール） 870円～870円
百貨店，総合スーパー

イオンリテール株式会社
イオンスタイルとなみ

雇用期間定め有富山県砺波市中神１丁目１７４番地

46

営業員（本社） 1,000円～1,200円
食料・飲料卸売業

サンミルク株式会社

常用富山県南砺市岩木４２２－２

 

事業所名

事業所所在地

※欄外の★は６０歳以上の方の応募も歓迎の求人です ー6ページー



年齢 求人数 休日 賃　金 従業員数 業　種

No 電話番号 雇用形態 週休二日 就業時間 通勤手当 うち女性 加入保険等

就業場所 雇用期間 企業全体 求人番号

不問 2人 土日祝他 (1)7時00分～9時00分 40
パート (2)7時00分～10時00分 39

0763-33-4478 毎　週 (3)17時00分～19時00分 実費支給（上限あり） 74 労災

月額　10,000円まで
砺波市 16050- 2877111
不問 1人 他 (1)8時00分～17時00分 75

パート (2)8時00分～12時00分 20
052-589-9917 その他 実費支給（上限あり） 1070 雇用・労災

月額　20,000円まで
南砺市 23020-29678111

☆以下の求人情報は、５月１７日～５月２１日に受理した求人のうち、応募可能な求人です。
　ご検討下さるようお願いします。

【フルタイム】
年齢 求人数 休日 賃　金 従業員数 業　種

No 電話番号 雇用形態 週休二日 就業時間 通勤手当 うち女性 加入保険等

就業場所 雇用期間 企業全体 求人番号

不問 1人 日他 (1)8時00分～17時00分 5
正社員 1

0763-33-6508 その他 実費支給（上限あり） 5 雇用・労災・健康・厚生

月額　7,000円まで
砺波市 16050- 2549511

59歳以下 3人 日他 (1)8時15分～17時15分 29
正社員 13

0766-67-2655 その他 実費支給（上限なし） 29 雇用・労災・健康・厚生・財形

小矢部市 16050- 2553111
64歳以下 2人 他 (1)8時30分～17時30分 40

正社員 6
0763-23-1880 その他 実費支給（上限あり） 40 雇用・労災・健康・厚生

月額　15,800円まで
南砺市 16050- 2530211

64歳以下 1人 他 (1)8時30分～17時30分 40
正社員 6

0763-23-1880 その他 実費支給（上限あり） 40 雇用・労災・健康・厚生

月額　15,800円まで
南砺市 16050- 2531511

64歳以下 2人 他 (1)8時30分～17時30分 40
正社員 6

0763-23-1880 なし 実費支給（上限あり） 40 雇用・労災・健康・厚生

月額　15,800円まで
南砺市 16050- 2532411
不問 1人 日祝他 (1)8時30分～18時30分 4

正社員 (2)8時30分～16時30分 4
0763-22-2122 毎　週 実費支給（上限なし） 4 雇用・労災・健康・厚生

南砺市 16050- 2533011
不問 1人 日祝他 (1)8時30分～17時30分 8

正社員 1
0763-33-4777 その他 実費支給（上限なし） 8 雇用・労災・健康・厚生・財形

砺波市 16050- 2535611
59歳以下 1人 土日他 (1)8時10分～17時15分 20

正社員 4
0766-68-1138 毎　週 実費支給（上限あり） 20 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　20,000円まで
小矢部市 16050- 2536911
64歳以下 1人 土日他 (1)8時30分～17時30分 13

★ 正社員 11
0763-52-7555 毎　週 実費支給（上限あり） 13 雇用・労災・健康・厚生

月額　20,000円まで
南砺市 16050- 2538711

★ 64歳以下 1人 日他 (1)8時00分～17時00分 13
正社員 11

0763-52-7555 その他 実費支給（上限あり） 13 雇用・労災・健康・厚生

月額　20,000円まで
南砺市 16050- 2539811

65歳以下 2人 日祝他 (1)8時00分～17時00分 10
★ 正社員 4

0766-69-8234 その他 実費支給（上限あり） 10 雇用・労災・健康・厚生

月額　31,600円まで
小矢部市 16050- 2540411
59歳以下 1人 土日祝他 (1)8時30分～17時15分 270

正社員 210
0766-67-1150 毎　週 実費支給（上限あり） 5600 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　50,000円まで
小矢部市 16050- 2541011
44歳以下 1人 日祝他 (1)8時20分～17時00分 70

