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8人 写真機・時計・眼鏡小売業

(1)9時00分～18時00分 230,000円～460,000円
雇用期間の定めなし 4人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限なし）
200人

年2回（前年度実績） 16010-12982111
11人 建物サービス業

(1)8時00分～20時00分 175,000円～175,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)20時00分～8時00分 0人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
又は8時30分～8時29分 日額　953円まで 1,563人

16010-12830211
43人 不動産賃貸業（貸家業，貸間業を除く）

(1)9時30分～18時00分 174,020円～343,580円
雇用期間の定めなし 25人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし）
122人

年2回（前年度実績） 16010-12697811
32人 情報処理・提供サービス業

(1)9時00分～17時30分 215,000円～305,000円
雇用期間の定めなし 3人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限なし）
193人

年2回（前年度実績） 16010-12808011
32人 情報処理・提供サービス業

(1)8時30分～20時45分 235,000円～375,000円
雇用期間の定めなし (2)20時30分～8時45分 3人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限なし）
193人

年2回（前年度実績） 16010-12810111
4人 耕種農業

(1)8時30分～17時00分 180,000円～220,000円
雇用期間の定めなし 0人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　25,000円まで 4人
年2回（前年度実績） 16040- 3329011

306人 プラスチック板・棒・管・継手・異形押出製品製造業

(1)8時00分～17時00分 220,000円～250,000円
雇用期間の定めなし 90人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　50,000円まで 336人
年3回（前年度実績） 16040- 3330911

306人 プラスチック板・棒・管・継手・異形押出製品製造業

(1)8時30分～17時30分 220,000円～250,000円
雇用期間の定めなし 90人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　50,000円まで 336人
年3回（前年度実績） 16040- 3331111

189人 電子応用装置製造業
(1)8時30分～17時30分 156,000円～270,000円

雇用期間の定めなし (2)13時00分～15時00分 53人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり） 拠出
月額　100,000円まで 357人
年2回（前年度実績） 16040- 3332711

14人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

(1)8時30分～17時30分 170,000円～230,000円
雇用期間の定めなし 13人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし）
26人

16040- 3333811
2人 園芸サービス業

(1)8時00分～17時00分 176,000円～176,000円
雇用期間の定めなし 0人 雇用・労災・健康・厚生

なし
2人

16040- 3334211
5人 一般土木建築工事業

(1)8時00分～17時00分 250,000円～300,000円
雇用期間の定めなし 2人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 5人
年2回（前年度実績） 16040- 3335511

6人 広告業
(1)8時00分～17時00分 200,000円～350,000円

雇用期間の定めなし (2)9時00分～18時00分 6人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　8,000円まで 9人

16040- 3336411
5人 土木工事業（舗装工事業を除く）

(1)8時00分～17時00分 210,000円～294,000円
雇用期間の定めなし 0人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 5人
年2回（前年度実績） 16040- 3337011

5人 土木工事業（舗装工事業を除く）

(1)8時00分～17時00分 253,000円～300,000円
雇用期間の定めなし 0人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 5人
年2回（前年度実績） 16040- 3338311

98人 病院
(1)9時00分～18時00分 280,000円～400,000円

雇用期間の定めなし 69人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　31,600円まで 425人
年2回（前年度実績） 16040- 3323111

1

店舗運営、管理（店長候補） 64歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社　メガネのハラダ

2人
富山県富山市中野新町１丁目２番
１０号

魚津市他 他
1人

富山県富山市総曲輪３丁目２－２
９

076-423-5860 その他

2人
富山県富山市本町３－２５　富山
本町ビル５階

076-444-5546 毎　週

1人
富山県富山市今泉西部町３番９

【先週１週間　　７月　５日～　７月　９日に受理】

賃金

通勤手当

賞与（前年度実績）

4

システムエンジニア 59歳以下 正社員

株式会社　ディー・オー・エス
富山営業所

076-421-0400 その他

3

物件管理 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

朝日不動産　株式会社 魚津市他 水他

2

警備員（京セラ・トーキン） 18歳以上 正社員以外
変形
（1ヶ月

株式会社　ホクタテ  下新川郡入
善町

他

 魚津市 土日祝他
1人

富山県富山市本町３－２５　富山
本町ビル５階

076-420-1313 その他

7

耐圧ホース製造の生産技術職 35歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　トヨックス

076-444-5546 毎　週

6

農作業員 35歳以下 正社員

有限会社　グリーンパワーくろべ  黒部市 土日祝他

5

システムサポートスタッフ 59歳以下 正社員
交替制あ
り

株式会社　ディー・オー・エス
富山営業所

 魚津市 他

1人
富山県黒部市前沢４３７１

 黒部市 日祝他
1人

富山県黒部市前沢４３７１ 0765-52-3131 その他

1人
富山県黒部市若栗９６ 0765-52-5615 毎　週

10

製造スタッフ／魚津 59歳以下 正社員

株式会社　ＺＡＸＦＯＸ

0765-52-3131 その他

9

製造スタッフ（未経験者可） 59歳以下 正社員
フレック
ス

株式会社　シキノハイテック  魚津市 日他

8

品質保証・品質管理職 35歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　トヨックス  黒部市 日祝他

2人
富山県下新川郡入善町舟見１７５
１

 魚津市 他
1人

富山県魚津市吉島６３番１ 0765-32-5886 毎　週

1人
富山県魚津市吉島８２９ 0765-22-3477 毎　週

13

アートディレクター・グラフィッ
クデザイナー

59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社スターゲイト新川

0765-78-1121 その他

12

土木作業員 不問 正社員
変形（1
年単位）

早川工業　株式会社  下新川郡入
善町

日他

11

造園作業員 不問 正社員

有限会社　愛場農園造園土木  下新川郡入
善町

日他

1人
富山県魚津市出４５０－３

 黒部市 日祝他
1人

富山県魚津市川縁１０７１－８ 090-4325-
4663

その他

1人
富山県下新川郡入善町新屋１１８ 0765-78-2088 その他

16

理学療法士（介護予防事業責任
者）

59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

医療法人社団　ホスピィー

0765-22-2880 毎　週

15

☆土木施工管理技士☆ 64歳以下 正社員

株式会社　河口組  魚津市 土日他

14

☆普通作業員☆ 44歳以下 正社員

株式会社　河口組  魚津市 土日他

 魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市石垣３８９ 0765-23-6366 その他

1人
富山県魚津市出４５０－３ 0765-22-2880 毎　週

℡ 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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180人 病院
(1)8時00分～17時00分 185,000円～232,400円

