
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

雇用期間の定めなし 実費支給（上限なし） 6,759人 雇用・労災・健康・厚生・財形

拠出
新潟県長岡市中興野１８－２ 0258-66-6714 又は6時00分～22時00分の 毎　週 年2回（前年度実績） 15020-10709211

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

月額　40,000円まで
富山県富山市金屋２７１５－１０ 076-443-5455 その他 年2回（前年度実績） 16010-16362111

雇用期間の定めなし 一定額 3人 雇用・労災・健康・厚生
月額　5,000円まで

富山県富山市荒川２丁目１９－３ 076-482-4417 又は15時00分～1時00分の その他 年2回（前年度実績） 16010-16368011

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

富山県富山市総曲輪３丁目２－２ 076-423-5860 その他 年2回（前年度実績） 16010-16398711

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

富山県富山市総曲輪３丁目２－２ 076-423-5860 その他 年2回（前年度実績） 16010-16401111

(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） 25人 公災・健康・厚生

月額　55,000円まで
富山県富山市新総曲輪１－７ 076-431-4111 毎　週 年2回（前年度実績） 16010-16407011

(1)8時00分～16時50分
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)21時00分～5時50分 実費支給（上限なし） 0人 雇用・労災・健康・厚生

富山県富山市新桜町４－２８　朝 076-433-8434 毎　週 16010-16468911

(1)8時10分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 93人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　20,000円まで
富山県下新川郡朝日町大家庄３５ 0765-82-1740 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4278911

(1)8時10分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 93人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　20,000円まで
富山県下新川郡朝日町大家庄３５ 0765-82-1740 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4280211

(1)8時00分～16時00分
雇用期間の定めなし (2)16時00分～0時00分 実費支給（上限あり） 93人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)0時00分～8時00分 月額　20,000円まで
富山県下新川郡朝日町大家庄３５ 0765-82-1740 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4281511

(1)8時00分～16時00分
雇用期間の定めなし (2)16時00分～0時00分 実費支給（上限あり） 93人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)0時00分～8時00分 月額　20,000円まで
富山県下新川郡朝日町大家庄３５ 0765-82-1740 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4282411

(1)8時10分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 93人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　20,000円まで
富山県下新川郡朝日町大家庄３５ 0765-82-1740 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4283011

雇用期間の定めなし 実費支給（上限なし） 2人 雇用・労災・健康・厚生

富山県魚津市吉島２丁目５－１７ 0765-22-8648 又は6時30分～19時00分の その他 年2回（前年度実績） 16040- 4284311

(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） 4人 雇用・労災・健康・厚生

月額　22,500円まで 拠出
富山県黒部市新牧野１０３番地 0765-54-5880 その他 16040- 4285611

(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） 112人 雇用・労災・健康・厚生

月額　50,000円まで
富山県下新川郡入善町上野２８０ 0765-74-0800 毎　週 年2回（前年度実績） 16040- 4286911

(1)7時50分～17時00分
雇用期間の定めなし なし 1人 雇用・労災・健康・厚生

厚生
富山県魚津市本新町５－６ 0765-24-4343 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4288711

(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） 3人 雇用・労災・健康・厚生

月額　10,000円まで
富山県魚津市江口４０５番地 0765-24-7755 その他 年2回（前年度実績）100,000円～250,000円 16040- 4290411

(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

富山県魚津市三ケ２２７ 0765-22-8611 毎　週 年2回（前年度実績） 16040- 4293611

(1)7時45分～16時45分
雇用期間の定めなし (2)8時45分～17時45分 実費支給（上限あり） 76人 雇用・労災・健康・厚生

(3)9時45分～18時45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- 4296711

(1)10時00分～19時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 5人 雇用・労災・健康・厚生

月額　25,000円まで
石川県七尾市神明町１番地 0767-52-7177 その他 年2回（前年度実績） 17030- 2533711

8,828人 各種食料品小売業

株式会社　原信（アクシアルリテ
イリンググループ）

 魚津市　他 他
2人 9,379人

【先週１週間　　８月　３０日　～　９月　３日に受理】

賃金

通勤手当

賞与（前年度実績）

4人 写真機・時計・眼鏡小売
業

株式会社　メガネのハラダ  魚津市　他 他
1人 200人

4人 労働者派遣業

株式会社　ビート　北陸支店  下新川郡入善
町

土日祝他
1人 200人

1

販売職（富山） 59歳以下 正社員
交替制あ

り
161,720円～235,510円

5人 酒場，ビヤホール

株式会社　Ｐ・Ｍ・Ｃ  魚津市　他 他
16人 28人

3

ホールスタッフ（調理補助含む） 18歳以上 正社員
変形

（1ヶ月
205,000円～300,000円

32人 警備業

富山県綜合警備保障　株式会社  魚津市 他
1人 760人

2

機動隊員（魚津営業所） 18歳～40歳 正社員
変形

（1ヶ月
163,335円～206,580円

5

店頭販売（滑川店、魚津店、黒部
店）

64歳以下 正社員
変形

（1ヶ月
185,000円～300,000円

4人 写真機・時計・眼鏡小売
業

株式会社　メガネのハラダ  魚津市　他 他
1人 200人

4

メガネアドバイザー（滑川店、魚
津店、黒部店）

64歳以下 正社員
変形

（1ヶ月
280,000円～350,000円

7

自動車部品の機械オペレーター・
製品検査

不問 有期雇用派遣労働者
交替制あ

り
238,514円～238,514円

89人 都道府県機関

富山県庁  魚津市 土日祝
1人 15,384人

6

農業土木（産育休代替職員　新川
農林振興センター）

不問 正社員以外 150,600円～182,200円

183人 電子デバイス製造業

朝日電子　株式会社  下新川郡朝日
町

日祝他
1人 195人

9

製品の検査 44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

151,000円～151,000円

183人 電子デバイス製造業

朝日電子　株式会社  下新川郡朝日
町

日祝他
1人 195人

8

発送事務 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

151,000円～151,000円

183人 電子デバイス製造業

朝日電子　株式会社  下新川郡朝日
町

日祝他
2人 195人

11

製造スタッフ 44歳以下 正社員
交替制あ

り
180,884円～180,884円

183人 電子デバイス製造業

朝日電子　株式会社  下新川郡朝日
町

他
2人 195人

10

製造スタッフ（４班３交替） 44歳以下 正社員
交替制あ

り
200,374円～204,374円

60人 警備業

株式会社　パトロード富山　新川
支社

 魚津市 他
1人 303人

13

本部スタッフ（業務管理） 35歳以下 正社員
変形（1
年単位）

240,358円～256,934円

183人 電子デバイス製造業

朝日電子　株式会社  下新川郡朝日
町

日祝他
1人 195人

12

納期管理業務 44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

161,000円～161,000円

137人 老人福祉・介護事業

社会福祉法人　おあしす新川  下新川郡入善
町

他
1人 137人

15

事務職 40歳以下 正社員 157,300円～177,300円

30人 電気工事業

株式会社　中西電気  黒部市 日他
1人 88人

14

電気技術者 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

171,600円～264,000円

10人 土木工事業（舗装工事業
を除く）

株式会社　清河工業  魚津市 日祝他
1人 10人

17

一般事務 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

153,000円～170,000円

6人 電気工事業

吉崎電設　株式会社  魚津市 日祝他
1人 6人

16

電気設備工事補助 不問 正社員
変形（1
年単位）

150,000円～200,000円

104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

 黒部市 他
2人 132人

19

介護員（グループホーム） 61歳以下 正社員
交替制あ

り
157,300円～185,000円

22人 金属加工機械製造業

株式会社　桜井工業  魚津市 土日他
1人 66人

18

事務員 44歳以下 正社員 147,000円～163,800円

8人 他に分類されない小売業

株式会社　ホクジョー  魚津市 他
2人 51人

20

ａｕショップスタッフ／魚津アッ
プルヒル店

45歳以下 正社員 210,000円～250,000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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℡ 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。
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◎ 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。

(1)9時00分～18時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 実費支給（上限あり） 9人 雇用・労災・健康・厚生

月額　100,000円まで
愛知県小牧市大字三ツ渕惣作１３ 0120-789-635 その他 年2回（前年度実績）0円～50,000円 23170-10491211

(1)8時00分～18時00分
雇用期間の定めなし (2)8時00分～16時00分 実費支給（上限なし） 6人 雇用・労災・健康・厚生・財形・その他

大阪府大阪市中央区本町２丁目２ 06-6263-2111 毎　週 年2回（前年度実績） 27010-43580511

(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（上限なし） 6人 雇用・労災・健康・厚生・財形・その他

大阪府大阪市中央区本町２丁目２ 06-6263-2111 毎　週 年2回（前年度実績） 27010-43582011

(1)8時15分～17時15分
雇用期間の定めなし (2)7時30分～16時30分 実費支給（上限あり） 0人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)8時00分～12時00分 月額　50,000円まで
兵庫県西宮市池田町９番７号　フ 0798-32-8360 その他 年2回（前年度実績） 28040-12116311

(1)8時45分～18時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限あり） 630人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　17,500円まで
新潟県新潟市南区清水４５０１番 025-371-4115 その他 年2回（前年度実績） 15070- 9816411

(1)8時45分～18時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限あり） 630人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　17,500円まで
新潟県新潟市南区清水４５０１番 025-371-4115 その他 年2回（前年度実績） 15070- 9817011

(1)8時45分～18時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限あり） 630人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　17,500円まで
新潟県新潟市南区清水４５０１番 025-371-4115 その他 年2回（前年度実績） 15070- 9818311

(1)8時45分～18時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限あり） 630人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　17,500円まで
新潟県新潟市南区清水４５０１番 025-371-4115 その他 年2回（前年度実績） 15070- 9819611

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

月額　16,000円まで
富山県黒部市吉田１０７４ 0765-56-8000 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4243911

(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） 9人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　50,000円まで
富山県黒部市前沢４３７１ 0765-52-3131 その他 年3回（前年度実績） 16040- 4244111

(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） 1人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　7,000円まで
富山県魚津市相木２８４－１ 0765-22-0063 その他 年2回（前年度実績）100,000円～ 16040- 4245711

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし (2)10時00分～15時00分 実費支給（上限あり） 32人 雇用・労災・健康・厚生

月額　50,000円まで
富山県下新川郡朝日町草野２７１ 0765-82-1100 毎　週 年2回（前年度実績） 16040- 4247211

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし (2)10時00分～15時00分 実費支給（上限あり） 32人 雇用・労災・健康・厚生

月額　50,000円まで
富山県下新川郡朝日町草野２７１ 0765-82-1100 毎　週 年2回（前年度実績） 16040- 4248511

(1)8時20分～17時00分
雇用期間の定めなし (2)16時20分～1時00分 実費支給（上限あり） 19人 雇用・労災・健康・厚生

(3)0時20分～9時00分 日額　250円まで
富山県黒部市新町１１０番地甲ー 0765-52-1330 毎　週 年2回（前年度実績） 16040- 4249411

(1)7時00分～16時00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

月額　15,000円まで
富山県魚津市北中５５０－１ 0765-22-2352 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4253711

(1)8時40分～17時20分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 34人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　100,000円まで 給付
富山県下新川郡入善町下上野４０ 0765-74-7220 毎　週 年2回（前年度実績） 16040- 4254811

(1)8時40分～21時00分
雇用期間の定めなし (2)20時40分～9時00分 実費支給（上限あり） 34人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　100,000円まで 給付
富山県下新川郡入善町下上野４０ 0765-74-7220 毎　週 年2回（前年度実績） 16040- 4255211

(1)8時00分～16時50分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)21時00分～5時00分 実費支給（上限あり） 0人 雇用・労災・健康・厚生

月額　14,000円まで
富山県下新川郡入善町入膳７８３ 0765-74-1136 毎　週 16040- 4257411

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)20時00分～5時00分 実費支給（上限あり） 2人 雇用・労災・健康・厚生

月額　14,000円まで
富山県下新川郡入善町入膳７８３ 0765-74-1136 その他 16040- 4258011

(1)8時00分～16時45分
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)20時00分～4時45分 実費支給（上限あり） 20人 雇用・労災・健康・厚生

月額　14,000円まで
富山県下新川郡入善町入膳７８３ 0765-74-1136 その他 16040- 4259311

46人 一般貨物自動車運送業

佐川急便株式会社  黒部市 他
1人 58,527人

21

【急募】軽四セールスドライバー
職／黒部営業所

不問 正社員以外
変形

（1ヶ月
197,800円～197,800円

7人 医薬品・化粧品小売業

株式会社　サエラファーマシーズ  魚津市 日祝他
1人 400人

23

薬剤師（すみれ薬局　魚津店） 59歳以下 正社員
変形

（1ヶ月
250,000円～450,000円

6人 医薬品・化粧品小売業

株式会社　サエラファーマシーズ  黒部市 日祝他
1人 400人

22

薬剤師（サエラ薬局　黒部店） 59歳以下 正社員
変形

（1ヶ月
250,000円～450,000円

1,070人 他に分類されない小売業

株式会社　コメリ  下新川郡朝日
町

他
1人 11,740人

25

農業アドバイザー（農業資材の営
業および営農指導・相談対応

不問 正社員以外
変形

（1ヶ月
176,000円～200,000円

8人 建物サービス業

株式会社日本管財環境サービス  黒部市 日祝他
1人 1,437人

24

施設運転作業員（富山県黒部市） 59歳以下 正社員
変形

（1ヶ月
180,000円～240,000円

1,070人 他に分類されない小売業

株式会社　コメリ  下新川郡入善
町

他
1人 11,740人

27

農業アドバイザー（農業資材の営
業および営農指導・相談対応

不問 正社員以外
変形

（1ヶ月
176,000円～200,000円

1,070人 他に分類されない小売業

株式会社　コメリ  黒部市 他
1人 11,740人

26

農業アドバイザー（農業資材の営
業および営農指導・相談対応

不問 正社員以外
変形

（1ヶ月
176,000円～200,000円

10人 一般廃棄物処理業

有限会社　黒部清掃公社  黒部市 日他
1人 10人

29

運転手及び作業員 59歳以下 正社員 198,000円～270,000円

1,070人 他に分類されない小売業

株式会社　コメリ  魚津市 他
1人 11,740人

28

農業アドバイザー（農業資材の営
業および営農指導・相談対応

不問 正社員以外
変形

（1ヶ月
176,000円～200,000円

4人 自動車整備業

有限会社　小西モータース　（新
車市場　魚津店）

 魚津市 日祝他
2人 4人

31

自動車整備士 不問 正社員
変形（1
年単位）

155,250円～258,000円

15人 プラスチック板・棒・
管・継手・異形押出製品

株式会社　トヨックス  黒部市 日祝他
1人 336人

30

ホース製造業務【宇奈月工場】 32歳以下 正社員
変形（1
年単位）

200,000円～240,000円

115人 その他のはん用機械・同
部分品製造業

株式会社ＴＳＳ　朝日工場  下新川郡朝日
町

土日祝他
2人 138人

33

電気設計業務 59歳以下 正社員
フレック

ス
220,000円～350,000円

115人 その他のはん用機械・同
部分品製造業

株式会社ＴＳＳ　朝日工場  下新川郡朝日
町

土日祝他
2人 138人

32

機械設計業務 59歳以下 正社員
フレック

ス
200,000円～350,000円

57人 洗濯業

有限会社　重松  魚津市 日他
2人 70人

35

運転配達員（ワゴン車） 44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

192,000円～220,000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 258人

34

アルミ加工・部品付作業（ＹＫＫ
ＡＰ（株）荻生製造所）

59歳以下 正社員
交替制あ

り
170,000円～200,000円

224人 プラスチックフィルム・
シート・床材・合成皮革

株式会社サンリッツ  下新川郡入善
町

他
2人 224人

37

工場内製造作業（二交替） 35歳以下 正社員
変形

（1ヶ月
162,500円～216,400円

224人 プラスチックフィルム・
シート・床材・合成皮革

株式会社サンリッツ  下新川郡入善
町

日祝他
1人 224人

36

偏光板検査員 35歳以下 正社員 162,500円～216,400円

2人 労働者派遣業

株式会社アイティ興産  下新川郡入善
町

日他
2人 105人

39

自動車部品（枠ゴム）溶着成形 不問 有期雇用派遣労働者
変形（1
年単位）

184,000円～192,000円

4人 労働者派遣業

株式会社アイティ興産  下新川郡入善
町

土日祝他
1人 105人

38

車載部品検査、箱詰業務 18歳以上 有期雇用派遣労働者
交替制あ

り
211,410円～227,070円

50人 労働者派遣業

株式会社アイティ興産  下新川郡朝日
町

日他
3人 105人

40

電子部品製造オペレーター 不問 有期雇用派遣労働者
交替制あ

り
184,000円～192,000円

2／19ページ



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　　８月　３０日　～　９月　３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。