正社員 15
0763-32-5177 その他 実費支給（上限あり） 70 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　10,000円まで
砺波市 16050- 2544911
不問 2人 日他 (1)8時00分～17時00分 4

正社員以外 1
0766-61-4033 その他 実費支給（上限あり） 4 雇用・労災・健康・厚生

月額　5,000円まで
小矢部市 16050- 2545111

18歳～64歳 4人 日祝他 (1)8時30分～17時15分 73
正社員 (2)6時00分～14時00分 34

0763-62-2121 その他 (3)14時00分～22時00分 実費支給（上限なし） 73 雇用・労災・健康・厚生・財形

南砺市 16050- 2546711
59歳以下 1人 他 (1)11時00分～20時00分 32

正社員 31
0763-32-1726 毎　週 実費支給（上限なし） 32 雇用・労災・健康・厚生

砺波市 16050- 2547811
59歳以下 2人 他 (1)8時30分～17時30分 50

正社員 30
0763-52-2848 その他 実費支給（上限あり） 56 雇用・労災・健康・厚生

月額　7,200円まで
南砺市 16050- 2514511

49

倉庫内作業員（富山第二営業所）／南砺市 850円～850円
一般貨物自動車運送業

アキタ　株式会社

雇用期間定め有愛知県名古屋市中村区平池町４丁目６０番地の１２

48

保育補助（早朝、延長） 1,000円～1,200円
児童福祉事業

社会福祉法人　となみ中央福祉会

雇用期間定め有富山県砺波市太郎丸２丁目２９番地２

2

染色加工現場作業員 163,000円～222,000円
染色整理業

株式会社　ワールドインダストリー富山

常用富山県小矢部市岡１００

 