雇用期間の定めなし 135人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 180人
年2回（前年度実績） 16040- 3324711

180人 病院
(1)8時00分～17時00分 176,000円～239,400円

雇用期間の定めなし (2)10時30分～19時30分 135人 雇用・労災・健康・厚生
(3)16時30分～8時30分 実費支給（上限あり）

月額　20,000円まで 180人
年2回（前年度実績） 16040- 3325811

4人 一般診療所
(1)8時45分～18時15分 150,000円～180,000円

雇用期間の定めなし (2)8時45分～12時45分 4人 雇用・労災・健康・厚生
(3)8時45分～13時15分 実費支給（上限あり）

月額　10,000円まで 4人
年2回（前年度実績） 16040- 3326211

20人 一般廃棄物処理業
(1)8時00分～16時50分 225,000円～225,000円

雇用期間の定めなし (2)8時00分～12時00分 2人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限なし） 厚生
23人

年2回（前年度実績） 16040- 3327511
104人 老人福祉・介護事業

(1)7時00分～16時00分 157,300円～185,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)8時00分～17時00分 76人 雇用・労災・健康・厚生

(3)9時15分～18時15分 実費支給（上限あり）
月額　22,500円まで 132人
年2回（前年度実績） 16040- 3328411

406人 自動車・同附属品製造業
(1)8時00分～16時50分 186,000円～266,000円

雇用期間の定めなし (2)13時00分～21時50分 61人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)21時45分～6時35分 実費支給（上限あり） 給付
月額　30,000円まで 406人
年2回（前年度実績） 16040- 3313611

8人 その他のはん用機械・同部分品製造業

(1)8時00分～17時00分 200,000円～300,000円
雇用期間の定めなし 1人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　15,000円まで 8人
年2回（前年度実績） 16040- 3317811

161人 その他の食料品製造業
(1)8時30分～17時00分 161,600円～243,200円

雇用期間の定めなし 25人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限なし）
167人

年2回（前年度実績） 16040- 3319511
21人 一般乗用旅客自動車運送業

(1)7時00分～15時30分 172,500円～207,000円
雇用期間の定めなし (2)8時00分～16時30分 8人 雇用・労災・健康・厚生

(3)8時00分～14時00分 なし
21人

16040- 3320311
17人 警備業

(1)6時24分～19時00分 165,000円～168,000円
雇用期間の定めなし (2)16時24分～4時40分 4人 雇用・労災・健康・厚生

(3)20時24分～8時30分 実費支給（上限なし）
369人

年2回（前年度実績）380,000円～400,000円 17010-14831011
3人 不動産代理業・仲介業

(1)9時30分～18時30分 220,000円～220,000円
雇用期間の定めなし 0人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　40,000円まで 1,654人
年2回（前年度実績）0円～ 13040-59701211

8人
その他の各種商品小売業（従業者が常時５０人未満のもの）

(1)8時00分～16時45分 260,000円～290,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)13時00分～21時45分 4人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし）
又は0時00分～23時59分 6,135人

年2回（前年度実績）0円～660,000円 13040-60053511
4人 労働者派遣業

(1)8時00分～16時45分 201,335円～201,335円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)16時10分～0時50分 3人 雇用・労災・健康・厚生

(3)0時10分～8時50分 実費支給（上限なし）
50人

16010-12492111
4人 労働者派遣業

(1)6時30分～15時10分 193,591円～193,591円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)13時00分～21時40分 3人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし）
50人

16010-12498011
4人 労働者派遣業

(1)8時00分～16時45分 185,848円～185,848円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 3人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし）
50人

16010-12501511
44人 老人福祉・介護事業

(1)7時00分～16時00分 160,100円～160,100円
雇用期間の定めなし (2)10時30分～20時00分 39人 雇用・労災・健康・厚生

(3)16時00分～9時00分 実費支給（上限あり）
月額　50,000円まで 87,237人
年3回（前年度実績）0円～1,214,216円 16010-12516711

