
求人一覧
＜北陸エリア＞
県 市町村 店舗 部門 時給 住所

石川県 金沢市 バロー金沢高尾店 デリカ 8時～16時 8時～12時 17時～21時 830円～850円 石川県金沢市高尾台３－４５

石川県 白山市 バロー松任東店 デリカ 8時～12時 8時～16時 16時～20時 830円～850円 石川県白山市番匠町45番地

石川県 金沢市 バロー大桑店 デリカ 8時～12時 8時～16時 16時～21時 830円～950円 石川県金沢市大桑町ニ２０－１

石川県 金沢市 バローゆいの里店 デリカ 17時～21時 16時～21時 8時～12時 830円～860円 石川県金沢市三池新町１８

石川県 野々市市 バロー押越店 デリカ 7時～11時 8時～12時 850円～880円 石川県野々市市押越1丁目199番地

石川県 金沢市 バロー金沢元町店 デリカ 8時～12時 8時～13時 17時～22時 810円～890円 石川県金沢市元町２－１７－３０

石川県 小松市 バロー小松東店 デリカ 16時～20時 17時～20時 8時～16時 820円～950円 石川県小松市若杉町３１８

石川県 加賀市 バロー大聖寺店 デリカ 8時～13時 16時～20時 8時～16時 850円～900円 石川県加賀市大聖寺岡町ニ－１０

石川県 小松市 バロー串店 デリカ 8時～12時 8時～13時 16時～21時 850円～950円 石川県小松市串町ス11-1

富山県 魚津市 バロー魚津店 デリカ 8時～12時 7時半～12時 17時～21時 830円～860円 富山県魚津市上村木４１３

富山県 富山市 バロー大沢野店 デリカ 16時～21時 17時～21時 8時～12時 830円～860円 富山県富山市上大久保１２１０－１

富山県 富山市 バロー窪新店 デリカ 7時～11時 8時～12時 17時～22時 830円～860円 富山県富山市窪新町字小橋詰割１－１

富山県 高岡市 バロー高岡木津店 デリカ 16時～20時 17時～21時 8時～13時 830円～860円 富山県高岡市木津４５８－１３５

富山県 高岡市 バロー高岡万葉店 デリカ 8時～12時 16時～21時 17時～21時 830円～860円 富山県高岡市米島字東向３４８－１

富山県 富山市 バロー本郷店 デリカ 17時～21時 8時～12時 830円～860円 富山県富山市本郷町５５－１

富山県 入善町 バロー入善店 デリカ 7時～15時 8時～12時 830円～850円 富山県下新川郡入善町椚山１３３６

富山県 富山市 バロー清水町店 デリカ 8時～12時 8時～16時 830円～860円 富山県富山市清水町８丁目１番３

富山県 富山市 バロー石坂店 デリカ 8時～12時 8時～13時 830円～860円 富山県富山市石坂５８８－１

富山県 高岡市 バロー中曽根店 デリカ 8時～12時 8時～13時 830円～860円 富山県高岡市中曾根土地区画整理地内３６街区

富山県 富山市 バロー北の森店 デリカ 8時～13時 7時半～15時半 7時半～12時半 830円～860円 富山県富山市森３－２－１１

富山県 滑川市 バロー滑川店 デリカ 8時～16時 8時～12時 17時～21時 900円～960円 富山県滑川市沖田新24番地

新潟県 上越市 バロー上越店 デリカ 7時半～15時半 7時半～11時半 810円～830円 新潟県上越市桶場新町土地区画整理事業地内１６街区３３外

福井県 鯖江市 バロー神明店 デリカ 8時～13時 8時～12時 810円～840円 福井県鯖江市糺町３０－１０－１

福井県 越前町 バロー織田店 デリカ 8時～13時 8時～12時 810円～840円 福井県丹生郡越前町中7-1-1

福井県 敦賀市 バロー敦賀店 デリカ 17時～22時 8時～12時 810円～840円 福井県敦賀市市野々９号東中堀

福井県 鯖江市 バロー東鯖江店 デリカ 8時～16時 8時～12時 17時～21時 810円～890円 福井県鯖江市東鯖江１－６－８

福井県 福井市 バロー米松店 デリカ 8時～13時 8時～16時 16時～20時 810円～850円 福井県福井市米松２－２１－１８

福井県 坂井市 バロー春江店 デリカ 8時～12時 8時～16時 13時～21時 810円～910円 福井県坂井市春江町西長田４０－４６

福井県 福井市 バロー森田店 デリカ 8時～13時 8時～16時 810円～840円 福井県福井市八重巻東町６－５

福井県 勝山市 バロー勝山店 デリカ 8時～13時 16時～20時 8時～16時 810円～850円 福井県勝山市昭和町１－１１－５０

福井県 大野市 バローこぶし通店 デリカ 8時～12時 8時～16時 16時～21時 810円～850円 福井県大野市天神町6-15

福井県 福井市 バロー豊岡店 デリカ 8時～13時 8時～16時 810円～840円 福井県福井市豊岡１－１－２５

時間
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福井県 福井市 バローやしろ店 デリカ 8時～12時 8時～13時 810円～840年 福井県福井市種池２－１００１

福井県 福井市 バロー福井南店 デリカ 8時～13時 8時～16時 16時～21時 810円～840円 福井県福井市下馬３－４１８

福井県 福井市 バロー町屋店 デリカ 8時～12時 810円～840円 福井県福井市文京１－１６－１

福井県 福井市 バロー新田塚店 デリカ 8時～13時 16時～21時 8時～16時 810円～840円 福井県福井市二の宮５－１８－３２

福井県 坂井市 バロー丸岡店 デリカ 8時～13時 15時～20時 16時～21時 810円～840円 福井県坂井市丸岡町東陽２－３３

福井県 あわら市 バロー金津店 デリカ 8時～13時 8時～12時 8時～16時 810円～840円 福井県あわら市大溝３－４－１４

福井県 福井市 バロー久喜津店 デリカ 8時～13時 8時～16時 16時～21時 840円～860円 福井県福井市久喜津町５５－１

その他のお問い合わせ・条件のご相談は当社代表電話にご連絡ください。採用担当が対応致します。
当社代表電話 0572-29-1610