事業所名

事業所所在地

1

電気工事 186,400円～186,400円
電気工事業

有限会社　高戸電気工事

常用富山県砺波市東石丸３７２番地の３

4

長距離４トントラックドライバー 185,000円～250,000円
一般貨物自動車運送業

南砺物流株式会社

常用富山県南砺市野新４２４―１

3

長距離大型トラックドライバー 170,000円～300,000円
一般貨物自動車運送業

南砺物流株式会社

常用富山県南砺市野新４２４―１

6

歯科助手 180,000円～265,000円
歯科診療所

医療法人社団ＳＥＥＤ　ＫＳ歯科富山

常用富山県南砺市野尻６１８番地２

5

地場配送４トンウィングドライバー 185,000円～200,000円
一般貨物自動車運送業

南砺物流株式会社

常用富山県南砺市野新４２４―１ 又は6時30分～18時30分の間
の8時間程度

8

成形機オペレーター 201,500円～241,500円
その他のはん用機械・同部分品
製造業株式会社　村中製作所

常用富山県小矢部市小神５７

7

一般事務 170,000円～200,000円
一般土木建築工事業

有馬建設株式会社

常用富山県砺波市西中７０－３

10

デイサービス介護職員 150,000円～170,000円
老人福祉・介護事業

特定非営利活動法人　母笑夢

常用富山県南砺市遊部川原５３

9

ケアマネージャー（居宅） 210,000円～240,000円
老人福祉・介護事業

特定非営利活動法人　母笑夢

常用富山県南砺市遊部川原５３

12

薬剤師 216,800円～216,800円
病院

公立学校共済組合　北陸中央病院

常用富山県小矢部市野寺１２３

11

配管工・現場管理者・配管補助員 218,092円～385,466円
管工事業（さく井工事業を除く）

株式会社　干野設備

常用富山県小矢部市杉谷内１３７

14

とび工・配管工・据付工 199,800円～355,200円
とび・土工・コンクリート工事業

エサカ工業株式会社

雇用期間定め有富山県小矢部市蓑輪２０８５－１

13

梱包作業など、出荷業務管理 136,000円～142,000円
建設用・建築用金属製品製造業
（製缶板金業を含む）株式会社　熊野製作所

常用富山県砺波市苗加２１番地

16

販売スタッフ（化粧品） 178,000円～178,000円
その他の織物・衣服・身の回り品
小売業株式会社　じゅん

常用富山県砺波市豊町１－１６－１４

15

整経・編立 160,000円～200,000円
織物業

ケーシーアイ・ワープニット　株式会社

常用富山県南砺市林道２４３５

17

食品製造・製品包装作業・販売補助 145,000円～170,000円
その他の食料品製造業

三和食品　株式会社

常用富山県南砺市遊部川原１５－２

 

事業所名

事業所所在地
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年齢 求人数 休日 賃　金 従業員数 業　種

No 電話番号 雇用形態 週休二日 就業時間 通勤手当 うち女性 加入保険等

就業場所 雇用期間 企業全体 求人番号

44歳以下 2人 日他 (1)8時30分～17時00分 6
正社員 0

0766-69-8339 その他 実費支給（上限あり） 30 雇用・労災・健康・厚生

日額　1,000円まで
小矢部市 16050- 2518611

不問 2人 月他 (1)9時00分～18時00分 8
正社員 2

0763-34-4100 その他 実費支給（上限あり） 8 雇用・労災・健康・厚生

月額　15,000円まで
砺波市 16050- 2520711

59歳以下 2人 日他 (1)8時00分～17時00分 12
★ 正社員 2

0763-32-2323 その他 実費支給（上限あり） 12 雇用・労災・健康・厚生

月額　15,000円まで
砺波市 16050- 2523511

59歳以下 1人 日他 (1)8時00分～17時00分 298
正社員 80

0763-62-0013 その他 実費支給（上限なし） 311 雇用・労災・健康・厚生・財形

小矢部市 16050- 2524411
59歳以下 2人 日他 (1)8時00分～17時00分 12

★ 正社員 2
0763-32-2323 その他 実費支給（上限あり） 12 雇用・労災・健康・厚生

月額　15,000円まで
砺波市 16050- 2525011

35歳以下 1人 日他 (1)8時00分～17時00分 298
正社員 80

0763-62-0013 その他 実費支給（上限あり） 311 雇用・労災・健康・厚生・財形

日額　600円まで
小矢部市 16050- 2526311

不問 1人 日祝他 (1)8時30分～18時10分 7
正社員 (2)8時30分～12時30分 7

090-2830-8572 その他 (3)8時30分～17時30分 実費支給（上限あり） 7 雇用・労災・健康・厚生

月額　10,000円まで
砺波市 16050- 2528911

59歳以下 1人 日祝他 (1)8時00分～17時00分 70
正社員 (2)8時10分～17時00分 15

0763-52-2815 その他 実費支給（上限あり） 70 雇用・労災・健康・厚生

月額　50,000円まで
南砺市 16050- 2529111

18歳～64歳 1人 他 (1)7時25分～16時25分 19
★ 正社員 (2)9時30分～18時30分 16

0763-64-2800 その他 (3)12時35分～21時35分 なし 99 雇用・労災・健康・厚生

南砺市 16050- 2505211
不問 1人 日祝他 (1)8時00分～17時00分 12

正社員 3
0763-52-0582 その他 なし 12 雇用・労災・健康・厚生

南砺市 16050- 2507411
59歳以下 1人 日祝他 (1)8時00分～17時00分 9

正社員 1
0763-52-6600 その他 実費支給（上限あり） 9 雇用・労災・健康・厚生

月額　20,000円まで
南砺市 16050- 2513211

★ 64歳以下 1人 日他 (1)7時30分～16時30分 10
正社員 (2)8時00分～17時00分 1

0763-68-2224 その他 実費支給（上限なし） 10 雇用・労災・健康・厚生

南砺市 16050- 2479011
64歳以下 1人 日祝他 (1)7時50分～17時15分 18

正社員 4
0763-52-1075 その他 実費支給（上限あり） 18 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　32,000円まで
南砺市 16050- 2480911