2人
富山県黒部市荻生８２１

19

医療事務 59歳以下 正社員

こいずみクリニック

0765-54-5400 毎　週

18

介護職（病棟） 69歳以下 正社員
交替制あ
り

医療法人社団　一志会　池田リハ
ビリテーション病院

 黒部市 他

17

介護職（デイサービス） 69歳以下 正社員

医療法人社団　一志会　池田リハ
ビリテーション病院

 黒部市 日祝他

1人
富山県黒部市北野４７－２

 黒部市 日祝他
1人

富山県黒部市牧野７８０－１ 0765-56-6006 その他

1人
富山県黒部市荻生８２１ 0765-54-5400 その他

22

設備の保全業務 59歳以下 正社員
交替制あ
り

アイシン新和　株式会社

0765-52-0047 その他

21

日勤専従介護員（特別養護老人
ホーム）

不問 正社員以外

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

 黒部市 他

20

一般廃棄物収集運搬 59歳以下 正社員
交替制あ
り

黒部クリーン　株式会社  黒部市 日祝他

1人
富山県魚津市小川寺２６８－５

 下新川郡入
善町

日他
2人

富山県下新川郡入善町入膳２４５
８

0765-72-5813 その他

2人
富山県黒部市宇奈月町下立３７ 0765-65-1180 その他

25

一般事務・タクシー配車受付 64歳以下 正社員
交替制あ
り

くろべ交通　株式会社

0765-31-9025 その他

24

品質管理業務 59歳以下 正社員

株式会社ウーケ  下新川郡入
善町

土日他

23

汎用フライス工・マシニングセン
ター工

不問 正社員
変形（1
年単位）

コアー技研　株式会社  魚津市 日祝他

3人
石川県金沢市北安江２丁目１５番
１０号 

 黒部市 他
1人

富山県黒部市三日市３３３０ 0765-52-0507 その他

1人
富山県下新川郡入善町下飯野２３
２番地の５

0765-76-0023 毎　週

28

店舗運営職／富山県魚津市（魚津
江口店）

18歳以上 正社員以外
交替制あ
り

株式会社　ファミリーマート

076-222-3395 その他

27

ルームアドバイザー職／魚津店 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

大東建託リーシング　株式会社  魚津市 他

26

施設警備 18歳～59歳 正社員
変形
（1ヶ月

セコムジャスティック北陸　株式
会社

 黒部市 他

10人
富山県富山市新庄町１５７－１

 魚津市 他
2人

東京都港区芝浦３－１－２１ 
ｍｓｂ　Ｔａｍａｃｈｉ　田町ス

03-6436-7600 毎　週

1人
東京都港区港南２－１６－１ 03-6718-9241 その他

31

製品検査業務 不問 有期雇用派遣労働者

株式会社　ライフワーク北陸

076-492-0077 毎　週

30

製品仕上機オペレーター 不問 有期雇用派遣労働者
交替制あ
り

株式会社　ライフワーク北陸  黒部市 土日祝

29

小型金属部品組立機オペレーター 不問 有期雇用派遣労働者
交替制あ
り

株式会社　ライフワーク北陸  黒部市 土日祝

1人
富山県富山市新富町１－１－１２
富山駅前ビル５階

 黒部市 土日祝
10人

富山県富山市新庄町１５７－１ 076-492-0077 毎　週

30人
富山県富山市新庄町１５７－１ 076-492-0077 毎　週

076-442-2888 その他

32

グループホーム介護員／ニチイケ
アセンター黒部

59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社　ニチイ学館　ヘルスケ
ア事業富山支店

 黒部市 他
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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
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（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。
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その際はあしからずご了承ください。

4人 火葬・墓地管理業
(1)8時30分～17時15分 176,000円～176,000円

雇用期間の定めなし 1人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　32,000円まで 339人
年2回（前年度実績） 16010-12548111

10人 スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業

160,000円～220,000円
雇用期間の定めなし 5人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
又は9時30分～20時10分 月額　25,000円まで 50人

年2回（前年度実績）80,000円～320,000円 16010-12610911
53人 都道府県機関

(1)8時30分～17時15分 194,700円～213,500円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 36人 公災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　55,000円まで 15,384人
年2回（前年度実績） 16010-12652111

35人 旅館，ホテル
173,000円～305,000円

雇用期間の定めなし 13人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）

又は8時00分～21時00分 月額　14,100円まで 35人
年2回（前年度実績） 16040- 3285711

46人 その他の金属製品製造業
(1)8時00分～16時45分 180,000円～250,000円

雇用期間の定めなし 13人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 49人

16040- 3286811
0人 土木工事業（舗装工事業を除く）

(1)7時45分～16時45分 180,000円～300,000円
雇用期間の定めなし 0人 雇用・労災・健康・厚生

なし
0人

年2回（前年度実績）100,000円～500,000円 16040- 3290611
12人 一般土木建築工事業

(1)8時00分～17時00分 253,000円～357,000円
雇用期間の定めなし 2人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　15,000円まで 12人
年2回（前年度実績） 16040- 3292111

12人 一般土木建築工事業
(1)8時00分～17時00分 253,000円～357,000円

雇用期間の定めなし 2人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　15,000円まで 12人
年2回（前年度実績） 16040- 3293711

50人 水産食料品製造業
(1)8時00分～17時00分 159,600円～184,800円

雇用期間の定めなし 40人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 50人

16040- 3294811
45人 電気工事業

(1)8時00分～17時00分 194,920円～300,080円
雇用期間の定めなし 2人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　50,000円まで 47人
年3回（前年度実績） 16040- 3295211

45人 電気工事業
(1)8時00分～17時00分 194,920円～300,080円

雇用期間の定めなし 2人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　50,000円まで 47人
年3回（前年度実績） 16040- 3296511

455人 その他のプラスチック製品製造業

(1)8時00分～17時00分 220,000円～250,000円
雇用期間の定めなし 162人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　25,000円まで 455人
年2回（前年度実績） 16040- 3299311

455人 その他のプラスチック製品製造業

(1)8時00分～17時00分 220,000円～250,000円
雇用期間の定めなし 162人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　25,000円まで 455人
年2回（前年度実績） 16040- 3300211

455人 その他のプラスチック製品製造業

(1)8時00分～17時00分 220,000円～250,000円
雇用期間の定めなし 162人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　25,000円まで 455人
年2回（前年度実績） 16040- 3301511

455人 その他のプラスチック製品製造業

(1)8時00分～17時00分 220,000円～250,000円
雇用期間の定めなし 162人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　25,000円まで 455人
年2回（前年度実績） 16040- 3302411

455人 その他のプラスチック製品製造業

(1)8時00分～17時00分 151,424円～154,752円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 162人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　25,000円まで 455人
年2回（前年度実績）0円～50,000円 16040- 3303011

34

販売スタッフ（魚津店） 35歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　太陽スポーツ

33

セレモニースタッフ 59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社　五輪  下新川郡朝
日町

他

1人
富山県富山市新総曲輪１－７

 魚津市 他
1人

富山県富山市黒瀬北町１－７－７ 076-422-2911 その他

1人
富山県富山市奥田新町１２番３号 076-442-0133 その他

37

機械オペレーター 64歳以下 正社員

株式会社　バンテクニカ

076-431-4111 毎　週

36

調理スタッフ（和食料理） 40歳以下 正社員
交替制あ
り

日本海シーライン開発株式会社
ホテルグランミラージュ

 魚津市 他

35

保健師（産育休代替職員・新川厚
生センター）

不問 正社員以外

富山県庁  黒部市 土日祝

1人
富山県黒部市新牧野３２７

 魚津市 土日他
1人

富山県魚津市西尾崎３８３ 0765-32-5666 毎　週

1人
富山県魚津市吉島１－１－２０ 0765-24-4412 その他

40

建築施工管理【正社員】 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

千田建設株式会社

0765-52-0729 その他

39

土木施工管理【正社員】 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

千田建設株式会社  魚津市 日祝他

38

管理技士 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

朝倉建設　株式会社  黒部市 日他

3人
富山県魚津市駅前新町９－１２

 魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市大光寺町２５１１番
地

0765-24-1300 その他

1人
富山県魚津市大光寺町２５１１番
地

0765-24-1300 その他

43

土木技術員 40歳以下 正社員
変形（1
年単位）

中西電業株式会社

0765-24-1055 その他

42

送電線高所技術員 40歳以下 正社員
変形（1
年単位）

中西電業株式会社  黒部市 日他

41

蒲鉾製造補助 59歳以下 正社員以外
変形（1
年単位）

株式会社　河内屋  魚津市 日祝他

1人
富山県下新川郡入善町青木５７７
７番地

 黒部市 日他
3人

富山県黒部市中野１番地 0765-54-1250 その他

3人
富山県黒部市中野１番地 0765-54-1250 その他

46

プラスチック成形技術者（射出・
ブロー・インブロ）

59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

シロウマサイエンス株式会社

0765-72-0038 その他

45

機械設計技術者 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

シロウマサイエンス株式会社  下新川郡入
善町

日他

44

営業開発担当者 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

シロウマサイエンス株式会社  下新川郡入
善町

日他

1人
富山県下新川郡入善町青木５７７
７番地

 下新川郡入
善町

日他
1人

富山県下新川郡入善町青木５７７
７番地

0765-72-0038 その他

1人
富山県下新川郡入善町青木５７７
７番地

0765-72-0038 その他

0765-72-0038 その他

48

検査・組立作業 不問 正社員以外
変形（1
年単位）

シロウマサイエンス株式会社  下新川郡入
善町

日他

47

プラスチック成形金型技術者（射
出・ブロー・インブロ）

59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

シロウマサイエンス株式会社  下新川郡入
善町

日他

3人
富山県下新川郡入善町青木５７７
７番地

0765-72-0038 その他
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455人 その他のプラスチック製品製造業