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)17時00分～2時00分 実費支給（上限あり） 14人 雇用・労災・健康・厚生

月額　14,000円まで
富山県下新川郡入善町入膳７８３ 0765-74-1136 その他 16040- 4260111

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)17時00分～2時00分 実費支給（上限あり） 14人 雇用・労災・健康・厚生

月額　14,000円まで
富山県下新川郡入善町入膳７８３ 0765-74-1136 その他 16040- 4261711

(1)6時00分～15時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)15時00分～0時00分 実費支給（上限あり） 0人 雇用・労災・健康・厚生

月額　14,000円まで
富山県下新川郡入善町入膳７８３ 0765-74-1136 その他 16040- 4262811

(1)8時00分～18時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 5人 雇用・労災・健康・厚生

月額　6,200円まで
富山県下新川郡入善町入膳７８３ 0765-74-1136 その他 年2回（前年度実績）200,000円～300,000円 16040- 4263211

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)20時00分～5時00分 実費支給（上限あり） 2人 雇用・労災・健康・厚生

月額　14,000円まで
富山県下新川郡入善町入膳７８３ 0765-74-1136 毎　週 16040- 4264511

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

月額　14,000円まで
富山県下新川郡入善町入膳７８３ 0765-74-1136 毎　週 16040- 4265411

(1)9時00分～19時00分
雇用期間の定めなし (2)9時00分～12時30分 一定額 5人 雇用・労災・健康・厚生

(3)9時00分～18時00分 月額　5,000円まで 厚生
富山県下新川郡朝日町道下９６２ 0765-83-8550 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4266011

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
月額　15,000円まで

富山県魚津市上村木１－１１－８ 0765-22-1255 又は9時00分～19時00分の 毎　週 16040- 4267311

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
月額　15,000円まで

富山県魚津市上村木１－１１－８ 0765-22-1255 又は9時00分～19時00分の 毎　週 16040- 4273511

(1)7時00分～15時30分
雇用期間の定めなし (2)8時30分～17時00分 実費支給（上限あり） 32人 雇用・労災・健康・厚生

(3)9時00分～17時30分 月額　31,600円まで
富山県魚津市吉島７２９ 0765-22-0802 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4274411

(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（上限あり） 32人 雇用・労災・健康・厚生

月額　13,400円まで
富山県魚津市吉島７２９ 0765-22-0802 毎　週 年2回（前年度実績） 16040- 4275011

(1)8時45分～19時15分
雇用期間の定めなし (2)19時00分～9時00分 実費支給（上限あり） 12人 雇用・労災・健康・厚生

月額　45,000円まで 拠出
三重県四日市市鵜の森１－４－２ 059-351-3416 その他 年2回（前年度実績） 24010- 9499211

(1)19時00分～9時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)22時00分～8時00分 実費支給（上限あり） 11人 雇用・労災・健康・厚生

月額　45,000円まで
三重県四日市市鵜の森１－４－２ 059-351-3416 その他 24010- 9500111

(1)5時00分～21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　20,000円まで
富山県富山市下新町８－１６　自 076-433-3988 その他 年2回（前年度実績）100,000円～500,000円 16010-15815011

(1)22時00分～8時00分
雇用期間の定めなし (2)7時30分～16時30分 実費支給（上限あり） 14人 雇用・労災・健康・厚生

(3)10時00分～19時00分 月額　20,000円まで
富山県富山市水橋中村町２５１番 076-479-9701 毎　週 年2回（前年度実績） 16010-15856411

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

月額　35,000円まで
富山県富山市千歳町１－６－１８ 076-444-0633 毎　週 年2回（前年度実績） 16010-15915111

(1)7時30分～16時30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

月額　35,000円まで
富山県富山市千歳町１－６－１８ 076-444-0633 毎　週 年2回（前年度実績） 16010-15917811

(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 雇用・労災・健康・厚生

月額　30,000円まで
富山県富山市山王町４番５号 076-420-8133 その他 16010-15955911

(1)6時35分～15時35分
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)16時40分～1時40分 実費支給（上限あり） 7人 雇用・労災・健康・厚生

月額　100,000円まで
富山県富山市新桜町４－２８　朝 076-471-7061 毎　週 16010-15982811

(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） 0人 雇用・労災・健康・厚生

月額　10,000円まで
富山県高岡市大坪町３丁目７－４ 0766-24-8413 毎　週 16020- 9661911

20人 労働者派遣業

株式会社アイティ興産  黒部市 日他
2人 105人

41

車の部品（ドア枠）ゴムの検査・
加工（黒部）

不問 有期雇用派遣労働者
変形（1
年単位）

160,000円～160,000円

3人 労働者派遣業

株式会社アイティ興産  下新川郡朝日
町

日他
2人 105人

43

飲料製造のオペレーター業務 不問 有期雇用派遣労働者
交替制あ

り
210,000円～218,400円

20人 労働者派遣業

株式会社アイティ興産  黒部市 日他
2人 105人

42

車ドア（枠ゴム）部品溶着成形 不問 有期雇用派遣労働者
変形（1
年単位）

184,000円～192,000円

6人 労働者派遣業

株式会社アイティ興産  下新川郡入善
町

土日祝他
2人 105人

45

砂型成形業務 18歳以上 有期雇用派遣労働者
交替制あ

り
176,180円～176,180円

10人 労働者派遣業

株式会社アイティ興産  下新川郡入善
町

日他
1人 105人

44

派遣会社の労務管理 44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

200,000円～250,000円

5人 歯科診療所

弥忠田歯科医院  下新川郡朝日
町

日祝
1人 5人

47

歯科衛生士 59歳以下 正社員 145,000円～290,000円

0人 労働者派遣業

株式会社アイティ興産  魚津市 土日他
5人 105人

46

電子部品の組立 不問 有期雇用派遣労働者 176,000円～184,000円

0人 歯科診療所

山口歯科医院  魚津市 他
2人 0人

49

歯科助手 35歳以下 正社員 150,000円～200,000円

0人 歯科診療所

山口歯科医院  魚津市 他
2人 0人

48

歯科衛生士 40歳以下 正社員 220,000円～270,000円

34人 児童福祉事業

社会福祉法人　吉島保育園  魚津市 土日祝他
1人 34人

51

看護師 不問 正社員以外 165,000円～240,000円

34人 児童福祉事業

社会福祉法人　吉島保育園  魚津市 日祝他
2人 34人

50

保育士 59歳以下 正社員
交替制あ

り
164,800円～230,000円

16人 旅館，ホテル

株式会社　グリーンズ  魚津市 他
1人 2,201人

53

ナイトフロント（ベストイン魚
津）

18歳以上 正社員以外
変形

（1ヶ月
210,000円～250,000円

19人 旅館，ホテル

株式会社　グリーンズ  魚津市 他
1人 2,201人

52

ホテルフロント（ベストイン魚
津）

18歳～59歳 正社員
変形

（1ヶ月
173,800円～233,000円

16人 その他の専門サービス業

有限会社　北陸ケアサービス  下新川郡入善
町

他
3人 26人

55

介護職社員（グループホーム春日
の郷）

59歳以下 正社員
変形

（1ヶ月
192,000円～260,000円

8人 食堂，レストラン（専門
料理店を除く）

株式会社　北陸厚生  黒部市 他
3人 60人

54

調理、調理補助、清掃、雑務、賄
い業務全般

66歳以下 正社員
変形

（1ヶ月
191,000円～251,000円

22人 その他の飲食料品小売業

株式会社　東洋食品　北陸事業部  魚津市 土日祝他
2人 14,225人

57

調理社員（魚津市学校給食セン
ター）

59歳以下 正社員 160,000円～250,000円

24人 その他の飲食料品小売業

株式会社　東洋食品　北陸事業部  魚津市 土日祝他
1人 14,225人

56

調理社員（魚津市学校給食セン
ター）

59歳以下 正社員 180,000円～250,000円

56人 職業紹介業

日総工産　株式会社　富山サテラ
イト

 黒部市 土日祝
5人 15,000人

59

住宅用の浴室ドアの組立・梱包な
ど

不問 正社員以外
交替制あ

り
193,920円～193,920円

4人 自動車小売業

株式会社　北信タイヤサービス  魚津市 日祝他
1人 40人

58

自動車用タイヤ及び用品の販売、
メンテナンス作業

40歳以下 正社員
変形

（1ヶ月
160,000円～230,000円

2人 労働者派遣業

株式会社　ステップ  黒部市 土日祝
1人 80人

60

製品のカット及び梱包作業【ト
ヨックス】

不問 無期雇用派遣労働者 184,920円～209,040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　　８月　３０日　～　９月　３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。

(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） 3人 雇用・労災・健康・厚生

富山県黒部市犬山２９０ 0765-52-1768 その他 年2回（前年度実績）300,000円～1,000,000円 16040- 3932611

(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

富山県黒部市犬山２９０ 0765-52-1768 その他 年2回（前年度実績）300,000円～1,000,000円 16040- 3933911

(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） 15人 雇用・労災・健康・厚生

月額　20,000円まで
富山県魚津市吉野６７５ 0765-24-7222 その他 年2回（前年度実績） 16040- 3934111

(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） 15人 雇用・労災・健康・厚生

月額　20,000円まで
富山県魚津市吉野６７５ 0765-24-7222 その他 年2回（前年度実績） 16040- 3935711

(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） 15人 雇用・労災・健康・厚生

月額　20,000円まで
富山県魚津市吉野６７５ 0765-24-7222 その他 年2回（前年度実績） 16040- 3937211

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし なし 1人 雇用・労災・健康・厚生・財形

富山県下新川郡朝日町大家庄３１ 0765-82-0560 その他 年2回（前年度実績）0円～200,000円 16040- 3938511

(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） 28人 雇用・労災・健康・厚生

富山県魚津市友道１１５３－１ 0765-24-6666 その他 年2回（前年度実績） 16040- 3939411

(1)7時30分～16時30分
雇用期間の定めなし なし 1人 雇用・労災・健康・厚生・財形

富山県下新川郡朝日町三枚橋６番 0765-83-3011 その他 年2回（前年度実績）0円～400,000円 16040- 3940611

(1)7時45分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 4人 雇用・労災・健康・厚生

月額　7,200円まで
富山県黒部市沓掛字道上割３２５ 0765-54-2100 その他 年2回（前年度実績） 16040- 3941911

(1)8時20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

富山県黒部市飯沢４４４ 0765-57-1188 毎　週 年2回（前年度実績） 16040- 3942111

(1)7時30分～16時30分
雇用期間の定めなし なし 2人 雇用・労災・健康・厚生・財形

富山県下新川郡朝日町三枚橋６番 0765-83-3011 その他 年2回（前年度実績）0円～400,000円 16040- 3943711

(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） 2人 雇用・労災・健康・厚生

月額　15,000円まで
富山県黒部市沓掛４３５９－２ 0765-52-2819 その他 年2回（前年度実績） 16040- 3945211

(1)8時00分～17時10分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 5人 雇用・労災・健康・厚生

月額　10,000円まで
富山県黒部市植木７５８－２ 0765-52-1636 その他 年2回（前年度実績） 16040- 3947411

(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） 2人 雇用・労災・健康・厚生

月額　15,000円まで
富山県黒部市沓掛４３５９－２ 0765-52-2819 その他 年2回（前年度実績） 16040- 3948011

(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） 2人 雇用・労災・健康・厚生

月額　15,000円まで
富山県黒部市沓掛４３５９－２ 0765-52-2819 その他 年2回（前年度実績） 16040- 3949311

(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） 5人 雇用・労災・健康・厚生

月額　10,000円まで
富山県黒部市阿弥陀堂１１７ 0765-58-1235 毎　週 年2回（前年度実績）200,000円～200,000円 16040- 3950111

(1)0時00分～6時00分
雇用期間の定めなし (2)1時30分～7時00分 実費支給（上限あり） 1人 雇用・労災

月額　10,000円まで
富山県魚津市諏訪町１２－８ 0765-22-2371 その他 16040- 3951711

(1)8時15分～17時15分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 5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１３３ 0765-74-8118 毎　週 年2回（前年度実績） 16040- 3954511

(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１３３ 0765-74-8118 毎　週 年2回（前年度実績） 16040- 3955411

(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） 2人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　10,000円まで
富山県下新川郡朝日町道下８４７ 0765-83-9558 その他 16040- 3956011

14人 建築工事業（木造建築工
事業を除く）

宮崎建設　株式会社  黒部市 日他
1人 14人

61

土木技術職 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

250,000円～350,000円

68人 金属加工機械製造業

アイティオ　株式会社  魚津市 日他
1人 68人

63

機械工（旋盤・研削・フライス・
ワイヤー放電加工・ＭＣ等）

59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

157,600円～250,000円

4人 建築工事業（木造建築工
事業を除く）

宮崎建設　株式会社  黒部市 日他
1人 14人

62

建築技術職 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

300,000円～400,000円

68人 金属加工機械製造業

アイティオ　株式会社  魚津市 日他
1人 68人

65

金型・機械設計 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

157,600円～300,000円

68人 金属加工機械製造業

アイティオ　株式会社  魚津市 日他
1人 68人

64

ＮＣ機用プログラマー 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

157,600円～300,000円

48人 水産食料品製造業

有限会社　尾崎商会（尾崎かまぼ
こ館）

 魚津市 他
2人 48人

67

事務 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

148,000円～155,000円

8人 一般土木建築工事業

有限会社　河内組  下新川郡朝日
町

日他
1人 8人

66

普通作業員 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

179,000円～300,000円

19人 板金・金物工事業

株式会社　経塚組  黒部市 日他
1人 19人

69

建築板金工・塗装工 40歳以下 正社員
変形

（1ヶ月
180,000円～270,000円

9人 一般土木建築工事業

小川建設工業　株式会社  下新川郡朝日
町

日他
1人 84人

68

重機オペレーター 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

198,000円～300,000円

26人 一般貨物自動車運送業

株式会社　婦中運輸  下新川郡朝日
町

日他
1人 26人

71

大型車運転手（コンクリートミキ
サー車）

64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

212,000円～300,000円

30人 金属素形材製品製造業

有限会社　岡島建材  黒部市 土日他
2人 43人

70

部品付 64歳以下 正社員 150,880円～213,200円

25人 木造建築工事業

平野工務店　株式会社  黒部市 日他
1人 25人

73

工事現場管理者 35歳以下 正社員
変形（1
年単位）

220,000円～300,000円

20人 機械修理業（電気機械器
具を除く）

株式会社　黒部重機  黒部市 日祝他
1人 20人

72

建設機械の整備と販売 44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

220,000円～323,000円

20人 機械修理業（電気機械器
具を除く）

株式会社　黒部重機  黒部市 日祝他
1人 20人

75

公共工事及び機械オペレーター 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

270,000円～323,000円

20人 機械修理業（電気機械器
具を除く）

株式会社　黒部重機  黒部市 日祝他
1人 20人

74

公共工事と一般土木 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

230,000円～348,000円

22人 海面漁業

高峯定置網組合  魚津市 日祝他
3人 22人

77

漁師 18歳以上 正社員 160,000円～220,000円

8人 家具・建具・畳小売業

有限会社　エコ・ライフ・サポー
ト

 黒部市 土日他
1人 8人

76

ネット出品・回収買い取り補助 不問 正社員 168,000円～201,600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

79

看護師 59歳以下 正社員 190,000円～190,000円

5人 老人福祉・介護事業

有限会社　愛語会  下新川郡入善
町

日他
1人 12人

78

介護職 59歳以下 正社員 154,100円～168,300円

6人 電子デバイス製造業

株式会社　テクノ・クレスト  下新川郡朝日
町

日祝他
1人 46人

80

機械設備の組立作業 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

200,000円～250,000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　　８月　３０日　～　９月　３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。

(1)7時00分～16時00分
雇用期間の定めなし (2)10時00分～19時00分 実費支給（上限あり） 83人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)18時00分～7時00分 月額　55,000円まで
富山県下新川郡朝日町泊　５５５ 0765-82-2200 その他 年2回（前年度実績） 16040- 3957311