64歳以下 1人 他 (1)9時00分～16時00分 3
正社員 1

0763-22-4677 その他 なし 52 雇用・労災・健康・厚生

砺波市 16050- 2491211
★ 不問 2人 日他 (1)8時00分～17時00分 8

正社員 1
0763-33-4777 その他 実費支給（上限なし） 8 雇用・労災・健康・厚生・財形

砺波市 16050- 2492511
★ 不問 1人 日他 (1)8時00分～17時00分 8

正社員 1
0763-33-4777 その他 実費支給（上限なし） 8 雇用・労災・健康・厚生・財形

砺波市 16050- 2493411
★ 不問 2人 日他 (1)8時00分～17時00分 8

正社員 1
0763-33-4777 その他 実費支給（上限なし） 8 雇用・労災・健康・厚生・財形

砺波市 16050- 2494011
64歳以下 1人 日他 (1)8時00分～17時00分 12

★ 正社員 3
0763-37-2355 その他 実費支給（上限あり） 12 雇用・労災・健康・厚生

日額　1,000円まで
砺波市 16050- 2500611
不問 2人 他 (1)8時30分～17時00分 20

正社員 (2)13時00分～21時00分 9
0763-82-1210 その他 実費支給（上限あり） 20 雇用・労災・健康・厚生

月額　12,000円まで
砺波市 16050- 2502111

59歳以下 1人 日他 (1)8時00分～17時00分 118
正社員 (2)8時30分～17時30分 82

0766-61-8310 毎　週 実費支給（上限あり） 119 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　55,000円まで
小矢部市 16050- 2503711