(1)8時00分～17時00分 174,720円～177,840円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)16時40分～0時40分 162人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)0時30分～8時30分 実費支給（上限あり）
月額　25,000円まで 455人
年2回（前年度実績）0円～50,000円 16040- 3304311

6人 その他の道路旅客運送業
(1)20時00分～3時00分 183,000円～213,000円

雇用期間の定めなし (2)20時00分～4時00分 0人 雇用・労災・健康・厚生
(3)21時00分～5時00分 なし

6人
16040- 3308711

6人 民間放送業（有線放送業を除く）

(1)8時30分～17時30分 150,000円～170,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 4人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし）
16人

16040- 3311011
5人 他に分類されない卸売業

(1)8時30分～17時30分 170,000円～270,000円
雇用期間の定めなし 2人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限なし） 厚生・拠出
296人

年2回（前年度実績） 17010-14560711
4人 保険媒介代理業

(1)9時30分～19時00分 208,000円～214,500円
雇用期間の定めなし 2人 雇用・労災・健康・厚生・その他

実費支給（上限あり）
月額　35,300円まで 38人
年2回（前年度実績）270,000円～1,200,000円 17010-14579811

12人 遊戯場
(1)8時30分～17時00分 228,150円～246,675円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)16時30分～1時00分 4人 雇用・労災・健康・厚生・財形

なし
245人

18010-11741111
15人 遊戯場

(1)8時30分～17時00分 224,250円～246,675円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)16時30分～1時00分 5人 雇用・労災・健康・厚生・財形

なし
245人

18010-11744211
9人 建物サービス業

(1)8時30分～17時30分 165,000円～200,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)13時00分～22時00分 0人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 520人

16010-12242811
44人 警備業

(1)8時00分～17時00分 163,400円～206,400円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 5人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし）
44人

16010-12251811
30人 電気工事業

(1)8時30分～17時30分 240,000円～400,000円
雇用期間の定めなし 2人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限なし）
1,272人

年2回（前年度実績） 16010-12263011
5人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

(1)6時00分～15時00分 180,000円～260,000円
雇用期間の定めなし (2)9時00分～18時00分 4人 雇用・労災・健康・厚生

(3)10時30分～19時30分 実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 130人
年2回（前年度実績）0円～400,000円 16010-12365811

5人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

(1)5時30分～14時30分 185,000円～250,000円
雇用期間の定めなし (2)9時00分～18時00分 3人 雇用・労災・健康・厚生

(3)10時30分～19時30分 実費支給（上限あり）
又は5時00分～19時30分 月額　10,000円まで 130人

年2回（前年度実績）0円～400,000円 16010-12368411
8人 産業廃棄物処理業

(1)8時00分～17時00分 230,000円～300,000円
雇用期間の定めなし 0人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　7,000円まで 10人
年2回（前年度実績） 16010-12407311