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　10,000円まで

富山県下新川郡入善町荒又６０ 0765-72-0111 又は7時30分～19時30分の 毎　週 年2回（前年度実績）50,000円～700,000円 16040- 3958611

(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） 6人 雇用・労災・健康・厚生

富山県黒部市生地芦区２４７ 0765-56-8163 その他 年3回（前年度実績） 16040- 3960711

(1)8時00分～16時50分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)21時00分～5時50分 実費支給（上限あり） 61人 雇用・労災・健康・厚生

月額　30,000円まで
富山県下新川郡入善町入膳２４５ 0765-72-5813 その他 年2回（前年度実績）0円～50,000円 16040- 3961811

(1)7時30分～16時30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

月額　10,000円まで
富山県黒部市荻生２５３８ 0765-57-2510 その他 年2回（前年度実績） 16040- 3962211

(1)7時30分～16時30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

月額　10,000円まで
富山県黒部市荻生２５３８ 0765-57-2510 その他 年2回（前年度実績） 16040- 3963511

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし (2)17時00分～10時00分 実費支給（上限あり） 13人 雇用・労災・健康・厚生

月額　10,000円まで
富山県魚津市本江１０３０番地 0765-22-8938 毎　週 年2回（前年度実績） 16040- 3964411

(1)9時30分～18時30分
雇用期間の定めなし (2)9時30分～18時00分 実費支給（上限あり） 4人 雇用・労災・健康・厚生

(3)10時00分～15時30分 月額　10,000円まで
富山県黒部市堀高４０－８ 0765-52-4786 その他 年2回（前年度実績） 16040- 3968911

(1)15時00分～1時00分
雇用期間の定めなし (2)17時00分～2時00分 なし 12人 雇用・労災・健康・厚生

(3)17時00分～3時00分
富山県魚津市本町２－１４－２８ 0765-22-1030 その他 年3回（前年度実績） 16040- 3970211

(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） 86人 雇用・公災・健康・厚生

月額　34,890円まで
富山県黒部市三日市１３０１ 0765-54-2111 毎　週 年2回（前年度実績） 16040- 3972411

(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） 2人 雇用・労災・健康・厚生

月額　10,000円まで
富山県魚津市吉島２－７０１－２ 0765-22-0688 その他 年2回（前年度実績） 16040- 3973011

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

富山県魚津市吉島２－７０１－２ 0765-22-0688 その他 年2回（前年度実績） 16040- 3974311

(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） 3人 雇用・労災・健康・厚生

月額　10,000円まで
富山県黒部市生地芦区２２ 0765-57-1215 その他 年3回（前年度実績） 16040- 3975611

(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） 7人 雇用・労災・健康・厚生

月額　16,100円まで
富山県黒部市前沢２４２０ 0765-56-5111 その他 16040- 3976911

(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） 5人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　20,000円まで
富山県下新川郡入善町古黒部３１ 0765-74-0222 その他 年2回（前年度実績） 16040- 3977111

(1)8時00分～16時50分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限あり） 7人 雇用・労災・健康・厚生

月額　20,000円まで
富山県黒部市沓掛６５０ 0765-57-3131 毎　週 16040- 3978711

(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） 5人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　20,000円まで
富山県下新川郡入善町古黒部３１ 0765-74-0222 その他 年2回（前年度実績） 16040- 3979811

(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） 24人 雇用・労災・健康・厚生

月額　20,000円まで
富山県下新川郡入善町上飯野２４ 0765-74-0373 その他 年2回（前年度実績） 16040- 3980411

(1)8時00分～16時45分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 27人 雇用・労災・健康・厚生

月額　20,000円まで
富山県下新川郡入善町椚山７６２ 0765-72-2498 その他 年2回（前年度実績） 16040- 3981011

(1)5時00分～14時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 11人 雇用・労災・健康・厚生

月額　8,000円まで 厚生
富山県魚津市港町５－１８ 0765-22-0172 その他 16040- 3986711

119人 老人福祉・介護事業

社会福祉法人　有磯会  下新川郡朝日
町

他
5人 177人

81

介護職員 61歳以下 正社員
交替制あ

り
162,400円～255,700円

39人 計量器・測定器・分析機
器・試験機・測量機械器

川端鐵工　株式会社  黒部市 日他
1人 43人

83

製造 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

183,000円～303,000円

6人 燃料小売業

真岩石油　有限会社  下新川郡入善
町

他
2人 6人

82

ガソリンスタンド業務 不問 正社員
交替制あ

り
142,800円～151,200円

23人 一般土木建築工事業

株式会社　新川マリン  黒部市 日他
1人 23人

85

土木作業員 不問 正社員
変形（1
年単位）

200,000円～300,000円

406人 自動車・同附属品製造業

アイシン新和　株式会社  下新川郡入善
町

日他
5人 406人

84

生産オペレーター 不問 正社員以外
交替制あ

り
191,678円～223,624円

27人 老人福祉・介護事業

八光エステイト　有限会社  魚津市 他
2人 50人

87

介護職 18歳～64歳 正社員
交替制あ

り
150,000円～190,000円

23人 一般土木建築工事業

株式会社　新川マリン  黒部市 日他
1人 23人

86

土木技術者 不問 正社員
変形（1
年単位）

200,000円～350,000円

46人 一般乗用旅客自動車運送
業

株式会社　金閣自動車商会  魚津市 他
2人 46人

89

タクシードライバー 59歳以下 正社員
交替制あ

り
147,050円～173,000円

4人 その他の洗濯・理容・美
容・浴場業

株式会社　ピュア  黒部市 日他
1人 4人

88

美容スタッフ（幹部候補） 不問 正社員 165,000円～185,000円

8人 一般土木建築工事業

株式会社　大杉建設工業  魚津市 日祝他
1人 8人

91

建築設計・工事監理技術者 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

150,000円～300,000円

237人 市町村機関

黒部市社会福祉事務所 
（黒部市役所　市民福祉部）

 黒部市 土日祝他
1人 938人

90

介護支援専門員・社会福祉士・保
健師・看護師

不問 正社員以外 171,700円～182,200円

8人 その他の職別工事業

株式会社　紙屋ガラス建硝  黒部市 土日祝
1人 8人

93

サッシ取付・加工補助 35歳以下 正社員 178,200円～300,000円

5人 一般土木建築工事業

株式会社　大杉建設工業  魚津市 日祝他
1人 8人

92

建設作業員 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

184,800円～349,800円

31人 一般土木建築工事業

廣川建設工業　株式会社  下新川郡入善
町

日他
2人 31人

95

土木・舗装工事の施工管理（見習
い可）

64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

204,000円～340,000円

40人 一般産業用機械・装置製
造業

株式会社　エスケーテック  黒部市 日他
1人 40人

94

機械組立に伴う雑務 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

153,225円～161,170円

31人 一般土木建築工事業

廣川建設工業　株式会社  下新川郡入善
町

日他
1人 31人

97

建築工事の施工管理 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

230,000円～350,000円

40人 その他の金属製品製造業

新和工業株式会社  黒部市 土日他
1人 40人

96

機械加工 不問 正社員以外 182,791円～190,739円

76人 その他のはん用機械・同
部分品製造業

株式会社　双葉ダイス  下新川郡入善
町

日他
1人 76人

99

機械設計 35歳以下 正社員
変形（1
年単位）

160,000円～250,000円

28人 ガラス・同製品製造業

株式会社　佐藤アンプル製作所  下新川郡入善
町

日祝他
2人 28人

98

組立・検査・包装 44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

153,000円～193,000円

17人 農畜産物・水産物卸売業

株式会社　ハリタ冷蔵  魚津市 日他
1人 21人

100

ルートセールス員 45歳以下 正社員
変形（1
年単位）

230,000円～250,000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　　８月　３０日　～　９月　３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。

(1)8時00分～16時45分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 27人 雇用・労災・健康・厚生

月額　20,000円まで
富山県下新川郡入善町椚山７６２ 0765-72-2498 その他 年2回（前年度実績） 16040- 3987811

(1)8時00分～16時45分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 27人 雇用・労災・健康・厚生

月額　20,000円まで
富山県下新川郡入善町椚山７６２ 0765-72-2498 その他 年2回（前年度実績） 16040- 3989511

(1)7時50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　15,000円まで
富山県黒部市前沢２６９３ 0765-52-0359 その他 年1回（前年度実績） 16040- 3990311

(1)7時50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　15,000円まで
富山県黒部市前沢２６９３ 0765-52-0359 その他 年2回（前年度実績） 16040- 3992911

(1)8時00分～16時55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　17,000円まで
富山県魚津市宮津２６５ 0765-24-5615 その他 年2回（前年度実績） 16040- 3993111

(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　10,000円まで
富山県魚津市本江３２０７－３ 0765-24-6225 その他 年3回（前年度実績） 16040- 3994711

(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） 0人 雇用・労災・健康・厚生

月額　25,000円まで
富山県黒部市若栗９６ 0765-52-5615 毎　週 年2回（前年度実績） 16040- 3996211

(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） 0人 雇用・労災・健康・厚生

月額　15,000円まで
富山県魚津市川縁　１２８９－８ 0765-24-2280 その他 年2回（前年度実績）305,000円～400,000円 16040- 3998411

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし (2)21時00分～6時00分 実費支給（上限あり） 1人 雇用・労災・健康・厚生

日額　300円まで
富山県魚津市三ケ９６７番地７ 0765-23-9058 その他 年2回（前年度実績）50,000円～ 16040- 4001711

(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） 30人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　12,000円まで 厚生
富山県魚津市大海寺野６２１ 0765-24-5511 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4007311

(1)7時45分～17時00分
雇用期間の定めなし (2)7時45分～16時30分 実費支給（上限あり） 12人 雇用・労災・健康・厚生

月額　6,700円まで
富山県黒部市荒俣２１０７ 0765-56-8396 その他 年2回（前年度実績）200,000円～500,000円 16040- 4009911

(1)7時45分～17時00分
雇用期間の定めなし (2)7時45分～16時30分 実費支給（上限あり） 12人 雇用・労災・健康・厚生

月額　6,700円まで
富山県黒部市荒俣２１０７ 0765-56-8396 その他 年2回（前年度実績）300,000円～700,000円 16040- 4011811

(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） 0人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　13,500円まで 厚生
富山県魚津市上村木２丁目３－２ 0765-24-5221 その他 年2回（前年度実績）410,000円～410,000円 16040- 4013511

(1)9時00分～19時00分
雇用期間の定めなし なし 2人 雇用・労災

富山県黒部市三日市３５１２－２ 0765-52-1191 その他 年2回（前年度実績）220,000円～220,000円 16040- 4014411

(1)7時30分～16時30分
雇用期間の定めなし なし 3人 雇用・労災・健康・厚生

富山県下新川郡入善町上野１５４ 0765-72-1244 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4015011

(1)6時20分～15時00分
雇用期間の定めなし (2)13時00分～21時40分 実費支給（上限あり） 11人 雇用・労災・健康・厚生

月額　7,000円まで
富山県魚津市北鬼江２９３１ 0765-22-5997 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4016311

(1)8時00分～16時50分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限なし） 15人 雇用・労災・健康・厚生・財形

富山県黒部市天神新７７番地３ 0765-33-5111 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4017611

(1)8時00分～16時50分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限なし） 15人 雇用・労災・健康・厚生・財形

富山県黒部市天神新７７番地３ 0765-33-5111 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4018911

(1)8時00分～16時45分
雇用期間の定めなし (2)15時45分～0時15分 実費支給（上限あり） 13人 雇用・労災・健康・厚生

(3)0時00分～8時30分 月額　10,000円まで
富山県黒部市若栗２１６３ 0765-52-0046 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4020211

(1)8時00分～18時00分
雇用期間の定めなし なし 0人 労災・健康

富山県黒部市三日市２８４４－６ 0765-52-1718 その他 16040- 4021511

76人 その他のはん用機械・同
部分品製造業

株式会社　双葉ダイス  下新川郡入善
町

他
1人 76人

101

マシンオペレーター 35歳以下 正社員
変形（1
年単位）

160,000円～250,000円

3人 一般土木建築工事業

中山工業　株式会社  黒部市 日他
1人 3人

103

土木作業員 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

186,000円～208,000円

76人 その他のはん用機械・同
部分品製造業

株式会社　双葉ダイス  下新川郡入善
町

日他
1人 76人

102

電気設計 35歳以下 正社員
変形（1
年単位）

160,000円～250,000円

18人 一般産業用機械・装置製
造業

アイディック　株式会社  魚津市 日他
2人 18人

105

マシンオペレーター 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

180,000円～300,000円

3人 一般土木建築工事業

中山工業　株式会社  黒部市 日他
1人 3人

104

施工管理技術者 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

260,000円～410,000円

3人 耕種農業

有限会社　グリーンパワーくろべ  黒部市 土日祝他
1人 3人

107

農作業員 35歳以下 正社員 180,000円～220,000円

10人 管工事業（さく井工事業
を除く）

株式会社　スペースシステム  魚津市 日他
1人 10人

106

配管工（見習可） 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

205,000円～300,000円

21人 警備業

株式会社　トスネット北陸　魚津
営業所

 魚津市 他
2人 268人

109

警備スタッフ 18歳～59歳 正社員
変形

（1ヶ月
163,400円～163,400円

5人 塗装工事業

株式会社　和光塗装  魚津市 日他
1人 5人

108

工事管理及び営業または塗装工 64歳以下 正社員 220,000円～330,000円

38人 採石業，砂・砂利・玉石
採取業

夏野土木工業　株式会社  黒部市 日他
2人 38人

111

土木作業員 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

250,000円～310,000円

65人 その他の食料品製造業

石川製麺　株式会社  魚津市 他
2人 65人

110

製造業務 40歳以下 正社員
変形（1
年単位）

150,000円～200,000円

4人 一般貨物自動車運送業

ホクトミ運輸　株式会社  魚津市 日祝他
1人 83人

113

倉庫内作業者 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

195,000円～198,000円

38人 採石業，砂・砂利・玉石
採取業

夏野土木工業　株式会社  黒部市 日他
2人 38人

112

土木技術者 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

250,000円～380,000円

9人 土木工事業（舗装工事業
を除く）

高田建設　株式会社  下新川郡入善
町

日他
2人 9人

115

土木施工管理技士 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

270,000円～400,000円

3人 理容業

ｅ・ｔ・ｆ　ＭＡＴＳＵＮＯ  黒部市 月他
1人 3人

114

理容師 不問 正社員
変形

（1ヶ月
170,000円～190,000円

81人 建設用・建築用金属製品
製造業（製缶板金業を含

株式会社　カナヤマ  黒部市 日祝他
1人 81人

117

溶接・組立・ラインオペレータ
（黒部本社）

59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

180,000円～350,000円

21人 建設用・建築用金属製品
製造業（製缶板金業を含

有限会社　木下建材  黒部市 日祝他
1人 21人

116

機械加工及び部品付け 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

149,100円～239,400円

25人 プラスチックフィルム・
シート・床材・合成皮革

吉沢工業　株式会社  黒部市 日他
2人 25人

119

フィルム成形工 40歳以下 正社員
交替制あ

り
175,000円～250,000円

81人 建設用・建築用金属製品
製造業（製缶板金業を含

株式会社　カナヤマ  黒部市 日祝他
1人 81人

118

原寸課（ＣＡＤ設計）（黒部本
社）

59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

180,000円～350,000円

0人 塗装工事業

ＫＳＫ  黒部市 日祝他
1人 0人

120

外壁工事工 不問 正社員 176,000円～440,000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　　８月　３０日　～　９月　３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。

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

富山県下新川郡入善町新屋２５６ 0765-78-0558 その他 16040- 4023011

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

月額　15,000円まで
富山県魚津市大光寺町２５１１番 0765-24-1300 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4024311

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

月額　15,000円まで
富山県魚津市大光寺町２５１１番 0765-24-1300 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4025611

(1)13時00分～21時40分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限あり） 4人 雇用・労災・健康・厚生

月額　18,400円まで
富山県黒部市吉田２００ 0765-54-8066 毎　週 16040- 4026911

(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） 21人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　20,000円まで
富山県魚津市横枕６４７－１ 0765-24-7477 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4031011

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

(3)10時30分～19時30分 月額　10,000円まで
富山県下新川郡入善町横山７８－ 0765-74-2520 その他 16040- 4032311

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

富山県下新川郡朝日町越３２４－ 0765-83-1863 その他 年2回（前年度実績）400,000円～800,000円 16040- 4033611

(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） 2人 雇用・労災・健康・厚生

月額　7,000円まで 拠出
富山県黒部市田家新６８９－２ 0765-52-1617 その他 年3回（前年度実績）1,091,300円～2,310,000円 16040- 4038211