18

ダンプオペレーター 250,000円～400,000円
畜産農業

津沢産業　株式会社

常用富山県小矢部市内山字柿５

20

土木作業員 250,000円～350,000円
一般土木建築工事業

株式会社　松本土建

常用富山県砺波市秋元６５５

19

自動車整備士 170,000円～250,000円
自動車小売業

株式会社　スズキアリーナ砺波

常用富山県砺波市栄町１番７号

22

土木工事技術者又は土木工事技術者助手 280,000円～400,000円
一般土木建築工事業

株式会社　松本土建

常用富山県砺波市秋元６５５

21

社内システムエンジニア 200,000円～250,000円
工業用プラスチック製品製造業

黒田化学　株式会社

常用富山県南砺市城端３６８

24

医療事務 165,000円～300,000円
病院

ゆあさ眼科

常用富山県砺波市大辻６１９番地

23

社内システムエンジニア補助 170,000円～250,000円
工業用プラスチック製品製造業

黒田化学　株式会社

常用富山県南砺市城端３６８

26

介護職員 202,000円～202,000円
老人福祉・介護事業

株式会社　天正　イエローガーデンいのくち

常用富山県南砺市蛇喰１２６１番地

25

経理事務 185,000円～230,000円
建築工事業（木造建築工事業を
除く）中越鉄工　株式会社

常用富山県南砺市和泉１２０

28

金属部品の検査 153,000円～200,000円
金属素形材製品製造業

株式会社　晃洋

常用富山県南砺市梅野８－２

27

大型ユニック運転手 220,000円～300,000円
一般貨物自動車運送業

有限会社　表興業

常用富山県南砺市松木２５７

30

土木施工管理　建築施工管理 180,000円～300,000円
一般土木建築工事業

株式会社　福光組

常用富山県南砺市福光１４１１－５

29

運転手（ミキサー車） 250,000円～350,000円
セメント・同製品製造業

とがコンクリート株式会社

常用富山県南砺市利賀村細島１２番地１

32

土木技術者 270,000円～300,000円
一般土木建築工事業

有馬建設株式会社

常用富山県砺波市西中７０－３

31

斎場業務及び廃棄物収集の助手 250,000円～300,000円
一般廃棄物処理業

株式会社　南砺工業所

常用富山県南砺市やかた３７０

34

土木作業員 207,900円～277,200円
一般土木建築工事業

有馬建設株式会社

常用富山県砺波市西中７０－３

33

重機オペレーター 270,000円～300,000円
一般土木建築工事業

有馬建設株式会社

常用富山県砺波市西中７０－３

36

ホールスタッフ 160,000円～250,000円
冠婚葬祭業

株式会社スケダ　「ア・ソシエ」

常用富山県南砺市井波１５８４

35

営業 209,700円～233,000円
一般土木建築工事業

アイエム土木技術株式会社

常用富山県砺波市東保４４３

37

機能訓練士 210,400円～244,900円
老人福祉・介護事業

社会福祉法人小矢部福祉会　特別養護老人ホーム
ほっとはうす千羽

常用富山県小矢部市浅地１２１

 

事業所名

事業所所在地
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【パート】
年齢 求人数 休日 賃　金 従業員数 業　種