25人 児童福祉事業
207,000円～217,000円

雇用期間の定めなし 24人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）

又は7時00分～19時00分 月額　50,000円まで 73人
年2回（前年度実績） 16010-12411811

3人 鮮魚小売業
(1)6時30分～16時00分 200,000円～350,000円

雇用期間の定めなし (2)8時30分～18時00分 3人 雇用・労災・健康・厚生
なし

1人
16020- 7608411

3人 鮮魚小売業
(1)8時30分～17時00分 146,625円～207,000円

雇用期間の定めなし 3人 雇用・労災・健康・厚生
なし

1人
16020- 7631411

49

機械オペレータ作業（４班３交替
勤務）

不問 正社員以外
変形（1
年単位）

シロウマサイエンス株式会社

3人
富山県魚津市相木１０１７－１

 下新川郡入
善町

他
3人

富山県下新川郡入善町青木５７７
７番地

0765-72-0038 その他

52

営業（黒部店） 59歳以下 正社員

千代田機電　株式会社

090-1391-
7227

毎　週

51

ケーブルテレビの管理業務・経理
事務

不問 正社員以外

株式会社新川コミュニティ放送  下新川郡入
善町

土日祝他

50

代行運転手 18歳以上 正社員

相木代行  魚津市 他

1人
石川県金沢市北安江２－２４－８
信開北安江ビル１Ｆ

 黒部市 日他
1人

石川県金沢市新保本４－６５－１
２

076-269-3501 その他

1人
富山県黒部市三日市２０番地（黒
部市国際文化センタ－内）

0765-57-3311 毎　週

55

ホールスタッフ（契約社員）　Ｕ
ＳＡ魚津店

18歳以上 正社員以外
交替制あ
り

株式会社　大西商事

076-265-5066 毎　週

54

店舗営業（ホールスタッフ）ＵＳ
Ａ黒部店

18歳以上 正社員以外
交替制あ
り

株式会社　大西商事  黒部市 他

53

営業職　来店型保険ショップアド
バイザー　未経験者歓迎

40歳以下 正社員

ティ・アイ・エス株式会社  魚津市 他

1人
富山県富山市北代５２９８

 魚津市 他
3人

福井県福井市開発５丁目１０１１ 0776-52-3200 その他

2人
福井県福井市開発５丁目１０１１ 0776-52-3200 その他

58

電気工事の施工管理（新川支店） 59歳以下 正社員

北陸電気工事　株式会社

076-434-1881 毎　週

57

交通誘導警備スタッフ 18歳以上 正社員以外
変形
（1ヶ月

総合警備エスエスケイ　株式会社 魚津市他 他

56

施設管理・企画運営・広報（自然
豊かな場所でのお仕事）

不問 正社員以外
交替制あ
り

株式会社　バロン  黒部市 他

1人
富山県富山市開６５３－１

 黒部市 土日祝他
2人

富山県富山市小中２６９ 076-481-6091 毎　週

3人
富山県富山市田刈屋４４５番地４ 076-433-2721 その他

59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　金屋商事

076-421-5712 毎　週

60

調理員または栄養士（坂本記念病
院）

64歳以下 正社員
交替制あ
り

株式会社　ディライフ  下新川郡入
善町

他

59

調理員（黒部笑福学園） 64歳以下 正社員
交替制あ
り

株式会社　ディライフ  黒部市 他

 黒部市 日祝他
1人

富山県富山市富岡町４５７－１ 076-425-2505 その他

3人
富山県富山市開６５３－１ 076-421-5712 毎　週

64

パック詰、鮮魚加工（バロー魚津
店アップルヒル内）

不問 正社員以外

株式会社ＦＣＣ

076-492-2201 その他

63

鮮魚の加工、店舗運営管理（バ
ロー魚津店アップルヒル内）

不問 正社員
交替制あ
り

株式会社ＦＣＣ  魚津市 他

62

保育士 59歳以下 正社員

61

収集運搬及び作業補助

5人
富山県富山市大町１６－１

変形（1
年単位）

社会福祉法人　富山学院福祉会  黒部市 日祝

 魚津市 他
2人

富山県高岡市宮脇町１００３ 0766-27-6666 その他

2人
富山県高岡市宮脇町１００３ 0766-27-6666 その他
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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　　７月　５日～　７月　９日に受理】
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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。

11人 老人福祉・介護事業
(1)8時00分～17時00分 150,000円～170,000円

雇用期間の定めなし (2)9時00分～18時00分 11人 雇用・労災・健康・厚生
(3)17時00分～9時00分 実費支給（上限あり）

月額　10,000円まで 16人
16040- 3265311

17人 理容業
(1)9時00分～18時00分 171,000円～171,000円

雇用期間の定めなし 16人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 29人

16040- 3268111
6人 骨材・石工品等製造業

(1)7時45分～17時15分 190,000円～240,000円
雇用期間の定めなし 1人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　5,000円まで 6人
年3回（前年度実績）200,000円～350,000円 16040- 3269711

7人 その他の専門サービス業
(1)8時30分～17時15分 140,000円～200,000円

雇用期間の定めなし 3人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　14,000円まで 7人
年2回（前年度実績） 16040- 3277711

45人 一般土木建築工事業
(1)8時00分～17時00分 205,000円～371,000円

雇用期間の定めなし 4人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限なし） 拠出

45人
年3回（前年度実績） 16040- 3283911

2人 建物サービス業
(1)8時30分～17時15分 170,000円～250,000円

雇用期間の定めなし 3人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　50,000円まで 1,502人
年2回（前年度実績）200,000円～400,000円 20010-10791911

46人 一般貨物自動車運送業
(1)7時30分～16時30分 160,000円～210,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 9人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　100,000円まで 58,527人
年2回（前年度実績）0円～50,000円 23170- 7833711

41人 他に分類されない事業サービス業

(1)8時30分～17時30分 215,000円～325,000円
雇用期間の定めなし 24人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限なし）
43,391人

27020-37178611
41人 他に分類されない事業サービス業

(1)8時30分～17時30分 215,000円～325,000円
雇用期間の定めなし 24人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限なし）
43,391人

27020-37179911
1人 土木工事業（舗装工事業を除く）

(1)8時00分～17時00分 230,000円～345,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 0人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 1人

16040-   22010
4人 写真機・時計・眼鏡小売業

850円～1,000円
雇用期間の定めなし 2人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限なし）
又は9時30分～18時00分 200人

年2回（前年度実績） 16010-12989311
5人 建物サービス業

900円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 4人 労災

なし
又は7時00分～12時30分 2,198人

16010-13000811
16人 老人福祉・介護事業

(1)8時30分～15時00分 850円～850円
雇用期間の定めなし 16人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
月額　12,000円まで 33人

16040- 3321611
51人 洗濯業

(1)9時00分～15時00分 850円～950円
雇用期間の定めなし (2)9時00分～12時00分 34人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
又は9時00分～17時00分 月額　15,000円まで 70人

16040- 3322911
15人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

1,050円～1,050円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 8人 労災

実費支給（上限あり）
又は8時30分～22時00分 月額　50,000円まで 10,560人

28020-12235711
52人 高等教育機関

(1)8時45分～15時30分 950円～950円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 8人 労災