(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） 2人 雇用・労災・健康・厚生

月額　7,000円まで 拠出
富山県黒部市田家新６８９－２ 0765-52-1617 その他 年3回（前年度実績）1,091,300円～2,310,000円 16040- 4039511

(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） 2人 雇用・労災・健康・厚生

月額　7,000円まで 拠出
富山県黒部市田家新６８９－２ 0765-52-1617 その他 年3回（前年度実績）1,091,300円～2,310,000円 16040- 4040311

(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） 10人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　34,200円まで 厚生
富山県下新川郡入善町上飯野１２ 0765-72-2121 その他 年2回（前年度実績）580,000円～580,000円 16040- 4042911

(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） 2人 雇用・労災・健康・厚生

月額　7,000円まで 拠出
富山県黒部市田家新６８９－２ 0765-52-1617 その他 年3回（前年度実績）1,091,300円～2,310,000円 16040- 4043111

(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　15,000円まで
富山県魚津市宮津４８８ 0765-24-6008 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4044711

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限あり） 57人 雇用・労災・健康・厚生

月額　5,000円まで
富山県魚津市天神野新６０００ 0765-24-1222 毎　週 年2回（前年度実績）5,000円～30,000円 16040- 4045811

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし (2)8時30分～17時30分 実費支給（上限あり） 34人 雇用・労災・健康・厚生

月額　15,000円まで
富山県魚津市北中５５０－１ 0765-22-2352 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4046211

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

富山県下新川郡入善町椚山３８６ 0765-72-2060 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4047511

(1)8時15分～17時00分
雇用期間の定めなし (2)8時15分～12時15分 実費支給（上限あり） 4人 雇用・労災・健康・厚生

月額　10,000円まで
富山県下新川郡入善町入膳５１８ 0765-74-0555 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4048411

(1)8時00分～17時05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　15,000円まで
富山県黒部市田家新６０８ 0765-52-3455 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4054211

(1)8時00分～17時05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　15,000円まで
富山県黒部市田家新６０８ 0765-52-3455 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4058311

(1)6時20分～15時00分
雇用期間の定めなし (2)16時20分～1時00分 実費支給（上限あり） 20人 雇用・労災・健康・厚生

月額　10,000円まで
富山県下新川郡入善町入膳３０９ 0765-72-0187 毎　週 年2回（前年度実績） 16040- 4061211

1人 その他の職別工事業

有限会社　丸匠  下新川郡入善
町

日他
1人 1人

121

現場作業員 不問 正社員 184,000円～276,000円

12人 一般土木建築工事業

千田建設株式会社  魚津市 日祝他
1人 12人

123

土木施工管理【契約社員】 不問 正社員以外
変形（1
年単位）

253,000円～357,000円

12人 一般土木建築工事業

千田建設株式会社  魚津市 日祝他
1人 12人

122

建築施工管理【契約社員】 不問 正社員以外
変形（1
年単位）

253,000円～357,000円

125

6人 装身具・装飾品・ボタ
ン・同関連品製造業（貴

ＹＫＫ株式会社　黒部事業所  黒部市 他
1人 5,898人

124

レストランキッチンスタッフ 不問 正社員以外 160,000円～200,000円

127

126

55人 建設用・建築用金属製品
製造業（製缶板金業を含

株式会社　石崎建材社  魚津市 日他
1人 66人

製造（加工）職 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

195,000円～230,000円

7人 大工工事業

有限会社　若林建工  下新川郡朝日
町

日他
2人 8人

型枠大工 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

279,600円～396,100円

10人 障害者福祉事業

社会福祉法人　にいかわ苑  下新川郡朝日
町

他
1人 115人

介護士 不問 正社員以外
交替制あ

り
146,220円～162,540円

14人 金属加工機械製造業

株式会社　田村鉄工所  黒部市 日他
1人 14人

129

製作管理（建築鉄骨・鋼構造物） 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

198,000円～330,000円

14人 金属加工機械製造業

株式会社　田村鉄工所  黒部市 日他
2人 14人

128

溶接（建築鉄骨・鋼構造物） 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

198,000円～330,000円

77人 一般貨物自動車運送業

サンエツ運輸　株式会社  下新川郡入善
町

日他
1人 218人

131

事務職 35歳以下 正社員
変形（1
年単位）

192,000円～242,000円

14人 金属加工機械製造業

株式会社　田村鉄工所  黒部市 日他
1人 14人

130

製品検査・品質管理（建築鉄骨・
鋼構造物）

64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

198,000円～330,000円

6人 電気通信・信号装置工事
業

魚津電設　株式会社  魚津市 日祝
2人 6人

133

通信作業員 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

200,000円～300,000円

14人 金属加工機械製造業

株式会社　田村鉄工所  黒部市 日他
1人 14人

132

組立て（建築鉄骨・鋼構造物） 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

198,000円～330,000円

51人 洗濯業

有限会社　重松  魚津市 日祝他
2人 70人

135

工場内での洗濯業務 44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

170,000円～210,000円

110人 旅館，ホテル

株式会社　金太郎温泉  魚津市 他
1人 110人

134

施設管理業務 不問 正社員以外 164,160円～172,800円

15人 一般廃棄物処理業

有限会社　入善環境センター  下新川郡入善
町

日祝他
1人 15人

137

運転手兼作業員 44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

205,000円～245,000円

10人 鉄骨・鉄筋工事業

アイム工業　株式会社  下新川郡入善
町

日
2人 10人

136

鉄筋工 59歳以下 正社員
変形

（1ヶ月
220,000円～300,000円

25人 有機化学工業製品製造業

株式会社　ホクペレ  黒部市 日祝他
2人 49人

138

大型トラック運転手 44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

250,000円～250,000円

40人 建設用・建築用金属製品
製造業（製缶板金業を含

有限会社　米澤建材  黒部市 土日祝他
1人 40人

140

住宅用アルミサッシ製品製造工
【交替】

64歳以下 正社員
交替制あ

り
155,730円～191,012円

25人 有機化学工業製品製造業

株式会社　ホクペレ  黒部市 日祝他
2人 49人

139

粉砕機オペレーター 44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

165,000円～200,000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　　８月　３０日　～　９月　３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。

(1)8時20分～17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

月額　10,000円まで
富山県下新川郡入善町入膳３０９ 0765-72-0187 毎　週 年2回（前年度実績） 16040- 4063411

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし (2)10時00分～18時30分 実費支給（上限あり） 13人 雇用・労災・健康・厚生

(3)8時30分～12時30分 月額　11,300円まで
富山県下新川郡入善町高畠２６９ 0765-76-0121 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4067911

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)8時30分～17時30分 実費支給（上限あり） 10人 雇用・労災・健康・厚生

月額　15,000円まで
富山県黒部市荒俣字鉄上９９７ 0765-57-1555 毎　週 年2回（前年度実績）80,000円～100,000円 16040- 4071411

(1)23時00分～8時05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

月額　15,000円まで
富山県黒部市田家新６０８ 0765-52-3455 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4072011

(1)8時30分～18時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 18人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　20,000円まで
富山県魚津市江口５６７－１ 0765-24-9116 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4077711

(1)8時00分～17時05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

月額　15,000円まで
富山県黒部市田家新６０８ 0765-52-3455 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4078811

(1)8時30分～18時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 18人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　20,000円まで
富山県魚津市江口５６７－１ 0765-24-9116 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4079211

(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） 4人 雇用・労災・健康・厚生

拠出
富山県魚津市港町７－８ 0765-22-0016 毎　週 年3回（前年度実績） 16040- 4081311

(1)7時00分～15時45分
雇用期間の定めなし (2)12時15分～21時00分 実費支給（上限あり） 42人 雇用・労災・健康・厚生

(3)21時00分～7時00分 月額　24,400円まで
富山県黒部市生地芦区３４ 0765-33-4460 毎　週 年2回（前年度実績） 16040- 4082611

(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） 0人 雇用・労災・健康・厚生

日額　150円まで
富山県黒部市山立野３１１ 0765-54-1351 その他 年2回（前年度実績）100,000円～150,000円 16040- 4083911

(1)8時00分～17時30分
雇用期間の定めなし (2)8時30分～18時00分 実費支給（上限あり） 0人 雇用・労災・健康・厚生

(3)9時00分～18時30分 日額　500円まで
富山県魚津市上村木４８６－３ 0765-24-1818 毎　週 16040- 4085711

(1)8時20分～17時20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　30,000円まで 拠出
富山県魚津市大海寺野１１８１ 0765-24-6000 毎　週 年2回（前年度実績） 16040- 4088511

(1)8時20分～17時20分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限あり） 8人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　30,000円まで
富山県魚津市大海寺野１１８１ 0765-24-6000 毎　週 16040- 4090611

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし (2)20時00分～5時00分 実費支給（上限あり） 2人 雇用・労災・健康・厚生

月額　10,000円まで 厚生
富山県黒部市沓掛道上割３２５９ 0765-54-0781 その他 年2回（前年度実績）100,000円～200,000円 16040- 4091911

(1)8時20分～17時20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　30,000円まで 拠出
富山県魚津市大海寺野１１８１ 0765-24-6000 毎　週 年2回（前年度実績） 16040- 4092111

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし (2)20時00分～5時00分 実費支給（上限あり） 2人 雇用・労災・健康・厚生

月額　10,000円まで 厚生
富山県黒部市沓掛道上割３２５９ 0765-54-0781 その他 年2回（前年度実績）100,000円～200,000円 16040- 4094811

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし (2)8時00分～12時00分 実費支給（上限あり） 3人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　100,000円まで
富山県下新川郡入善町椚山８０２ 0765-72-2822 その他 年2回（前年度実績）300,000円～500,000円 16040- 4100211

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし (2)16時00分～9時00分 実費支給（上限あり） 9人 雇用・労災・健康・厚生

月額　10,000円まで
富山県魚津市本江１０３０番地 0765-22-8938 毎　週 年2回（前年度実績） 16040- 4102411

(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） 3人 雇用・労災・健康・厚生

月額　28,000円まで
富山県黒部市堀切１６７８－１ 0765-56-6178 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4104311

(1)7時00分～16時00分
雇用期間の定めなし (2)10時30分～19時30分 実費支給（上限あり） 8人 雇用・労災・健康・厚生

(3)9時00分～18時00分 月額　9,000円まで
富山県黒部市堀高２４－１ 0765-54-5200 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4105611

13人 病院

嶋田医院  下新川郡入善
町

日祝他
1人 13人

142

看護師（正・准） 64歳以下 正社員
交替制あ

り
183,600円～229,500円

40人 建設用・建築用金属製品
製造業（製缶板金業を含

有限会社　米澤建材  黒部市 土日祝他
1人 40人

141

住宅用アルミサッシ製品製造 64歳以下 正社員 142,662円～179,478円

13人 有機化学工業製品製造業

株式会社　ホクペレ  黒部市 日祝他
2人 49人

144

押出機オペレーター 18歳～44歳 正社員
変形（1
年単位）

220,000円～220,000円

11人 老人福祉・介護事業

社会福祉法人　黒部笑福学園  黒部市 日他
1人 20人

143

介護職 不問 正社員以外
交替制あ

り
150,800円～176,000円

13人 有機化学工業製品製造業

株式会社　ホクペレ  黒部市 日祝他
2人 49人

146

押出機オペレーター 44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

165,000円～200,000円

38人 建築工事業（木造建築工
事業を除く）

株式会社　山下ホーム  魚津市 日祝他
1人 38人

145

住宅の現場監督の補助 29歳以下 正社員
変形（1
年単位）

175,000円～230,000円

45人 一般土木建築工事業

株式会社　関口組  魚津市 土日他
2人 45人

148

土木施工管理職 35歳以下 正社員 185,000円～340,000円

38人 建築工事業（木造建築工
事業を除く）

株式会社　山下ホーム  魚津市 水祝他
1人 38人

147

住宅建築設計 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

220,000円～350,000円

4人 左官工事業

能登左官工業所  黒部市 日他
1人 4人

150

左官工事 69歳以下 正社員
変形（1
年単位）

151,200円～324,000円

45人 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  黒部市 他
2人 45人

149

介護職員・グループホーム管理者
助手

69歳以下 正社員
交替制あ

り
173,000円～211,000円

16人 紙製容器製造業

株式会社　アイザック  魚津市 日祝他
1人 485人

152

財務経理職（管理職候補） 62歳以下 正社員
変形（1
年単位）

243,000円～333,000円

1人 自動車小売業

株式会社　さとう  魚津市 他
1人 1人

151

自動車用タイヤの整備作業 不問 正社員 160,800円～241,200円

6人 一般産業用機械・装置製
造業

株式会社　トラステイ  黒部市 日他
1人 6人

154

マシンオペレーター（旋盤工） 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

165,000円～290,000円

16人 紙製容器製造業

株式会社　アイザック  魚津市 日祝他
1人 485人

153

財務経理職（契約社員） 不問 正社員以外
変形（1
年単位）

203,000円～243,000円

6人 一般産業用機械・装置製
造業

株式会社　トラステイ  黒部市 日他
1人 6人

156

マシンオペレーター（フライス盤
工）

59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

165,000円～290,000円

16人 紙製容器製造業

株式会社　アイザック  魚津市 日祝他
1人 485人

155

財務経理職（正社員） 35歳以下 正社員
変形（1
年単位）

203,000円～243,000円

23人 老人福祉・介護事業

八光エステイト　有限会社  下新川郡朝日
町

他
1人 50人

158

介護職 18歳～64歳 正社員
交替制あ

り
150,000円～190,000円

12人 建物サービス業

株式会社　黒東アメニティ公社  下新川郡入善
町

日祝他
1人 18人

157

下水道処理施設管理及び水質分析
員

44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

175,000円～260,000円

13人 老人福祉・介護事業

有限会社さくらい  黒部市 他
1人 36人

160

介護職（グループホーム） 59歳以下 正社員
交替制あ

り
173,400円～203,400円

10人 自動車整備業

株式会社　カーフィールド  黒部市 月祝他
1人 10人

159

自動車整備鈑金 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

137,000円～300,000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　　８月　３０日　～　９月　３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。

(1)7時00分～16時00分
雇用期間の定めなし (2)10時30分～19時30分 実費支給（上限あり） 8人 雇用・労災・健康・厚生

(3)9時00分～18時00分 月額　9,000円まで
富山県黒部市堀高２４－１ 0765-54-5200 その他 16040- 4108711

(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） 8人 雇用・労災・健康・厚生

月額　9,000円まで
富山県黒部市堀高２４－１ 0765-54-5200 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4111011

雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 16人 雇用・労災・健康・厚生
月額　22,750円まで

富山県下新川郡朝日町沼保９０９ 0765-88-2660 又は9時00分～0時00分の その他 年2回（前年度実績） 16040- 4112311

(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） 8人 雇用・労災・健康・厚生

月額　9,000円まで
富山県黒部市堀高２４－１ 0765-54-5200 その他 16040- 4113611

雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 7人 雇用・労災・健康・厚生
月額　22,750円まで

富山県下新川郡朝日町沼保９０９ 0765-88-2660 又は8時30分～0時30分の その他 年2回（前年度実績） 16040- 4114911

(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） 8人 雇用・労災・健康・厚生

月額　9,000円まで
富山県黒部市堀高２４－１ 0765-54-5200 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4116711

(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） 3人 雇用・労災・健康・厚生

月額　28,000円まで
富山県黒部市堀切１６７８－１ 0765-56-6178 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4118211

(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） 8人 雇用・労災・健康・厚生

月額　9,000円まで
富山県黒部市堀高２４－１ 0765-54-5200 その他 16040- 4120311

(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） 2人 雇用・労災・健康・厚生

月額　13,000円まで
富山県下新川郡朝日町草野３９９ 0765-82-1332 その他 年3回（前年度実績） 16040- 4124711

(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） 8人 雇用・労災・健康・厚生

月額　5,000円まで
富山県黒部市生地中区５８ 0765-57-0117 その他 16040- 4129011

(1)8時30分～17時30分
雇用期間の定めなし (2)9時30分～18時30分 実費支給（上限あり） 122人 雇用・労災・健康・厚生

(3)17時00分～9時30分 月額　31,600円まで
富山県魚津市石垣３８９ 0765-23-6366 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4134211