No 電話番号 雇用形態 週休二日 就業時間 通勤手当 うち女性 加入保険等

就業場所 雇用期間 企業全体 求人番号

不問 2人 水他 (1)7時30分～9時30分 7
★ パート 6

0763-62-0500 毎　週 実費支給（上限あり） 15 労災

月額　10,000円まで
南砺市 16050- 2550311
不問 1人 土日 (1)10時00分～13時15分 13

パート 11
0763-52-7555 毎　週 実費支給（上限あり） 13 労災

月額　20,000円まで
南砺市 16050- 2537111
不問 1人 土日祝他 (1)9時30分～15時30分 8

パート 1
★ 0766-67-6111 毎　週 実費支給（上限あり） 80 雇用・労災

月額　18,800円まで
小矢部市 16050- 2543611

不問 1人 水日他 (1)9時00分～15時30分 50
パート 30

0763-52-2848 毎　週 実費支給（上限あり） 56 雇用・労災・健康・厚生

日額　310円まで
南砺市 16050- 2515411
不問 1人 日祝他 (1)8時15分～12時15分 6

パート (2)14時00分～18時00分 6
0763-23-2910 その他 実費支給（上限あり） 604 労災

月額　35,000円まで
南砺市 16050- 2522211

64歳以下 2人 土日祝他 35
パート 9

0763-34-0730 毎　週 実費支給（上限あり） 85 労災

月額　8,640円まで
請負 小矢部市 16050- 2527611

不問 3人 他 0
パート 0

0763-32-2551 なし 実費支給（上限なし） 0 その他

砺波市 16050- 2534311
18歳以上 2人 他 (1)16時30分～7時30分 19

★ パート 16
0763-64-2800 毎　週 なし 99 労災

南砺市 16050- 2504811
不問 5人 日他 19

★ パート 17
0763-64-2800 毎　週 実費支給（上限なし） 99 労災

南砺市 16050- 2506511
不問 2人 月金土他 (1)10時00分～14時00分 70

パート (2)15時00分～19時00分 55
0763-33-3001 毎　週 実費支給（上限あり） 130 労災

月額　10,000円まで
砺波市 16050- 2510111
不問 2人 日祝他 (1)8時00分～17時00分 81

パート 59
0763-33-5782 毎　週 なし 140 雇用・労災

砺波市 16050- 2511711
不問 1人 水日祝他 (1)14時00分～18時00分 42

パート 36
0763-64-2021 毎　週 実費支給（上限あり） 44 雇用・労災

月額　20,000円まで
南砺市 16050- 2481111
不問 1人 他 (1)5時00分～9時00分 293

★ パート 218
0763-32-8850 その他 実費支給（上限あり） 121044 雇用・労災

月額　30,000円まで
砺波市 16050- 2482711
不問 2人 他 (1)8時00分～13時00分 293

★ パート (2)16時00分～21時00分 218
0763-32-8850 その他 実費支給（上限あり） 121044 雇用・労災

月額　30,000円まで
砺波市 16050- 2483811

18歳以上 3人 他 (1)8時00分～15時00分 293
★ パート (2)15時00分～21時00分 218

0763-32-8850 その他 (3)17時00分～23時30分 実費支給（上限あり） 121044 雇用・労災・健康・厚生

月額　30,000円まで
砺波市 16050- 2484211
不問 1人 他 (1)17時00分～22時00分 293

★ パート 218
0763-32-8850 その他 実費支給（上限あり） 121044 雇用・労災

月額　30,000円まで
砺波市 16050- 2485511
不問 1人 他 (1)10時00分～17時00分 293

パート 218
0763-32-8850 その他 実費支給（上限あり） 121044 雇用・労災・健康・厚生

月額　30,000円まで
砺波市 16050- 2486411

18歳以上 1人 他 (1)18時00分～23時30分 293
パート 218

0763-32-8850 その他 実費支給（上限あり） 121044 雇用・労災・健康・厚生

月額　30,000円まで
砺波市 16050- 2487011
不問 1人 他 (1)8時00分～13時00分 293

★ パート 218
0763-32-8850 その他 実費支給（上限あり） 121044 雇用・労災

月額　30,000円まで
砺波市 16050- 2488311
不問 1人 他 (1)8時00分～13時00分 293

★ パート 218
0763-32-8850 その他 実費支給（上限あり） 121044 雇用・労災

月額　30,000円まで
砺波市 16050- 2489611
不問 2人 他 (1)8時00分～13時00分 293

パート (2)18時00分～23時00分 218
0763-32-8850 その他 実費支給（上限あり） 121044 雇用・労災

月額　30,000円まで
砺波市 16050- 2490811

18歳以上 2人 他 (1)16時30分～7時30分 20
★ パート 18

0763-82-6088 毎　週 なし 39 労災

南砺市 16050- 2495311

事業所名

事業所所在地

1

清掃業務（ゆ～ゆうランド・花椿） 850円～850円
土木工事業（舗装工事業を除く）

トナミグリーン株式会社

雇用期間定め有富山県南砺市泉沢１８３－１

900円～1,000円
その他の食料品製造業

三和食品　株式会社