実費支給（上限あり）
月額　55,000円まで 6,875人

16040- 3314911

6

事務補助 不問 パート労働者

独立行政法人　高齢・障害・求職
者雇用支援機構　富山支部　北陸

 魚津市 土日祝他
1人

富山県魚津市川縁１２８９－１ 0765-24-5552 毎　週

5

接客・調理（丸亀製麺　黒部店）
＊急募＊

不問 パート労働者

株式会社　丸亀製麺  黒部市 他
3人

兵庫県神戸市中央区小野柄通７－
１－１　 

078-200-3462 その他

4

仕上係 59歳以下 パート労働者

有限会社　重松  魚津市 日祝他
2人

富山県魚津市北中５５０－１ 0765-22-2352 その他

3

清掃員 不問 パート労働者

有限会社　隠居くらぶ  黒部市 他
1人

富山県黒部市田家新７６５番地２ 0765-56-5703 毎　週

2

清掃（ＭＥＧＡドン・キホーテＵ
ＮＹ魚津店）※午前

不問 パート労働者

株式会社　アイビックス　富山支
店

 魚津市 他
1人

富山県富山市上袋７４２番地 076-420-2556 その他

1

店頭販売 64歳以下 パート労働者

株式会社　メガネのハラダ 魚津市他 他
1人

富山県富山市総曲輪３丁目２－２
９

076-423-5860 その他

74

造園工見習 不問 正社員以外
変形（1
年単位）

正樹園  魚津市 日他
1人

富山県魚津市蛇田４７６７ 0765-31-7225 その他

67

工場現場作業 不問 正社員
変形（1
年単位）

有限会社　佐渡石材

0765-22-8508 その他

66

受付 59歳以下 正社員

株式会社　モリ美容院  黒部市 火他

0765-72-2221 毎　週

8人
富山県魚津市相木４９７－１

68

一般事務 59歳以下 正社員

入善土地改良区  下新川郡入
善町

土日祝他

1人
富山県魚津市港町７－８ 0765-22-0016 毎　週

65

介護職員 18歳以上 正社員
交替制あ
り

とわ　合同会社  下新川郡入
善町

他

1人
富山県下新川郡入善町上野７９８
－１

 下新川郡朝
日町

日他
1人

富山県下新川郡朝日町平柳２５６
－１

0765-82-1408 その他

1人
富山県黒部市三日市３５０８ 0765-54-0755 毎　週

株式会社　スタッフサービス　大
阪第一オフィス

0120-789-635 その他

72

（常派）未経験エンジニア（生産
技術・生産管理）

59歳以下 無期雇用派遣労働者

株式会社　スタッフサービス　大
阪第一オフィス

魚津市他 土日祝他

71

【急募】セールスドライバー職
（黒部営業所）

不問 正社員以外

69

住宅リフォームの営業職 59歳以下 正社員

株式会社　関口組  魚津市 水木他

70

ビルメンテナンス業務（魚津市） 44歳以下 正社員

ＴＭＥＳ株式会社　長野営業所

変形
（1ヶ月

佐川急便株式会社  黒部市 他

魚津市他 土日祝他
2人

大阪府大阪市北区角田町８－１ 
梅田阪急ビルオフィスタワー３４

06-4709-8510 毎　週

2人
大阪府大阪市北区角田町８－１ 
梅田阪急ビルオフィスタワー３４

06-4709-8510 毎　週

1人
愛知県小牧市大字三ツ渕惣作１３
５０

 魚津市 土日祝他
1人

長野県長野市高田中村２５９－２
昭和ビル６０３

026-227-5303 その他

73

（常派）電気設備技術者 59歳以下 無期雇用派遣労働者
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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
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賞与（前年度実績）
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その際はあしからずご了承ください。

80人 旅館，ホテル
(1)7時30分～11時00分 900円～1,300円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 52人 労災
実費支給（上限あり）

又は8時00分～10時00分 月額　10,000円まで 80人
年2回（前年度実績）3,000円～25,000円 16040- 3315111

80人 旅館，ホテル
(1)7時30分～15時30分 900円～1,300円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 52人 雇用・労災
実費支給（上限あり）

又は8時00分～16時30分 月額　10,000円まで 80人
年2回（前年度実績）3,000円～25,000円 16040- 3316711

7人 その他の食料品製造業
(1)8時00分～12時00分 1,000円～1,050円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)16時00分～21時00分 7人 労災
実費支給（上限なし）

3,800人
21030- 8098311

5人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

900円～1,288円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 2人 労災

実費支給（上限あり）
又は17時00分～0時00分 日額　480円まで 936人

04010-35183511
44人 老人福祉・介護事業

(1)7時00分～16時00分 960円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)10時30分～20時00分 39人 雇用・労災・健康・厚生

(3)16時00分～9時00分 実費支給（上限あり）
月額　50,000円まで 87,237人

16010-12509811
3人 菓子・パン小売業

(1)9時00分～13時00分 870円～870円
雇用期間の定めなし (2)13時00分～19時00分 3人 雇用・労災

(3)12時00分～20時30分 実費支給（上限あり）
又は9時30分～20時30分 月額　5,000円まで 180人

16010-12513611
44人 老人福祉・介護事業

(1)16時00分～9時00分 960円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 39人 労災

実費支給（上限あり）
月額　50,000円まで 87,237人

16010-12519511
10人 スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業

(1)10時00分～19時30分 850円～1,100円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 5人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
日額　200円まで 50人

16010-12623411
4人 市町村機関

(1)8時05分～16時50分 889円～889円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 4人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　31,600円まで 345人
年2回（前年度実績） 16040- 3288511

35人 水産食料品製造業
(1)8時00分～15時00分 950円～1,100円

雇用期間の定めなし (2)8時00分～16時00分 27人 労災
(3)8時00分～12時00分 実費支給（上限あり）
又は8時00分～17時00分 月額　20,000円まで 50人

16040- 3289411
12人 パン・菓子製造業

(1)7時30分～17時00分 850円～850円
雇用期間の定めなし (2)8時00分～12時00分 7人 労災

(3)13時00分～17時00分 実費支給（上限あり）
又は14時00分～18時00分 月額　10,000円まで 12人

16040- 3291911
6人 工業用プラスチック製品製造業

(1)9時00分～16時00分 850円～900円
雇用期間の定めなし 5人 雇用・労災

なし
6人

16040- 3297411
6人 工業用プラスチック製品製造業

(1)9時00分～16時00分 850円～900円
雇用期間の定めなし 5人 雇用・労災

なし
6人

16040- 3298011
455人 その他のプラスチック製品製造業

(1)9時30分～15時30分 849円～849円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 162人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
月額　25,000円まで 455人
年2回（前年度実績）0円～10,000円 16040- 3305611

35人 その他の飲食店
(1)7時00分～11時00分 900円～900円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)11時00分～15時00分 20人 労災
(3)17時00分～23時30分 なし
又は7時00分～23時30分 130,000

16040- 3306911
0人 美容業

900円～900円
雇用期間の定めなし 0人 労災

なし
又は9時30分～18時00分 0人

16040- 3307111

22

エステティシャン及び販売事務 不問 パート労働者

エステルーム　ア・クーユ  魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市末広町７－６ 0765-24-8455 毎　週