(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） 2人 雇用・労災・健康・厚生

月額　10,000円まで
富山県下新川郡入善町道古１１０ 0765-72-2387 その他 年2回（前年度実績）300,000円～300,000円 16040- 4135511

(1)8時30分～18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　5,000円まで 給付
富山県黒部市中野１６７－１ 0765-54-5055 その他 16040- 4136411

(1)7時00分～16時00分
雇用期間の定めなし (2)9時00分～20時00分 実費支給（上限あり） 9人 雇用・労災・健康・厚生

(3)20時00分～5時00分 月額　5,000円まで
富山県魚津市東山８００番地　　 0765-22-7871 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4141211

(1)8時30分～17時30分
雇用期間の定めなし (2)16時30分～9時00分 実費支給（上限あり） 122人 雇用・労災・健康・厚生

月額　31,600円まで
富山県魚津市石垣３８９ 0765-23-6366 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4142511

(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） 122人 雇用・労災・健康・厚生

月額　31,600円まで
富山県魚津市石垣３８９ 0765-23-6366 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4143411

(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） 69人 雇用・労災・健康・厚生

月額　31,600円まで
富山県魚津市石垣３８９ 0765-23-6366 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4146611

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし (2)8時00分～12時00分 実費支給（上限あり） 2人 雇用・労災・健康・厚生

月額　10,000円まで
富山県黒部市荻生２９－２ 0765-57-2561 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4147911

(1)19時00分～7時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限あり） 20人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　8,500円まで
富山県魚津市大光寺坊丸１３２３ 0765-22-3330 その他 16040- 4149711

(1)7時00分～16時30分
雇用期間の定めなし (2)7時00分～11時00分 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
富山県下新川郡朝日町棚山３４０ 0765-84-8015 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4150511

13人 老人福祉・介護事業

有限会社さくらい  黒部市 日他
1人 36人

162

介護職（デイサービス） 59歳以下 正社員
変形

（1ヶ月
173,400円～203,400円

13人 老人福祉・介護事業

有限会社さくらい  黒部市 他
1人 36人

161

介護職（グループホーム） 不問 正社員以外
変形

（1ヶ月
165,600円～191,800円

13人 老人福祉・介護事業

有限会社さくらい  黒部市 日他
1人 36人

164

デイサービス介護員 不問 正社員以外
変形

（1ヶ月
164,600円～190,800円

20人 書籍・文房具小売業

株式会社　明文堂プランナー  下新川郡入善
町

他
2人 700人

163

店舗運営スタッフ・責任者候補
（新入善店）

39歳以下 正社員
交替制あ

り
174,000円～204,000円

13人 老人福祉・介護事業

有限会社さくらい  黒部市 日他
1人 36人

166

看護職（デイサービス）【正社
員】

59歳以下 正社員
変形

（1ヶ月
189,600円～228,600円

13人 書籍・文房具小売業

株式会社　明文堂プランナー  黒部市 他
2人 700人

165

販売・商品管理（黒部店） 39歳以下 正社員
交替制あ

り
174,000円～204,000円

13人 老人福祉・介護事業

有限会社さくらい  黒部市 日他
1人 36人

168

看護職（デイサービス）【フルタ
イムパート】

不問 正社員以外
変形

（1ヶ月
173,000円～207,600円

10人 自動車整備業

株式会社　カーフィールド  黒部市 月祝他
1人 10人

167

自動車整備鈑金 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

137,000円～300,000円

15人 ゴムベルト・ゴムホー
ス・工業用ゴム製品製造

有限会社　エムテックス宝田  黒部市 日他
2人 30人

170

（派）ゴム製品製造 59歳以下 無期雇用派遣労働者
変形（1
年単位）

187,440円～187,440円

9人 土木建築サービス業

有限会社　酒井工業コンサルタン
ト

 下新川郡朝日
町

日祝他
1人 9人

169

測量技術者 44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

160,000円～260,000円

5人 一般土木建築工事業

石川建設　株式会社  下新川郡入善
町

日他
1人 5人

172

土木施工管理技士 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

250,000円～350,000円

162人 病院

医療法人社団　ホスピィー  魚津市 他
1人 425人

171

介護福祉士（老人保健施設ちょう
ろく）

59歳以下 正社員
交替制あ

り
197,000円～269,000円

14人 その他の飲食料品小売業

与太呂食品　株式会社　魚津営業
所

 魚津市 他
1人 100人

174

調理師 59歳以下 正社員
交替制あ

り
175,000円～210,000円

3人 自動車整備業

株式会社　カードックヒラタ  黒部市 日祝他
1人 3人

173

自動車整備 39歳以下 正社員
変形（1
年単位）

180,000円～220,000円

162人 病院

医療法人社団　ホスピィー  魚津市 他
1人 425人

176

理学療法士・作業療法士（老人保
健施設ちょうろく）

59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

200,000円～320,000円

162人 病院

医療法人社団　ホスピィー  魚津市 他
1人 425人

175

准看護師（老人保健施設ちょうろ
く）

59歳以下 正社員
交替制あ

り
198,000円～268,000円

25人 化学製品卸売業

有限会社　ティーアイ　システム  黒部市 日他
1人 34人

178

緑地管理業務 40歳以下 正社員
変形（1
年単位）

153,000円～230,000円

98人 病院

医療法人社団　ホスピィー  魚津市 日祝他
1人 425人

177

保健師（浦田クリニック） 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

220,000円～300,000円

8人 化学製品卸売業

棚山ゴルフ倶楽部内　有限会社
ティーアイシステム

 下新川郡朝日
町

他
1人 34人

180

ゴルフ場緑地管理業務 40歳以下 正社員
変形（1
年単位）

153,000円～230,000円

58人 冠婚葬祭業

オークス株式会社　新川支社  魚津市 他
2人 508人

179

テレフォンオペレーター 18歳以上 正社員以外
変形

（1ヶ月
153,000円～153,000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　　８月　３０日　～　９月　３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。

(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） 2人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　10,000円まで
富山県魚津市上村木４３９番地１ 0765-22-3328 その他 16040- 4151411

(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） 140人 雇用・労災・健康・厚生

月額　10,300円まで
富山県魚津市住吉２３６ 0765-24-3800 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4152011

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

富山県黒部市天神新　２１０－１ 0765-54-0444 毎　週 年2回（前年度実績） 16040- 4154611

(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） 140人 雇用・労災・健康・厚生

月額　10,300円まで
富山県魚津市住吉２３６ 0765-24-3800 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4155911

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

月額　10,000円まで
富山県魚津市江口４８番地 0765-24-5347 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4156111

(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） 8人 雇用・労災・健康・厚生

月額　20,000円まで
富山県黒部市沓掛３２５９－２０ 0765-54-0766 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4157711

(1)7時00分～16時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)9時30分～18時30分 実費支給（上限あり） 140人 雇用・労災・健康・厚生

月額　10,300円まで
富山県魚津市住吉２３６ 0765-24-3800 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4163911

(1)7時30分～16時20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　6,000円まで 厚生
富山県魚津市高畠１６７０番地１ 0765-22-0451 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4164111

(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） 33人 雇用・労災・健康・厚生・財形

富山県魚津市東山１６７－１ 0765-22-5211 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4165711

(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） 33人 雇用・労災・健康・厚生・財形

富山県魚津市東山１６７－１ 0765-22-5211 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4166811

(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） 31人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　50,000円まで
富山県黒部市沓掛６３５ 0765-54-1162 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4167211

(1)7時00分～16時00分
雇用期間の定めなし (2)9時30分～18時30分 実費支給（上限あり） 140人 雇用・労災・健康・厚生

月額　10,300円まで
富山県魚津市住吉２３６ 0765-24-3800 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4168511

(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） 2人 雇用・労災・健康・厚生

月額　5,000円まで
富山県黒部市沓掛９４ 0765-54-1653 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4169411

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし (2)9時30分～18時30分 実費支給（上限あり） 140人 雇用・労災・健康・厚生

(3)16時30分～8時30分 月額　10,300円まで
富山県魚津市住吉２３６ 0765-24-3800 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4170611

(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） 31人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　50,000円まで
富山県黒部市沓掛６３５ 0765-54-1162 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4171911

(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） 4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- 4172111

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし (2)9時30分～18時30分 実費支給（上限あり） 140人 雇用・労災・健康・厚生

(3)16時30分～8時30分 月額　10,300円まで
富山県魚津市住吉２３６ 0765-24-3800 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4173711

(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） 31人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　50,000円まで
富山県黒部市沓掛６３５ 0765-54-1162 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4174811

(1)7時30分～16時30分
雇用期間の定めなし (2)8時00分～17時00分 実費支給（上限あり） 140人 雇用・労災・健康・厚生

(3)9時30分～18時30分 月額　10,300円まで
富山県魚津市住吉２３６ 0765-24-3800 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4175211

(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） 7人 雇用・労災・健康・厚生

富山県黒部市宇奈月町音沢５８４ 0765-65-1828 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4176511

155人 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

 魚津市 他
1人 160人

182

介護職員（新川老人保健施設内通
所リハビリテーション）

59歳以下 正社員
変形

（1ヶ月
160,000円～175,000円

5人 石工・れんが・タイル・
ブロック工事業

小林タイル工業　株式会社  魚津市 日他
2人 5人

181

タイル工、タイル工見習い 不問 正社員
変形（1
年単位）

216,000円～345,600円

155人 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

 魚津市 他
1人 160人

184

介護職員（介護福祉士）（新川老
人保健施設内通所リハビリ）

59歳以下 正社員
変形

（1ヶ月
177,000円～182,000円

6人 燃料小売業

ＪＡくろべサービス　株式会社  黒部市 土日祝他
1人 18人

183

自動車整備士 59歳以下 正社員 180,000円～230,000円

29人 建設用・建築用金属製品
製造業（製缶板金業を含

有限会社　晴まき鉄工所  黒部市 日祝他
1人 29人

186

ＣＡＤオペレーター（ＣＡＤ解
析・設計）

59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

180,000円～250,000円

8人 その他のはん用機械・同
部分品製造業

株式会社ウエキ技研  魚津市 日他
1人 8人

185

研削加工 不問 正社員以外
変形（1
年単位）

160,000円～270,000円

6人 一般貨物自動車運送業

南保運輸　株式会社  魚津市 日祝他
1人 6人

188

クレーン運転手 65歳以下 正社員
変形（1
年単位）

242,000円～330,000円

155人 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

 魚津市 他
1人 160人

187

調理員 60歳以上 正社員以外
交替制あ

り
166,000円～170,000円

134人 一般産業用機械・装置製
造業

株式会社　セイキ  魚津市 日他
1人 134人

190

機械設計 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

200,000円～300,000円

134人 一般産業用機械・装置製
造業

株式会社　セイキ  魚津市 日他
1人 134人

189

工作機械オペレーター・溶接・製
缶工

59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

180,000円～300,000円

155人 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

 魚津市 他
1人 160人

192

調理員 59歳以下 正社員
交替制あ

り
170,000円～170,000円

45人 他に分類されない卸売業

株式会社　卵のタカムラ  黒部市 日他
1人 200人

191

生産業務（原卵作業） 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

163,100円～205,040円

155人 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

 魚津市 他
1人 160人

194

介護職員（新川病院または新川老
人保健施設）

59歳以下 正社員
交替制あ

り
160,000円～175,000円

6人 建設用・建築用金属製品
製造業（製缶板金業を含

有限会社　吉井工業  黒部市 日他
1人 6人

193

運搬と鉄工作業 不問 正社員
変形（1
年単位）

200,100円～310,500円

19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 19人

196

配管工（見習い可） 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

176,800円～397,800円

45人 他に分類されない卸売業

株式会社　卵のタカムラ  黒部市 日他
1人 200人

195

生産業務（機械オペレータ、機械
メンテナンス）

44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

186,400円～237,660円

45人 他に分類されない卸売業

株式会社　卵のタカムラ  黒部市 日他
1人 200人

198

生産業務（液卵の収納作業） 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

163,100円～205,040円

155人 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

 魚津市 他
1人 160人

197

介護職員（介護福祉士）（新川病
院または新川老人保健施設）

59歳以下 正社員
交替制あ

り
177,000円～182,000円

35人 一般土木建築工事業

株式会社　音沢土建  黒部市 日他
3人 35人

200

土木作業員 35歳以下 正社員
変形（1
年単位）

259,000円～314,000円

155人 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

 魚津市 他
1人 160人

199

准看護師（新川病院または新川老
人保健施設）

59歳以下 正社員
交替制あ

り
185,000円～230,000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　　８月　３０日　～　９月　３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。

(1)19時00分～0時00分
雇用期間の定めなし (2)5時00分～8時00分 実費支給（上限なし） 12人 雇用・労災・健康・厚生

富山県黒部市宇奈月町音澤５８４ 0765-65-2838 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4177411

(1)8時30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

富山県黒部市宇奈月町音澤５８４ 0765-65-2838 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4178011

(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） 1人 雇用・労災・健康・厚生・その他

月額　10,000円まで
富山県下新川郡入善町西中５６ 0765-78-1422 その他 年2回（前年度実績）400,000円～1,000,000円 16040- 4179311

(1)7時30分～16時30分
雇用期間の定めなし (2)8時00分～17時00分 実費支給（上限あり） 140人 雇用・労災・健康・厚生

(3)9時30分～18時30分 月額　10,300円まで
富山県魚津市住吉２３６ 0765-24-3800 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4180111

(1)6時30分～9時30分
雇用期間の定めなし (2)16時30分～21時30分 実費支給（上限なし） 12人 雇用・労災・健康・厚生

富山県黒部市宇奈月町音澤５８４ 0765-65-2838 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4181711

(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） 2人 雇用・労災・健康・厚生

月額　20,000円まで
富山県黒部市宇奈月温泉５５０９ 0765-62-9681 毎　週 年1回（前年度実績）50,000円～100,000円 16040- 4182811

(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） 2人 雇用・労災・健康・厚生

月額　20,000円まで
富山県黒部市宇奈月温泉５５０９ 0765-62-9681 毎　週 年1回（前年度実績）50,000円～100,000円 16040- 4183211

(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） 7人 雇用・労災・健康・厚生

月額　20,000円まで
富山県下新川郡入善町青島４０１ 0765-32-3786 毎　週 年2回（前年度実績） 16040- 4184511

(1)8時20分～17時00分
雇用期間の定めなし (2)16時20分～1時00分 実費支給（上限あり） 27人 雇用・労災・健康・厚生

(3)0時20分～9時00分 月額　10,000円まで
富山県黒部市若栗３７００－２０ 0765-57-2427 毎　週 年2回（前年度実績） 16040- 4185411

(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（上限あり） 572人 雇用・労災・健康・厚生

月額　20,000円まで
富山県黒部市三日市１１０８－１ 0765-54-2211 毎　週 年2回（前年度実績） 16040- 4186011

(1)8時00分～16時30分
雇用期間の定めなし 一定額 12人 雇用・労災・健康・厚生

月額　2,000円まで
富山県魚津市木下新４１３ 0765-22-4760 その他 16040- 4187311

(1)8時20分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 11人 雇用・労災・健康・厚生

月額　10,000円まで
富山県黒部市荒俣２０５番地 0765-56-8372 毎　週 年2回（前年度実績） 16040- 4188611

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

富山県下新川郡入善町青木６５１ 0765-74-2228 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4190711

(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

拠出
富山県黒部市生地神区３０６番地 0765-57-0979 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4192211

(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） 0人 雇用・労災・健康・厚生

月額　5,000円まで
富山県魚津市仏田３１５７－１ 080-1969-5678 毎　週 16040- 4195011

(1)7時30分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 4人 雇用・労災・健康・厚生

月額　15,000円まで
富山県下新川郡入善町入膳１９６ 0765-72-0510 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4197611

(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） 11人 雇用・労災・健康・厚生

月額　30,000円まで
富山県下新川郡入善町道古１８３ 0765-72-4344 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4201611

(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） 0人 雇用・労災・健康・厚生

月額　10,000円まで
富山県黒部市田家野５４ 0765-54-2451 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4204711

(1)8時30分～17時00分
雇用期間の定めなし (2)8時30分～12時30分 実費支給（上限あり） 37人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　55,000円まで
富山県黒部市金屋６８番地 0765-54-1642 又は7時00分～20時00分の その他 16040- 4205811

(1)9時00分～18時00分
雇用期間の定めなし (2)9時30分～18時30分 実費支給（上限なし） 16人 雇用・労災・健康・厚生・財形

富山県魚津市駅前新町５－３０ 0765-24-3030 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4206211