常用富山県南砺市遊部川原１５－２ 又は8時30分～17時30分の間
の5時間程度

3

地場運転手（本社）（学校給食配送） 900円～1,000円
一般貨物自動車運送業

大和トランスポート　株式会社

常用富山県小矢部市赤倉１６９番地

2

調理補助員 850円～1,000円
老人福祉・介護事業

特定非営利活動法人　母笑夢

常用富山県南砺市遊部川原５３

850円～1,000円
耕種農業

山田興一

雇用期間定め有富山県砺波市大門６５５番地 又は8時00分～17時00分の間
の3時間以上

6

バーコード読み取り検査・部品の仕分け（土日祝休）（請）
900円～900円

建設用・建築用金属製品製造業
（製缶板金業を含む）株式会社　グッドクラスター

常用富山県砺波市豊町１丁目６番２４号 又は9時00分～17時00分の間
の3時間以上

5

ホームヘルパー（４Ｈ程度） 1,010円～1,010円
老人福祉・介護事業

社会福祉法人　福寿会

雇用期間定め有富山県南砺市松原６７８－１ 又は8時15分～18時00分の間
の4時間程度

850円～900円
各種食料品小売業

株式会社　丸圓商店

常用富山県砺波市栄町３－４

9

介護職員 1,000円～1,300円
老人福祉・介護事業

株式会社　天正　イエローガーデンいのくち

常用富山県南砺市蛇喰１２６１番地 又は8時00分～17時00分の間
の6時間以上

8

介護職（夜勤） 1,153円～1,153円
老人福祉・介護事業

株式会社　天正　イエローガーデンいのくち

常用富山県南砺市蛇喰１２６１番地

870円～1,070円
百貨店，総合スーパー

イオンリテール株式会社
イオンスタイルとなみ

雇用期間定め有富山県砺波市中神１丁目１７４番地

12

食品製造工 950円～950円
その他の食料品製造業

福田食品工業　株式会社

雇用期間定め有富山県南砺市川上中８９１

11

米菓（おかき）製造（砺波工場）※短期 900円～900円
パン・菓子製造業

株式会社　北越

雇用期間定め有富山県砺波市太田１８９１－２

870円～1,070円
百貨店，総合スーパー

イオンリテール株式会社
イオンスタイルとなみ

雇用期間定め有富山県砺波市中神１丁目１７４番地

15

食品レジ 950円～1,150円
百貨店，総合スーパー

イオンリテール株式会社
イオンスタイルとなみ

雇用期間定め有富山県砺波市中神１丁目１７４番地

14

畜産（肉売場） 900円～1,100円
百貨店，総合スーパー

イオンリテール株式会社
イオンスタイルとなみ

雇用期間定め有富山県砺波市中神１丁目１７４番地

950円～1,150円
百貨店，総合スーパー

イオンリテール株式会社
イオンスタイルとなみ

雇用期間定め有富山県砺波市中神１丁目１７４番地

18

デイリーフーズ（日配食品） 1,000円～1,100円
百貨店，総合スーパー

イオンリテール株式会社
イオンスタイルとなみ

雇用期間定め有富山県砺波市中神１丁目１７４番地

17

デイリーコンビニエンス 870円～1,070円
百貨店，総合スーパー

イオンリテール株式会社
イオンスタイルとなみ

雇用期間定め有富山県砺波市中神１丁目１７４番地

1,153円～1,153円
老人福祉・介護事業

株式会社　天正　　イエローガーデン高瀬・城端

常用富山県南砺市北市２５６番１

21

お惣菜売場 900円～1,100円
百貨店，総合スーパー

イオンリテール株式会社
イオンスタイルとなみ

雇用期間定め有富山県砺波市中神１丁目１７４番地

20

野菜・果物売場 900円～1,100円
百貨店，総合スーパー

イオンリテール株式会社
イオンスタイルとなみ

雇用期間定め有富山県砺波市中神１丁目１７４番地

22

介護職（夜勤）

19

水産（お魚売場）

16

ホームコーディ（住まいと暮らしのフロア）

13

食品品出し（早朝）

10

チェッカー（ヴァローレ砺波店）

7

農業（チューリップ球根の生産）

4

食品製造・製品包装作業・販売補助
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年齢 求人数 休日 賃　金 従業員数 業　種

No 電話番号 雇用形態 週休二日 就業時間 通勤手当 うち女性 加入保険等

就業場所 雇用期間 企業全体 求人番号

18歳以上 2人 他 (1)16時30分～9時30分 37
★ パート 29

0763-82-7588 毎　週 なし 37 労災

砺波市 16050- 2496611
18歳以上 1人 他 (1)7時25分～16時25分 37

★ パート (2)9時30分～18時30分 29
0763-82-7588 毎　週 (3)12時35分～21時35分 なし 37 雇用・労災

砺波市 16050- 2497911
不問 2人 他 (1)8時00分～12時00分 7

★ パート 5
0763-62-0487 なし 実費支給（上限あり） 労災

日額　100円まで
南砺市 16050- 2501911

＊【障害者専用】（障）と表示がある求人は障害者の方を対象とした求人です。
＊通勤手当欄の「実費（上限あり）○○○円」とあるのは、月額最高○○○円まで支給。
＊各欄は、枠幅の関係ですべてが表示されない場合があります。

870円～870円
その他の飲食店

みくにや

常用富山県南砺市城端５２３番地２

24

介護職員 850円～1,000円
老人福祉・介護事業

株式会社　天正富山　　イエローガーデン庄川・とな
み

常用富山県砺波市庄川町五ケ５３番地

23

介護職（夜勤） 1,000円～1,000円
老人福祉・介護事業

株式会社　天正富山　　イエローガーデン庄川・とな
み

常用富山県砺波市庄川町五ケ５３番地

 

事業所名

事業所所在地

25

調理補助
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