21

ハンバーガーの製造 不問 パート労働者

株式会社アップライト（マクドナ
ルド１５０黒部店）

 黒部市 他
3人

富山県黒部市前沢字北９３０ー１ 0765-56-9050 毎　週

20

検査・組立作業 不問 パート労働者

シロウマサイエンス株式会社  下新川郡入
善町

日他
3人

富山県下新川郡入善町青木５７７
７番地

0765-72-0038 その他

19

車部品ゴム製品プレスカット加工 不問 パート労働者

有限会社　リンクル  黒部市 土日他
1人

富山県黒部市沓掛６３１－１ 0765-52-5580 毎　週

18

ホース外観検査 不問 パート労働者

有限会社　リンクル  黒部市 土日他
2人

富山県黒部市沓掛６３１－１ 0765-52-5580 毎　週

17

パンの包装検査 不問 パート労働者

高谷製パン  魚津市 土他
2人

富山県魚津市金浦町４－７ 0765-22-0838 毎　週

16

蒲鉾製造補助 不問 パート労働者

株式会社　河内屋  魚津市 他
2人

富山県魚津市駅前新町９－１２ 0765-24-1055 毎　週

15

調理員【会計年度任用職員】 不問 パート労働者

朝日町役場  下新川郡朝
日町

土日祝他
2人

富山県下新川郡朝日町道下１１３
３

0765-83-1100 毎　週

14

販売スタッフ（魚津店） 不問 パート労働者
変形（1
年単位）

株式会社　太陽スポーツ  魚津市 他
1人

富山県富山市黒瀬北町１－７－７ 076-422-2911 毎　週

13

夜勤専従グループホーム介護員／
ニチイケアセンター黒部

不問 パート労働者

株式会社　ニチイ学館　ヘルスケ
ア事業富山支店

 黒部市 他
2人

富山県富山市新富町１－１－１２
富山駅前ビル５階

076-442-2888 毎　週

12

菓子・パン販売店員（魚津店） 59歳以下 パート労働者
交替制あ
り

株式会社　フルールリブラン  魚津市 他
3人

富山県富山市上飯野１の１ 076-452-0188 毎　週

11

グループホーム介護員／ニチイケ
アセンター黒部

不問 パート労働者
変形
（1ヶ月

株式会社　ニチイ学館　ヘルスケ
ア事業富山支店

 黒部市 他
2人

富山県富山市新富町１－１－１２
富山駅前ビル５階

076-442-2888 なし

10

ホール・キッチン［カルビ大将／
黒部店］

不問 パート労働者
交替制あ
り

株式会社　アトム　東北営業本部  黒部市 他
2人

宮城県仙台市青葉区中央４丁目６
－１　ＳＳ３０ビル２７階

022-266-5802 その他

9

弁当、寿司、惣菜の調理、包装及
び陳列（バロー魚津店）

不問 パート労働者

中部フーズ　株式会社  魚津市 他
3人

岐阜県多治見市高根町４－２０番
地

0572-29-1610 毎　週

8

施設保守及び清掃 不問 パート労働者

入善里山観光開発株式会社（バー
デン明日）

 下新川郡入
善町

他
1人

富山県下新川郡入善町舟見１６７
７番地１

0765-78-2525 毎　週

7

風呂清掃及び雑務 不問 パート労働者

入善里山観光開発株式会社（バー
デン明日）

 下新川郡入
善町

他
1人

富山県下新川郡入善町舟見１６７
７番地１

0765-78-2525 毎　週
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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　　７月　５日～　７月　９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。

6人 その他の道路旅客運送業
(1)20時00分～3時00分 850円～850円

雇用期間の定めなし (2)20時00分～4時00分 0人 労災
なし

6人
16040- 3309811

6人 その他の道路旅客運送業
(1)20時00分～3時00分 1,000円～1,000円

雇用期間の定めなし (2)20時00分～4時00分 0人 労災
なし

6人
16040- 3310411

497人 その他の電気機械器具製造業

(1)5時00分～11時00分 1,000円～1,400円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 157人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　108,000円まで 24,852人

16040- 3312311
9人 旅館，ホテル

1,000円～1,250円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 5人 労災

実費支給（上限なし）
又は0時00分～23時59分 3,700人

17010-14711911
80人 その他の専門サービス業

(1)9時00分～17時00分 920円～920円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 70人 雇用・労災・健康・厚生

なし
270人

17080- 5199211
187人 一般乗用旅客自動車運送業

910円～910円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 17人 雇用・労災・健康・厚生

なし
又は5時55分～21時33分 496人

16010-12258911
7人 産業廃棄物処理業

950円～1,050円
雇用期間の定めなし 3人 雇用・労災・健康・厚生

なし
又は9時00分～16時00分 22人

16010-12335011
5人 老人福祉・介護事業

1,145円～1,345円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 5人 雇用・労災・健康・厚生

なし
又は7時00分～20時00分 87,237人

16010-12342411
4人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

(1)5時30分～11時30分 900円～1,200円
雇用期間の定めなし (2)15時00分～19時30分 3人 雇用・労災・健康・厚生

(3)12時00分～18時00分 実費支給（上限あり）
又は5時30分～19時30分 月額　10,000円まで 130人

16010-12366211
12人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

(1)5時30分～10時30分 920円～1,100円
雇用期間の定めなし (2)9時30分～13時30分 10人 雇用・労災

(3)15時00分～19時30分 実費支給（上限あり）
又は5時30分～19時30分 月額　10,000円まで 130人

16010-12370911
44人 老人福祉・介護事業

1,145円～1,345円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 39人 雇用・労災・健康・厚生

なし
又は7時00分～20時00分 87,237人

16010-12372711
44人 老人福祉・介護事業

1,035円～1,155円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 39人 労災

実費支給（上限なし）
又は9時00分～18時00分 87,237人

16010-12385311
5人 老人福祉・介護事業

1,035円～1,155円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 5人 労災

実費支給（上限なし）
又は9時00分～18時00分 87,237人

16010-12401711
3人 鮮魚小売業

850円～1,200円
雇用期間の定めなし 3人 雇用・労災

なし
又は7時00分～17時00分 1人

16020- 7634611
3人 鮮魚小売業

950円～1,200円
雇用期間の定めなし 3人 雇用・労災

なし
又は7時00分～17時00分 1人

16020- 7636111
1人 美容業

(1)9時00分～17時00分 850円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)9時00分～16時00分 0人 雇用・労災

(3)9時30分～17時00分 実費支給（上限あり）
月額　15,000円まで 42人
年2回（前年度実績）10,000円～50,000円 16020- 7651911