26人 旅館，ホテル

株式会社　プレザント  黒部市 他
2人 26人

202

旅館でのフロントスタッフ 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

190,000円～225,000円

26人 旅館，ホテル

株式会社　プレザント  黒部市 他
2人 26人

201

旅館でのナイトスタッフ 18歳～64歳 正社員
変形（1
年単位）

185,000円～255,000円

155人 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

 魚津市 他
1人 160人

204

看護師（新川病院または新川老人
保健施設）

59歳以下 正社員
交替制あ

り
220,000円～250,000円

4人 電気工事業

坂東電気工事　有限会社  下新川郡入善
町

日祝他
2人 4人

203

電気工事士（電気工事作業員） 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

180,000円～210,000円

7人 学校教育支援機関

特定非営利活動法人　教育研究所
宇奈月自立塾

 黒部市 他
2人 13人

206

支援員 40歳以下 正社員 170,000円～200,000円

26人 旅館，ホテル

株式会社　プレザント  黒部市 他
3人 26人

205

旅館での接客業務全般 44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

227,360円～285,656円

8人 老人福祉・介護事業

株式会社　ささや木  下新川郡入善
町

土日祝他
1人 44人

208

介護職 64歳以下 正社員 161,300円～170,200円

7人 学校教育支援機関

特定非営利活動法人　教育研究所
宇奈月自立塾

 黒部市 他
1人 13人

207

事務員 不問 正社員 170,000円～200,000円

721人 病院

黒部市民病院  黒部市 土日祝他
1人 938人

210

栄養業務 不問 正社員以外 177,072円～185,640円

48人 建設用・建築用金属製品
製造業（製缶板金業を含

有限会社　倉田建材  黒部市 土日他
2人 48人

209

アルミ建材の切断 59歳以下 正社員
交替制あ

り
187,500円～220,000円

11人 建設用・建築用金属製品
製造業（製缶板金業を含

有限会社　木島アルミ建材  黒部市 土日他
1人 36人

212

住宅用アルミ製品部品の袋詰め、
取付け作業（越湖製造所）

69歳以下 正社員 145,800円～151,875円

18人 その他の飲食料品小売業

株式会社　ミールサービス  魚津市 土祝他
1人 18人

211

盛り付け及び配達・回収業務、洗
浄補助、炊飯、揚物調理

44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

180,000円～200,000円

8人 スポーツ施設提供業

株式会社　北陸体育施設  黒部市 日他
1人 8人

214

スポーツ施設工事・造園（芝生育
成）作業員

64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

220,000円～330,000円

1人 板金・金物工事業

盛山板金  下新川郡入善
町

日他
2人 1人

213

建築板金 不問 正社員
変形（1
年単位）

176,000円～352,000円

14人 一般土木建築工事業

中山建設　株式会社  下新川郡入善
町

日他
1人 14人

216

建築・土木施工管理 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

180,000円～360,000円

2人 土木工事業（舗装工事業
を除く）

蒼梨工業  魚津市 土日
1人 2人

215

解体工事運転手 不問 正社員 200,000円～260,000円

5人 鉄骨・鉄筋工事業

千代鉄筋  黒部市 日他
1人 5人

218

鉄筋工 35歳以下 正社員
変形

（1ヶ月
220,000円～330,000円

32人 その他のはん用機械・同
部分品製造業

株式会社　山口技研  下新川郡入善
町

日他
2人 33人

217

マシンオペレーター（未経験者歓
迎）

40歳以下 正社員
変形（1
年単位）

160,000円～220,000円

22人 その他の各種商品小売業
（従業者が常時５０人未

株式会社　魚津興産  魚津市 他
1人 22人

220

施設管理 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

170,000円～220,000円

37人 児童福祉事業

社会福祉法人　新川児童福祉会
大布施保育所

 黒部市 日祝他
1人 37人

219

看護師 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

208,400円～258,170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　　８月　３０日　～　９月　３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。

(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） 2人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　18,000円まで
富山県黒部市宇奈月町下立８５２ 0765-65-0331 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4209011

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

富山県黒部市石田６５８１ 0765-54-3581 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4211111

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　24,500円まで

富山県魚津市慶野１４１－２ 0765-32-5661 又は0時00分～23時59分の 毎　週 16040- 4212711

(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） 2人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　18,000円まで
富山県黒部市宇奈月町下立８５２ 0765-65-0331 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4213811

(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） 18人 雇用・公災・健康・厚生

月額　35,000円まで
富山県魚津市釈迦堂１丁目１０－ 0765-23-1020 毎　週 年2回（前年度実績） 16040- 4217011

(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） 3人 雇用・労災・健康・厚生

月額　15,000円まで
富山県魚津市住吉字野毛４０９９ 0765-24-1661 毎　週 年2回（前年度実績） 16040- 4218311

(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） 35人 雇用・労災・健康・厚生

月額　31,600円まで
富山県下新川郡朝日町道下１１３ 0765-83-1100 毎　週 年2回（前年度実績） 16040- 4219611

(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） 3人 雇用・労災・健康・厚生

月額　15,000円まで
富山県魚津市住吉字野毛４０９９ 0765-24-1661 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4223411

(1)9時00分～17時00分
雇用期間の定めなし (2)9時00分～12時45分 実費支給（上限あり） 110人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)16時45分～9時15分 月額　100,000円まで 拠出
富山県黒部市窪野９２９ 0765-52-4655 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4226611

(1)8時20分～17時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)16時20分～1時00分 実費支給（上限あり） 119人 雇用・労災・健康・厚生

(3)0時20分～9時00分 月額　18,000円まで
富山県黒部市吉田２００ 0765-54-8571 その他 16040- 4229711

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

月額　22,500円まで
富山県黒部市新牧野１０３番地 0765-54-5880 その他 16040- 4232011

(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） 3人 雇用・労災・健康・厚生

月額　15,000円まで
富山県魚津市釈迦堂１－１３－１ 0765-22-3192 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4233311

(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） 3人 雇用・労災・健康・厚生

月額　15,000円まで
富山県魚津市釈迦堂１－１３－１ 0765-22-3192 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4234611

(1)8時15分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 45人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　25,000円まで
富山県魚津市道坂２４２ 0765-32-8134 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4235911

(1)8時15分～17時00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　25,000円まで
富山県魚津市道坂２４２ 0765-32-8134 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4236111

(1)8時15分～17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・健康・厚生・財形

月額　25,000円まで
富山県魚津市道坂２４３－３ 0765-32-8049 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4237711

(1)8時15分～17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・健康・厚生・財形

月額　25,000円まで
富山県魚津市道坂２４３－３ 0765-32-8049 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4238811

(1)7時30分～16時30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　20,000円まで 厚生
富山県魚津市宮津２３４番地 0765-24-5520 その他 年2回（前年度実績）～500,000円 16040- 4239211

(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） 2人 雇用・労災・健康・厚生

月額　3,000円まで
富山県魚津市石垣１２ 0765-22-8469 毎　週 年3回（前年度実績） 16040- 4240011

(1)9時00分～19時00分
雇用期間の定めなし (2)15時00分～1時00分 実費支給（上限あり） 4人 雇用・労災・健康・厚生

月額　24,500円まで
石川県白山市田中町２８７－３ 076-274-5174 又は9時00分～1時00分の 毎　週 年2回（前年度実績）100,000円～400,000円 17080- 6488811

10人 園芸サービス業

有限会社　紙谷造園  黒部市 日他
1人 10人

222

造園・土木技術者及び作業員 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

184,000円～402,500円

24人 一般土木建築工事業

此川建設　株式会社  黒部市 他
3人 24人

221

建設技術員（土木・舗装）及び見
習い

59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

230,000円～420,000円

24人 一般土木建築工事業

此川建設　株式会社  黒部市 他
3人 24人

224

建設作業員及び重機オペレーター
（土木・舗装）

59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

200,000円～360,000円

11人 他に分類されない小売業

株式会社　ＴＥＣＴ  魚津市 他
1人 64人

223

接客販売 不問 正社員
交替制あ

り
200,000円～250,000円

59人 建設用・建築用金属製品
製造業（製缶板金業を含

栄産業株式会社　魚津工場  魚津市 土日他
2人 75人

226

倉庫管理（有資格者） 59歳以下 正社員 195,000円～225,000円

20人 市町村機関

魚津市役所  魚津市 土日祝他
1人 400人

225

保健師 不問 正社員以外 165,900円～182,200円

59人 建設用・建築用金属製品
製造業（製缶板金業を含

栄産業株式会社　魚津工場  魚津市 土日他
1人 75人

228

金属プレス工 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

215,000円～300,000円

36人 市町村機関

朝日町役場  下新川郡朝日
町

日祝他
3人 345人

227

保育士 不問 正社員以外 151,700円～168,900円

507人 建設用・建築用金属製品
製造業（製缶板金業を含

ＹＫＫ　ＡＰ株式会社  黒部市 日他
5人 12,900人

230

建材商品の製造及び関連業務 18歳以上 正社員以外
交替制あ

り
182,047円～194,602円

120人 病院

医療法人社団　友愛病院会　黒部
温泉病院

 黒部市 他
3人 780人

229

介護職員 64歳以下 正社員
変形

（1ヶ月
174,500円～214,500円

5人 土木工事業（舗装工事業
を除く）

有限会社　北陸緑化  魚津市 日祝他
1人 7人

232

現場監督（見習い） 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

200,000円～300,000円

30人 電気工事業

株式会社　中西電気  黒部市 日他
1人 88人

231

電気工事士 不問 正社員以外
変形（1
年単位）

171,600円～264,000円

70人 電子デバイス製造業

テクノプラス　株式会社  魚津市 日他
2人 103人

234

ＮＣ機械オペレーター 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

185,220円～339,129円

5人 土木工事業（舗装工事業
を除く）

有限会社　北陸緑化  魚津市 日祝他
2人 7人

233

法面吹付技術者（見習い） 40歳以下 正社員
変形（1
年単位）

180,000円～280,000円

48人 電子デバイス製造業

立山精密　株式会社  魚津市 日他
2人 73人

236

ＮＣ機械オペレーター 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

185,220円～339,129円

23人 電子デバイス製造業

テクノプラス　株式会社  魚津市 日他
2人 103人

235

金型の設計 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

180,264円～339,129円

39人 一般貨物自動車運送業

中川運輸　株式会社  魚津市 日祝他
2人 56人

238

大型ダンプ運転手（地場） 62歳以下 正社員
変形（1
年単位）

212,000円～238,000円

48人 電子デバイス製造業

立山精密　株式会社  魚津市 日他
1人 73人

237

金型の設計 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

180,264円～339,129円

13人 食堂，レストラン（専門
料理店を除く）

株式会社　翔志（らーめん世界・
つけめん桜）

 魚津市 他
2人 170人

240

富山魚津店店舗運営（調理、接
客）

18歳以上 正社員 171,000円～222,745円

7人 管工事業（さく井工事業
を除く）

有限会社　寺崎設備工業所  魚津市 土日祝他
1人 7人

239

配管工 40歳以下 正社員 181,000円～251,000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　　８月　３０日　～　９月　３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。

(1)9時00分～18時00分
雇用期間の定めなし (2)13時00分～22時00分 実費支給（上限なし） 1,117人 雇用・労災・健康・厚生

(3)11時00分～20時00分 拠出
石川県白山市松本町２５１２ 076-274-6111 又は8時30分～22時00分の 毎　週 年2回（前年度実績） 17080- 6560511

(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 60人 雇用・労災・健康・厚生

石川県野々市市稲荷２丁目１７６ 076-246-8711 毎　週 17080- 6641411

(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 60人 雇用・労災・健康・厚生

石川県野々市市稲荷２丁目１７６ 076-246-8711 毎　週 17080- 6642011

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・財形

月額　34,000円まで 拠出・給付
長野県須坂市大字高梨２９３－１ 026-242-3030 又は9時00分～2時00分の その他 20130- 2637411

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限あり） 5人 雇用・労災・健康・厚生
月額　50,000円まで

高知県高知市本町４丁目１－１６ 045-476-0777 又は9時00分～19時00分の その他 年3回（前年度実績）0円～ 39010-17930311

(1)5時00分～14時00分
雇用期間の定めなし (2)10時30分～19時30分 実費支給（上限あり） 12人 雇用・労災・健康・厚生

月額　10,000円まで
富山県富山市開６５３－１ 076-421-5712 又は5時00分～19時30分の 毎　週 年2回（前年度実績）0円～400,000円 16010-15722811

(1)9時00分～17時30分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限なし） 19人 雇用・労災・健康・厚生

富山県富山市新庄町１５７－１ 076-492-0077 毎　週 16010-15643211

(1)8時30分～17時15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・財形

富山県富山市下冨居２丁目１３－ 076-432-3121 その他 年2回（前年度実績） 16010-15652211

(1)7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 雇用・労災・健康・厚生

月額　40,800円まで
富山県射水市中野６１２ 0766-52-5793 その他 年2回（前年度実績）100,000円～300,000円 16020- 9543811

(1)7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 雇用・労災・健康・厚生

月額　40,800円まで
富山県射水市中野６１２ 0766-52-5793 その他 年2回（前年度実績）100,000円～300,000円 16020- 9545511

(1)8時15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　15,000円まで
富山県魚津市三ケ２２７ 0765-22-0637 その他 年2回（前年度実績） 16040- 3929211

(1)8時15分～18時00分
雇用期間の定めなし (2)8時15分～14時00分 実費支給（上限あり） 6人 雇用・労災・健康・厚生

月額　20,000円まで
富山県黒部市石田新７３９－１ 0765-32-5257 毎　週 年2回（前年度実績） 16040- 3931311

(1)9時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限なし） 4人 雇用・労災・健康・厚生

富山県魚津市北鬼江１４２－１ 0765-32-3364 又は8時00分～19時00分の 毎　週 16040- 3915311

(1)12時00分～21時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 30人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　12,000円まで 厚生
富山県魚津市大海寺野６２１ 0765-24-5511 その他 年2回（前年度実績） 16040- 3918111

(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） 1人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　12,000円まで
富山県黒部市宇奈月町下立６５６ 0765-65-0013 毎　週 年2回（前年度実績）100,000円～250,000円 16040- 3920511

(1)8時00分～16時50分
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)21時00分～5時50分 実費支給（上限あり） 51人 雇用・労災・健康・厚生

月額　30,000円まで
富山県下新川郡入善町福島６１５ 0765-72-5511 毎　週 16040- 3921411

(1)7時00分～15時45分
雇用期間の定めなし (2)8時30分～17時15分 実費支給（上限あり） 98人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)9時45分～18時30分 月額　10,000円まで
富山県黒部市荻生６６７５－５ 0765-54-1800 その他 年2回（前年度実績） 16040- 3927711

(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） 14人 雇用・労災・健康・厚生

月額　10,000円まで
富山県黒部市石田１１６８－２１ 0765-52-0532 その他 年2回（前年度実績） 16040- 3928811

(1)9時00分～18時00分
雇用期間の定めなし (2)10時00分～19時00分 実費支給（上限なし） 1人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)12時00分～21時00分
石川県金沢市近岡町３０９ 076-237-4230 毎　週 年2回（前年度実績） 17010-18185711

(1)10時00分～19時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 実費支給（上限あり） 0人 雇用・労災・健康・厚生

日額　1,000円まで
石川県金沢市駅西新町一丁目３８ 076-225-7631 毎　週 17010-18203011

65人 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

 黒部市 土日祝
1人 270人

242

受付フォロー兼環境整備（黒部市
民病院）

不問 正社員以外 150,144円～150,144円

1,438人 医薬品・化粧品小売業

株式会社　クスリのアオキ  黒部市 他
1人 6,864人

241

登録販売者総合職【選択区分有】
富山１黒部・魚津・下新川郡

59歳以下 正社員
変形

（1ヶ月
190,000円～310,000円

20人 食堂，レストラン（専門
料理店を除く）

株式会社あっぷるアイビー  魚津市　他 他
3人 750人

244

接客・調理他：あっぷるぐりむグ
ループ各店舗〈富山〉

18歳～44歳 正社員
変形

（1ヶ月
190,000円～240,000円

65人 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

 黒部市 他
1人 270人

243

作業主任者候補（黒部市民病院） 不問 正社員以外 171,200円～171,200円

12人 食堂，レストラン（専門
料理店を除く）

株式会社　ディライフ  魚津市 他
2人 130人

246

「魚津病院」事業所調理員 64歳以下 正社員
交替制あ

り
190,000円～280,000円

5人 写真機・時計・眼鏡小売
業

（株）キタムラ  魚津市 他
1人 8,401人

245

販売スタッフ　スタジオマリオ
ＭドンキホーテＵＮＹ魚津

不問 正社員以外
変形

（1ヶ月
177,300円～177,300円

4人 機械修理業（電気機械器
具を除く）

株式会社　三越  下新川郡入善
町

日祝他
1人 58人

248

自動車整備又は建設機械の整備 44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

180,000円～250,000円

23人 労働者派遣業

株式会社　ライフワーク北陸  黒部市 土日祝他
2人 50人

247

一般事務 不問 有期雇用派遣労働者 169,680円～169,680円

17人 舗装工事業

富舗建設　株式会社  魚津市　他 日祝他
2人 26人

250

舗装施工技術員 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

240,000円～450,000円

17人 舗装工事業

富舗建設　株式会社  魚津市　他 日祝他
2人 26人

249

舗装技能工（普通作業員） 44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

240,000円～450,000円

6人 一般診療所

ねづか内科クリニック  黒部市 水日祝他
1人 6人

252

看護師 不問 正社員 240,000円～300,000円

18人 金属加工機械製造業

辻精機株式会社  魚津市 日祝他
1人 18人

251

機械設計 35歳以下 正社員
変形（1
年単位）

180,000円～300,000円

65人 その他の食料品製造業

石川製麺　株式会社  魚津市 他
1人 65人

254

出荷（ピッキング）業務 44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

150,000円～200,000円

8人 他に分類されない事業
サービス業

株式会社　オレンジ　うオレンジ  魚津市 土日祝
1人 60人

253

サービス管理責任者 64歳以下 正社員
フレック

ス
200,000円～350,000円

373人 自動車・同附属品製造業

アイシン・メタルテック　株式会
社

 下新川郡入善
町

土日他
1人 373人

256

設備保全 不問 正社員以外
交替制あ

り
190,738円～222,528円

10人 一般貨物自動車運送業

株式会社　此川運輸  黒部市 土日他
3人 65人

255

長距離運転手（大型） 59歳以下 正社員 287,000円～379,000円

30人 加工紙製造業

黒部紙業　株式会社  黒部市 日他
1人 30人

258

印刷機オペレーター 40歳以下 正社員
変形（1
年単位）

153,000円～185,000円

103人 病院

医療法人社団平成会　桜井病院  黒部市 他
2人 103人

257

准看護師 59歳以下 正社員
変形

（1ヶ月
205,000円～262,000円

0人 情報処理・提供サービス
業

株式会社　美創プロモーション
北陸支社

 下新川郡入善
町

他
1人 140人

260

携帯ショップでの販売スタッフ 不問 有期雇用派遣労働者 207,360円～241,920円

3人 その他の保健衛生

株式会社　アルプ  魚津市 日祝他
1人 561人

259

検査物の集配（魚津営業所） 44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

161,600円～248,400円
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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。

(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 労災

富山県黒部市犬山７９－２ 0765-56-9209 毎　週 16040-   25110

(1)9時00分～13時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限あり） 2人 労災

月額　30,000円まで
群馬県高崎市あら町１３４－１ 027-329-6290 その他 10020-13100811

(1)5時30分～10時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)18時00分～22時00分 実費支給（上限あり） 0人 雇用・労災・健康・厚生

月額　40,000円まで
富山県富山市金屋２７１５－１０ 076-443-5455 毎　週 年2回（前年度実績）25,000円～50,000円 16010-16437211

(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 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６ 076-432-5200 毎　週 16010-16445211

(1)12時00分～17時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 実費支給（上限あり） 7人 労災

月額　50,000円まで
富山県射水市戸破１６３７ 0766-57-8181 毎　週 16020- 9979611

雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 93人 雇用・労災・健康・厚生
月額　5,000円まで

富山県下新川郡朝日町大家庄３５ 0765-82-1740 又は8時00分～17時00分の その他 16040- 4279111

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

月額　6,000円まで
富山県下新川郡朝日町草野１１８ 0765-83-2216 毎　週 16040- 4287111

(1)7時30分～12時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 6人 雇用・労災

日額　350円まで
富山県黒部市荻生５８８－１ 0765-52-5752 毎　週 16040- 4291011

雇用期間の定めなし なし 11人 労災

富山県魚津市新金屋２－８－３ 0765-22-2779 又は2時30分～5時00分の その他 16040- 4292311

(1)21時45分～8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） 76人 労災

月額　22,500円まで
富山県黒部市宇奈月町下立３７ 0765-65-1180 毎　週 16040- 4294911

(1)13時00分～17時30分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限あり） 76人 労災

月額　22,500円まで
富山県黒部市宇奈月町下立３７ 0765-65-1180 毎　週 16040- 4295111

雇用期間の定めなし 実費支給（上限なし） 6人 労災・その他

大阪府大阪市中央区本町２丁目２ 06-6263-2111 又は8時00分～18時00分の 毎　週 27010-43581411

雇用期間の定めなし 実費支給（上限なし） 6人 労災・その他

大阪府大阪市中央区本町２丁目２ 06-6263-2111 又は8時30分～17時30分の 毎　週 27010-43583311

(1)8時30分～12時30分
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 実費支給（上限あり） 7人 労災

月額　30,000円まで
富山県富山市上二杉４２０－２ 076-428-1390 毎　週 16010-16063611

(1)8時00分～12時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)8時00分～15時30分 実費支給（上限あり） 4人 雇用・労災・健康・厚生

(3)8時00分～17時00分 月額　10,000円まで
富山県富山市吉作７１０ 076-436-6637 毎　週 16010-16284811

雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 3人 労災
月額　15,000円まで

富山県黒部市岡３６２－１０ 0765-52-0543 又は8時00分～17時00分の 毎　週 年2回（前年度実績）30,000円～50,000円 16040- 4242611

(1)14時00分～17時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 実費支給（上限あり） 1人 労災

月額　10,000円まで
富山県黒部市新牧野１６８番地 0765-54-4300 毎　週 16040- 4246811

(1)9時10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

月額　10,000円まで
富山県下新川郡入善町芦崎８８－ 0765-76-0624 又は8時20分～17時00分の 毎　週 年2回（前年度実績）60,000円～150,000円 16040- 4250611

(1)9時00分～15時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)13時00分～18時00分 実費支給（上限あり） 7人 雇用・労災

月額　50,000円まで
富山県黒部市沓掛５６０ 0765-52-0400 又は9時00分～18時00分の その他 16040- 4252111

(1)9時00分～16時00分
雇用期間の定めなし (2)9時00分～15時00分 実費支給（上限あり） 7人 雇用・労災

月額　5,000円まで
富山県黒部市生地中区５８ 0765-57-0117 毎　週 年2回（前年度実績）10,000円～30,000円 16040- 4256511

18

軽作業・仕分け・ピッキング 不問 パート労働者 1,050円～1,150円 42人 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

 黒部市 土日祝他
3人 4,800人

19

ゴムホース加工 不問 パート労働者 870円～1,200円 15人 ゴムベルト・ゴムホー
ス・工業用ゴム製品製造

有限会社　エムテックス宝田  黒部市 日他
3人 30人

16

器具の後片付け・院内外の清掃 不問 パート労働者 850円～870円 2人 歯科診療所

岩井歯科クリニック  黒部市 土日祝他
1人 2人

17

部品付・検査 64歳以下 パート労働者 880円～910円 8人 他に分類されない製造業

株式会社　清田建材  黒部市 土日祝他
1人 14人

14

清掃員（黒部市総合体育セン
ター）

不問 パート労働者 850円～850円 4人 建物サービス業

テックサービス　株式会社  黒部市 水他
1人 88人

15

工場内軽作業 60歳以上 パート労働者 900円～950円 15人 その他のはん用機械・同
部分品製造業

アイザワマシニング　株式会社  黒部市 土日祝他
3人 30人

13

診療放射線技師（たまの整形外科
クリニック）

不問 パート労働者 1,700円～1,800円 9人 病院

医療法人社団　双星会  黒部市 他
1人 386人

11

薬剤師（サエラ薬局　黒部店） 59歳以下 パート労働者
変形

（1ヶ月
1,965円～3,000円 6人 医薬品・化粧品小売業

株式会社　サエラファーマシーズ  黒部市 日祝他
1人 400人

12

薬剤師（すみれ薬局　魚津店） 59歳以下 パート労働者
変形

（1ヶ月
1,965円～3,000円 7人 医薬品・化粧品小売業

株式会社　サエラファーマシーズ  魚津市 日祝他
1人 400人

9

夜勤専従介護職員 18歳以上 パート労働者 1,000円～1,200円 104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

 黒部市 他
1人 132人

10

ホームヘルパー 不問 パート労働者 1,000円～1,200円 104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

 黒部市 日他
2人 132人

7

配送助手・積卸作業 59歳以下 パート労働者 1,500円～1,500円 46人 一般貨物自動車運送業

荻生運輸倉庫　株式会社  黒部市 土日祝
1人 56人

8

新聞配達 18歳以上 パート労働者 1,500円～1,500円 23人 書籍・文房具小売業

有限会社　北日本新聞　川上新聞
店

 魚津市 他
2人 23人

5

製品の検査 不問 パート労働者 851円～851円 183人 電子デバイス製造業

朝日電子　株式会社  下新川郡朝日
町

日祝他
1人 195人

6

接客　調理補助 不問 パート労働者 850円～850円 3人 老人福祉・介護事業

特定非営利活動法人　ゆきあかり
 

 下新川郡朝日
町

水金土日
他

1人 8人

3

清掃員（魚津緑ヶ丘病院） 不問 パート労働者 850円～850円 3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 20人

4

品出し業務、商品管理【オート
バックス魚津店】

不問 パート労働者 930円～950円 16人 機械器具小売業（自動
車，自転車を除く）

株式会社ピューマ（オートバック
ス）

 魚津市 土日祝
1人 250人

2

施設管理警備員（黒部ショッピン
グセンターメルシー）

18歳以上 パート労働者 860円～1,100円 2人 警備業

富山県綜合警備保障　株式会社  黒部市 他
1人 760人

261

造園工 不問 正社員以外 80,000円～100,000円 2人 園芸サービス業

岡島造園  黒部市 日他
2人 2人

1

在庫管理スタッフ（深川病院内）
（富山県魚津市）

不問 パート労働者 1,000円～1,000円 2人 その他の物品賃貸業

株式会社　アメニティ北関東  魚津市
火木土日

他
2人 550人
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その際はあしからずご了承ください。

雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 0人 労災
月額　10,000円まで

富山県魚津市上村木１－１１－８ 0765-22-1255 又は9時00分～19時00分の 毎　週 16040- 4268611

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)12時00分～21時00分 実費支給（上限なし） 16人 労災

富山県黒部市宇奈月温泉２６７ 0765-62-1111 又は8時00分～21時00分の その他 16040- 4269911

(1)6時00分～11時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)15時00分～21時00分 実費支給（上限なし） 16人 労災

富山県黒部市宇奈月温泉２６７ 0765-62-1111 又は6時00分～21時00分の その他 16040- 4270711

(1)8時00分～12時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)12時00分～17時00分 実費支給（上限なし） 16人 労災

(3)12時00分～21時00分
富山県黒部市宇奈月温泉２６７ 0765-62-1111 又は8時00分～21時00分の その他 16040- 4271811

(1)6時00分～11時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)16時00分～22時00分 実費支給（上限なし） 16人 労災

富山県黒部市宇奈月温泉２６７ 0765-62-1111 又は6時00分～22時00分の 毎　週 16040- 4272211

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限あり） 32人 雇用・労災・健康・厚生
月額　13,400円まで

富山県魚津市吉島７２９ 0765-22-0802 又は8時30分～17時00分の 毎　週 年2回（前年度実績）3,000円～15,000円 16040- 4276311

雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 0人 労災
月額　10,000円まで

富山県魚津市上村木１－１１－８ 0765-22-1255 又は9時00分～19時00分の 毎　週 16040- 4277611

(1)9時30分～12時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限なし） 2人 労災

新潟県燕市野中才１３３９番地２ 0256-98-0845 毎　週 15110- 5602811

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 実費支給（上限あり） 5人 雇用・労災
月額　50,000円まで

新潟県燕市佐渡５１２９ 
0256-66-1100 又は8時00分～21時00分の その他 15110- 5964911

(1)7時30分～11時00分
雇用期間の定めなし (2)9時00分～14時00分 実費支給（上限あり） 4人 労災

月額　10,000円まで
富山県富山市二口町３丁目５番地 076-421-9330 毎　週 16010-15769011

(1)10時00分～14時30分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 13人 労災

月額　20,000円まで
富山県富山市二口町３丁目５番地 076-421-9330 毎　週 16010-15796111

(1)6時00分～9時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限あり） 1人 労災

月額　4,000円まで
富山県富山市向新庄町１丁目２－ 076-411-9403 毎　週 16010-15832311

(1)6時00分～9時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限あり） 2人 労災

月額　4,000円まで
富山県富山市向新庄町１丁目２－ 076-411-9403 毎　週 16010-15850911

(1)6時00分～9時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限あり） 3人 労災

月額　4,000円まで
富山県富山市向新庄町１丁目２－ 076-411-9403 毎　週 16010-15851111

(1)16時30分～20時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)14時00分～19時00分 実費支給（上限あり） 7人 雇用・労災

月額　20,000円まで
富山県富山市西大泉１２番地１０ 076-425-8410 毎　週 16010-15874611

(1)9時00分～13時30分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限あり） 4人 雇用・労災

月額　30,000円まで
富山県富山市西大泉１２番地１０ 076-425-8410 毎　週 16010-15888511

(1)5時15分～10時30分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限あり） 5人 雇用・労災

月額　30,000円まで
富山県富山市西大泉１２番地１０ 076-425-8410 毎　週 16010-15891911

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)8時00分～12時00分 実費支給（上限あり） 9人 雇用・労災・健康・厚生

月額　15,000円まで
富山県富山市桜橋通り２－２５ 076-432-8600 その他 16010-15893711

(1)6時00分～9時00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 労災

月額　15,000円まで
富山県富山市桜橋通り２－２５ 076-432-8600 毎　週 16010-15897411

(1)7時30分～12時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限あり） 4人 雇用・労災

月額　15,000円まで
富山県富山市桜橋通り２－２５ 076-432-8600 毎　週 16010-15905611

39

清掃業務（新川文化ホール） 不問 パート労働者 849円～860円 6人 建物サービス業

太平ビルサービス　株式会社　富
山支店

 魚津市 火他
2人 24,061人

37

清掃業務（富山労災病院） 不問 パート労働者 850円～950円 13人 建物サービス業

太平ビルサービス　株式会社　富
山支店

 魚津市 日祝他
2人 24,061人

38

清掃業務（富山労災病院） 不問 パート労働者 950円～980円 13人 建物サービス業

太平ビルサービス　株式会社　富
山支店

 魚津市 日祝他
2人 24,061人

35

調理員（北陸職業能力開発大学校
学生食堂）

不問 パート労働者 850円～850円 4人 その他の飲食料品小売業

株式会社　魚国総本社　北陸支社  魚津市 土日祝他
1人 17,729人

36

調理補助員（介護老人福祉施設つ
るさんかめさん）／朝

不問 パート労働者 900円～900円 8人 その他の飲食料品小売業

株式会社　魚国総本社　北陸支社  下新川郡朝日
町

他
1人 17,729人

33

清掃員（大阪屋ショップ　魚津釈
迦堂店）

不問 パート労働者 900円～1,000円 5人 管理，補助的経済活動を
行う事業所（６９不動産

株式会社　ケーズ・カンパニー  魚津市 他
2人 128人

34

調理員（北陸職業能力開発大学校
学生寮）

不問 パート労働者
交替制あ

り
850円～850円 7人 その他の飲食料品小売業

株式会社　魚国総本社　北陸支社  魚津市 土祝他
1人 17,729人

31

清掃員（大阪屋ショップ　黒部
店）

不問 パート労働者 900円～1,000円 4人 管理，補助的経済活動を
行う事業所（６９不動産

株式会社　ケーズ・カンパニー  黒部市 他
2人 128人

32

清掃員（大阪屋ショップ　魚津本
江店）

不問 パート労働者 900円～1,000円 4人 管理，補助的経済活動を
行う事業所（６９不動産

株式会社　ケーズ・カンパニー  魚津市 他
2人 128人

29

清掃（介護老人保健施設つるさん
かめさん）＃日祝休み

69歳以下 パート労働者
交替制あ

り
1,000円～1,000円 4人 建物サービス業

アルコット　株式会社  下新川郡朝日
町

日祝他
1人 1,850人

30

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 1,000円～1,100円 13人 建物サービス業

アルコット　株式会社  魚津市
月火水木

金
3人 1,850人

27

美容師＜富山県＞ 64歳以下 パート労働者 1,600円～2,100円 2人 美容業

株式会社　ブルーライン２１  黒部市　他 土日祝他
1人 140人

28

店舗業務スタッフ（魚津店） 不問 パート労働者 900円～1,000円 10人 各種食料品小売業

株式会社　オーシャンシステム
業務スーパー事業部

 魚津市 他
1人 3,400人

26

歯科助手 35歳以下 パート労働者 1,000円～1,300円 0人 歯科診療所

山口歯科医院  魚津市 他
2人 0人

24

レストランスタッフ 不問 パート労働者 900円～1,250円 48人 旅館，ホテル

湯快リゾート　株式会社（宇奈月
グランドホテル）

 黒部市 他
2人 1,744人

25

看護師 不問 パート労働者 1,000円～1,200円 34人 児童福祉事業

社会福祉法人　吉島保育園  魚津市 土日祝他
1人 34人

22

キッチン（補助） 不問 パート労働者 900円～1,250円 48人 旅館，ホテル

湯快リゾート　株式会社（宇奈月
グランドホテル）

 黒部市 他
2人 1,744人

23

売店スタッフ 不問 パート労働者 900円～1,250円 48人 旅館，ホテル

湯快リゾート　株式会社（宇奈月
グランドホテル）

 黒部市 他
2人 1,744人

20

歯科衛生士 40歳以下 パート労働者 1,300円～1,800円 0人 歯科診療所

山口歯科医院  魚津市 他
2人 0人

21

施設管理・清掃 不問 パート労働者 850円～1,188円 48人 旅館，ホテル

湯快リゾート　株式会社（宇奈月
グランドホテル）

 黒部市 他
2人 1,744人
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雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限あり） 20人 雇用・労災
月額　35,000円まで