38

美容師（みょんみょん）【黒部
市】

不問 パート労働者

株式会社　マナーレ  黒部市 日祝他
1人

富山県高岡市野村４７４－１ 0766-25-0728 毎　週

37

鮮魚商品の販売・陳列（バロー魚
津店アップルヒル内）

不問 パート労働者

株式会社ＦＣＣ  魚津市 他
2人

富山県高岡市宮脇町１００３ 0766-27-6666 毎　週

36

パック詰、鮮魚加工（バロー魚津
店アップルヒル内）

不問 パート労働者

株式会社ＦＣＣ  魚津市 他
3人

富山県高岡市宮脇町１００３ 0766-27-6666 毎　週

35

家事代行スタッフ／ニチイケアセ
ンターとまり

不問 パート労働者

株式会社　ニチイ学館　ヘルスケ
ア事業富山支店

 下新川郡朝
日町

他
2人

富山県富山市新富町１－１－１２
富山駅前ビル５階

076-442-2888 その他

34

家事代行スタッフ／ニチイケアセ
ンター黒部

不問 パート労働者

株式会社　ニチイ学館　ヘルスケ
ア事業富山支店

 黒部市 他
1人

富山県富山市新富町１－１－１２
富山駅前ビル５階

076-442-2888 その他

33

訪問介護員／ニチイケアセンター
黒部

不問 パート労働者

株式会社　ニチイ学館　ヘルスケ
ア事業富山支店

 黒部市 他
2人

富山県富山市新富町１－１－１２
富山駅前ビル５階

076-442-2888 その他

32

ディライフ「魚津病院」事業所調
理員

64歳以下 パート労働者
交替制あ
り

株式会社　ディライフ  魚津市 他
3人

富山県富山市開６５３－１ 076-421-5712 毎　週

31

調理員（坂本記念病院） 64歳以下 パート労働者
交替制あ
り

株式会社　ディライフ  下新川郡入
善町

他
2人

富山県富山市開６５３－１ 076-421-5712 毎　週

30

訪問介護員／ニチイケアセンター
とまり

不問 パート労働者

株式会社　ニチイ学館　ヘルスケ
ア事業富山支店

 下新川郡朝
日町

他
2人

富山県富山市新富町１－１－１２
富山駅前ビル５階

076-442-2888 その他

29

事務職 59歳以下 パート労働者

有限会社　タイド産商  下新川郡入
善町

土日祝他
1人

富山県富山市小泉町１１ 076-421-6302 毎　週

28

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

富山地方鉄道　株式会社  黒部市 他
5人

富山県富山市桜町１丁目１番３６
号

076-432-5532 毎　週

27

シーツ交換業務 不問 パート労働者

株式会社　ダスキンヘルスケア北
陸

 黒部市 土日祝他
1人

石川県野々市市稲荷２丁目１７６
番地

076-246-8711 毎　週

26

ホテルフロントスタッフ　アパホ
テル〈魚津駅前〉

20歳以上 パート労働者

アパホテル　株式会社  魚津市 他
3人

石川県金沢市広岡１丁目９－２８ 076-232-8533 その他

25

プリント配線板の製造及び検査 不問 パート労働者

京セラ株式会社　富山入善工場  下新川郡入
善町

日祝他
10人

富山県下新川郡入善町入膳５６０
番地

0765-74-2811 毎　週

24

代行運転手【二種免許必須】 18歳以上 パート労働者

相木代行  魚津市 他
3人

富山県魚津市相木１０１７－１ 090-1391-
7227

毎　週

23

代行運転手【普通自動車免許】 18歳以上 パート労働者

相木代行  魚津市 他
1人

富山県魚津市相木１０１７－１ 090-1391-
7227

毎　週
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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　　７月　５日～　７月　９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。

5人 老人福祉・介護事業
850円～1,500円

雇用期間の定めなし 5人 労災
実費支給（上限あり）

又は7時00分～20時00分 月額　5,000円まで 16人
16040- 3261211

11人 老人福祉・介護事業
850円～1,500円

雇用期間の定めなし 11人 労災
実費支給（上限あり）

又は8時00分～18時00分 月額　10,000円まで 16人
16040- 3262511

11人 老人福祉・介護事業
850円～1,000円

雇用期間の定めなし 11人 労災
実費支給（上限あり）

又は8時00分～18時00分 月額　10,000円まで 16人
16040- 3263411

11人 老人福祉・介護事業
1,200円～2,000円

雇用期間の定めなし 11人 労災
実費支給（上限あり）

又は8時00分～18時00分 月額　10,000円まで 16人
16040- 3264011

11人 老人福祉・介護事業
(1)17時00分～9時00分 967円～1,090円

雇用期間の定めなし 11人 雇用・労災
実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 16人

16040- 3266611
12人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

950円～1,100円
雇用期間の定めなし 6人 労災

実費支給（上限なし）
又は14時00分～23時00分 115人

16040- 3274611
4人 電気工事業

1,000円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 0人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
又は8時00分～15時00分 月額　5,000円まで 4人

16040- 3278811
62人 老人福祉・介護事業

(1)9時00分～13時00分 1,030円～1,030円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 54人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
月額　55,000円まで 196人
年2回（前年度実績）10,000円～10,000円 16040- 3279211

46

介護職【デイサービスセンター】 不問 パート労働者

社会福祉法人緑寿会　特別養護老
人ホーム　越之湖

 黒部市 日他
1人

富山県黒部市堀切１００２ 0765-57-3511 毎　週

45

一般事務 不問 パート労働者

ナカオ電工株式会社  魚津市 土日祝他
1人

富山県魚津市木下新３４１－２ 0765-31-6216 毎　週

44

ホールスタッフ【焼肉ひろ亭／黒
部市】

不問 パート労働者

株式会社　ピーノ　コーポレー
ション

 黒部市 他
2人

富山県黒部市三日市２５２３－１ 0765-33-5037 その他

43

介護【夜勤専従】 18歳以上 パート労働者
変形
（1ヶ月

とわ　合同会社  魚津市 他
4人

富山県魚津市相木４９７－１ 0765-22-8508 毎　週

42

正看護師 不問 パート労働者

とわ　合同会社  下新川郡入
善町

日他
2人

富山県魚津市相木４９７－１ 0765-22-8508 毎　週

41

介護員【資格なし】 不問 パート労働者

とわ　合同会社  下新川郡入
善町

他
2人

富山県魚津市相木４９７－１ 0765-22-8508 毎　週

40

介護員【資格有り】 不問 パート労働者

とわ　合同会社  下新川郡入
善町

他
8人

富山県魚津市相木４９７－１ 0765-22-8508 毎　週

39

訪問介護 不問 パート労働者

とわ　合同会社  魚津市 日他
4人

富山県魚津市相木４９７－１ 0765-22-8508 毎　週

　「看護職・介護職を対象とした出張相談会」を開催しています！
 「看護」、「介護・福祉」に関する資格を持ちながら、実際の仕事は未経験の方、過去に経験があるものの、ブランクがあって職場復帰をためらっておられる方、

  その他業務に必要な資格や職場の実態などについて関心のある方などを対象に、専門の相談員をお招きして、定期的に相談会を開催しています。

　○看護職の就業支援相談　　　［原則　毎月第２水曜日］

  日　 時      ７月１４日（水） 午前１０時～午後４時

 ◆お問合せ先：公益社団法人　富山県看護協会
　 富山県ナースセンター（ＴＥＬ０７６－４３３－５２５１）

　○福祉・介護のお仕事相談コーナー ［原則　毎月第１・３水曜日］

  日　 時      ７月２１日（水） 午前９時３０分～午前１２時００分
　

 ◆お問合せ先：社会福祉法人　富山県社会福祉協議会
　 富山県健康・福祉人材センター（ＴＥＬ０７６－４３２－６１５６）

　　　　　　　　　　　　 ・お問い合わせは、ハローワーク魚津 受付・職業相談窓口まで　電話０７６５－２４－０３６５

会場はいずれもハローワーク魚津 です。
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