富山県富山市千歳町１－６－１８ 076-444-0633 又は8時30分～15時30分の 毎　週 16010-15916711

(1)5時00分～15時30分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)15時30分～4時30分 実費支給（上限あり） 8人 雇用・労災・健康・厚生

月額　100,000円まで
富山県富山市新桜町４－２８　朝 076-471-7061 その他 16010-15984511

(1)9時00分～16時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)9時00分～16時30分 実費支給（上限あり） 39人 労災

月額　50,000円まで
富山県富山市新富町１－１－１２ 076-442-2888 その他 16010-15998911

雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 0人 雇用・労災
月額　10,000円まで

富山県高岡市大坪町３丁目７－４ 0766-24-8413 又は9時00分～18時00分の 毎　週 16020- 9664811

(1)13時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 0人 雇用・労災

月額　10,000円まで
富山県高岡市大坪町３丁目７－４ 0766-24-8413 又は9時00分～18時00分の 毎　週 16020- 9666511

(1)20時00分～3時30分
雇用期間の定めなし なし 3人 労災

富山県魚津市緑町７－１５ 0765-24-2437 毎　週 16040- 3936811

雇用期間の定めなし 実費支給（上限なし） 10人 雇用・労災

富山県黒部市飯沢４４４ 0765-57-1188 又は8時20分～17時00分の 毎　週 年2回（前年度実績）60,000円～100,000円 16040- 3944811

(1)8時00分～12時00分
雇用期間の定めなし (2)13時00分～17時00分 実費支給（上限あり） 2人 雇用・労災

月額　1,000円まで
富山県魚津市寿町６番２４号 0765-24-2765 毎　週 16040- 3946511

雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 5人 労災
月額　21,500円まで

富山県下新川郡入善町椚山１３３ 0765-74-8118 又は8時30分～17時00分の 毎　週 年2回（前年度実績）30,000円～50,000円 16040- 3952811

雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 11人 労災
月額　21,500円まで

富山県下新川郡入善町椚山１３３ 0765-74-8118 又は8時30分～17時00分の 毎　週 16040- 3953211

雇用期間の定めなし なし 1人 労災

富山県下新川郡入善町荒又６０ 0765-72-0111 又は7時30分～19時30分の 毎　週 年2回（前年度実績）20,000円～60,000円 16040- 3959911

(1)8時00分～16時30分
雇用期間の定めなし (2)17時00分～10時00分 実費支給（上限なし） 13人 労災

(3)8時00分～13時00分
富山県魚津市本江１０３０番地 0765-22-8938 毎　週 年2回（前年度実績）5,000円～50,000円 16040- 3965011

(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） 8人 労災

月額　10,000円まで
富山県下新川郡入善町横山７８－ 0765-74-2520 毎　週 16040- 3966311

(1)15時00分～18時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 3人 労災

月額　1,500円まで
富山県黒部市飯沢８２２－３ 0765-57-0305 毎　週 16040- 3967611

雇用期間の定めなし なし 20人 雇用・労災

富山県下新川郡朝日町月山２３４ 0765-82-2178 又は8時00分～16時00分の その他 16040- 3969111

(1)10時00分～14時30分
雇用期間の定めなし (2)17時00分～21時00分 実費支給（上限あり） 2人 労災

月額　4,000円まで
富山県下新川郡入善町青木９２８ 0765-74-2002 その他 年1回（前年度実績）30,000円～80,000円 16040- 3971511

(1)9時00分～16時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)9時00分～17時00分 実費支給（上限あり） 24人 雇用・労災・健康・厚生

月額　15,000円まで
富山県下新川郡入善町上飯野２４ 0765-74-0373 その他 16040- 3982311

雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 3人 雇用・労災
日額　300円まで

富山県魚津市三ケ７３９－１ 0765-22-5252 又は9時00分～19時00分の 毎　週 16040- 3988211

(1)10時00分～19時00分
雇用期間の定めなし (2)11時00分～20時00分 なし 2人 雇用・労災

富山県魚津市吉島１４５－２ 0765-22-8556 毎　週 16040- 3999011

(1)6時00分～10時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)13時00分～18時00分 実費支給（上限あり） 89人 労災

月額　72,450円まで
富山県黒部市立野１７５番１ 0765-55-1300 毎　週 16040- 4003211

59

青果担当 不問 パート労働者
交替制あ

り
1,030円～1,180円 143人 百貨店，総合スーパー

株式会社　ＰＬＡＮＴ（ＳＵＰＥ
Ｒ　ＣＥＮＴＥＲ　ＰＬＡＮＴ黒

 黒部市 他
1人 4,699人

57

店員（魚津・滑川市内） 不問 パート労働者 850円～850円 3人 洗濯業

株式会社　富山第一ドライクリー
ニング

 魚津市 他
2人 170人

58

店内販売スタッフ 不問 パート労働者
交替制あ

り
1,000円～1,000円 4人 男子服小売業

青山商事株式会社（洋服の青山
魚津店）

 魚津市 他
2人 6,734人

55

店内スタッフ 不問 パート労働者 900円～1,050円 3人 食堂，レストラン（専門
料理店を除く）

黄鶴楼  下新川郡入善
町

水他
2人 3人

56

洗浄・検査・包装 不問 パート労働者 900円～1,000円 28人 ガラス・同製品製造業

株式会社　佐藤アンプル製作所  下新川郡入善
町

日祝他
1人 28人

53

採点スタッフ 不問 パート労働者 870円～1,000円 3人 学習塾

公文式黒部生地教室  黒部市
月水木土
日祝

1人 3人

54

調理・配達 不問 パート労働者 900円～900円 45人 その他の飲食料品小売業

有限会社　テイスト  下新川郡朝日
町

他
1人 45人

51

介護職 64歳以下 パート労働者
交替制あ

り
850円～1,200円 27人 老人福祉・介護事業

八光エステイト　有限会社  魚津市 他
1人 50人

52

調理員 不問 パート労働者 850円～850円 10人 障害者福祉事業

社会福祉法人　にいかわ苑  下新川郡朝日
町

他
1人 115人

49

看護師 不問 パート労働者 1,200円～1,300円 12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
1人 12人

50

ガソリンスタンド業務 不問 パート労働者 850円～1,200円 6人 燃料小売業

真岩石油　有限会社  下新川郡入善
町

他
2人 6人

47

箱詰作業 不問 パート労働者 850円～920円 4人 水産食料品製造業

古賀フーズ  魚津市 土日祝他
2人 4人

48

介護職 不問 パート労働者 850円～950円 5人 老人福祉・介護事業

有限会社　愛語会  下新川郡入善
町

日他
1人 12人

45

代行運転 18歳以上 パート労働者 1,077円～1,077円 19人 その他の道路旅客運送業

富士代行  魚津市 他
3人 19人

46

部品付 64歳以下 パート労働者 920円～1,000円 30人 金属素形材製品製造業

有限会社　岡島建材  黒部市 土日祝
2人 43人

43

検査・カット及び梱包作業【ト
ヨックス】

不問 無期雇用派遣パート 1,000円～1,200円 2人 労働者派遣業

株式会社　ステップ  黒部市 土日祝他
1人 80人

44

ホースの仕分作業（物流課：宇奈
月）【トヨックス】

59歳以下 無期雇用派遣パート 1,000円～1,200円 7人 労働者派遣業

株式会社　ステップ  黒部市 土日祝他
1人 80人

41

送迎業務等 18歳以上 パート労働者
変形（1
年単位）

1,070円～1,070円 56人 職業紹介業

日総工産　株式会社　富山サテラ
イト

 黒部市 日他
1人 15,000人

42

看護師業務（デイサービス）／ニ
チイケアセンター黒部

不問 パート労働者
変形

（1ヶ月
1,330円～1,430円 44人 老人福祉・介護事業

株式会社　ニチイ学館　ヘルスケ
ア事業富山支店

 黒部市 日他
1人 90,768人

40

調理補助（魚津市学校給食セン
ター）

不問 パート労働者 900円～900円 24人 その他の飲食料品小売業

株式会社　東洋食品　北陸事業部  魚津市 土日祝
1人 14,225人
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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　　８月　３０日　～　９月　３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ヶ月未満） 実費支給（上限あり） 89人 労災
月額　72,450円まで

富山県黒部市立野１７５番１ 0765-55-1300 又は7時00分～19時00分の 毎　週 16040- 4005411

(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- 4006011

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限あり） 89人 労災
月額　72,450円まで

富山県黒部市立野１７５番１ 0765-55-1300 又は6時00分～15時00分の 毎　週 16040- 4008611

(1)6時00分～15時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)9時00分～16時00分 実費支給（上限あり） 89人 雇用・労災

月額　72,450円まで
富山県黒部市立野１７５番１ 0765-55-1300 毎　週 16040- 4010711

(1)9時00分～15時00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） 30人 労災

(3)13時00分～17時00分 月額　9,000円まで
富山県魚津市大海寺野６２１ 0765-24-5511 毎　週 年2回（前年度実績） 16040- 4012211

(1)10時15分～15時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 実費支給（上限なし） 4人 雇用・労災

富山県黒部市中新７１－１ 0765-52-5260 毎　週 16040- 4035111

(1)8時00分～16時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 実費支給（上限あり） 11人 雇用・労災・健康・厚生

月額　20,400円まで
富山県黒部市中新７１－１ 0765-52-5260 毎　週 16040- 4037811

(1)10時00分～16時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)14時00分～20時00分 実費支給（上限あり） 2人 労災

(3)17時00分～20時00分 月額　5,000円まで
富山県魚津市相木新１３－２ 0765-24-7710 その他 16040- 4041611

(1)17時30分～8時30分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 16人 労災

月額　12,000円まで
富山県黒部市田家新７６５番地２ 0765-56-5703 その他 16040- 4049011

雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 6人 雇用・労災
月額　15,000円まで

富山県黒部市田家新６０８ 0765-52-3455 又は8時00分～17時05分の その他 16040- 4066611

(1)8時45分～12時30分
雇用期間の定めなし (2)14時30分～18時00分 実費支給（上限あり） 6人 労災

月額　20,000円まで
富山県黒部市石田新７３９－１ 0765-32-5257 毎　週 年2回（前年度実績） 16040- 4080011

(1)7時00分～13時00分
雇用期間の定めなし (2)15時00分～20時30分 なし 42人 雇用・労災

富山県黒部市生地芦区３４ 0765-33-4460 毎　週 年2回（前年度実績） 16040- 4084111

(1)9時00分～16時30分
雇用期間の定めなし なし 5人 労災

富山県下新川郡入善町椚山１２３ 0765-72-5520 毎　週 16040- 4087211

雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 12人 労災
月額　7,000円まで

富山県魚津市吉島１１１８－１ 0765-24-0315 又は8時00分～12時00分の 毎　週 年2回（前年度実績）0円～220,000円 16040- 4093711

(1)9時00分～15時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限なし） 9人 労災

富山県魚津市本江１０３０番地 0765-22-8938 毎　週 16040- 4095211

(1)8時00分～16時30分
雇用期間の定めなし (2)16時00分～9時00分 実費支給（上限なし） 9人 労災

(3)8時00分～13時00分
富山県魚津市本江１０３０番地 0765-22-8938 毎　週 年2回（前年度実績）5,000円～50,000円 16040- 4097411

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限あり） 7人 労災
月額　22,750円まで

富山県下新川郡朝日町沼保９０９ 0765-88-2660 又は15時00分～0時30分の その他 16040- 4107111

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限あり） 16人 雇用・労災
月額　22,750円まで

富山県下新川郡朝日町沼保９０９ 0765-88-2660 又は8時30分～23時00分の その他 16040- 4109811

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限あり） 16人 労災
月額　22,750円まで

富山県下新川郡朝日町沼保９０９ 0765-88-2660 又は8時30分～0時30分の その他 16040- 4110411

(1)9時00分～17時30分
雇用期間の定めなし なし 2人 雇用・労災・健康・厚生

富山県魚津市本江９８０－１ 0765-24-3201 その他 16040- 4130911

79

配達 不問 パート労働者
変形（1
年単位）

900円～1,000円 4人 自動車小売業

有限会社　山西商会  魚津市 日祝他
1人 4人

77

カフェスタッフ（新入善店） 不問 パート労働者 850円～850円 20人 書籍・文房具小売業

株式会社　明文堂プランナー  下新川郡入善
町

他
2人 700人

78

販売・商品管理（新入善店） 不問 パート労働者 850円～850円 20人 書籍・文房具小売業

株式会社　明文堂プランナー  下新川郡入善
町

他
3人 700人

75

介護職 64歳以下 パート労働者
交替制あ

り
850円～1,200円 23人 老人福祉・介護事業

八光エステイト　有限会社  下新川郡朝日
町

他
1人 50人

76

販売・商品管理（黒部店） 不問 パート労働者 850円～850円 13人 書籍・文房具小売業

株式会社　明文堂プランナー  黒部市 他
2人 700人

73

看護師（魚津） 65歳以下 パート労働者 1,250円～1,250円 12人 老人福祉・介護事業

特定非営利活動法人生活支援セン
ター　アットホーム新川

 魚津市 他
1人 70人

74

調理員 不問 パート労働者 850円～1,000円 23人 老人福祉・介護事業

八光エステイト　有限会社  下新川郡朝日
町

他
1人 50人

71

調理職員 69歳以下 パート労働者
交替制あ

り
882円～942円 45人 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  黒部市 他

1人 45人

72

盛りつけ・配達 不問 パート労働者 900円～900円 5人 その他の食料品製造業

有限会社　はな膳  下新川郡入善
町

他
2人 5人

69

粉砕機オペレーター 不問 パート労働者 849円～900円 25人 有機化学工業製品製造業

株式会社　ホクペレ  黒部市 日祝他
2人 49人

70

看護師 不問 パート労働者 1,200円～1,600円 6人 一般診療所

ねづか内科クリニック  黒部市 水日祝他
1人 6人

67

婦人服の販売 不問 パート労働者
交替制あ

り
900円～1,000円 2人 婦人・子供服小売業

有限会社　ボンジュール  魚津市 他
2人 3人

68

介護職員 18歳以上 パート労働者
変形

（1ヶ月
1,200円～1,400円 16人 老人福祉・介護事業

有限会社　隠居くらぶ  黒部市 他
3人 33人

65

対面サービス 不問 パート労働者 900円～900円 4人 各種食料品小売業

株式会社　エッセン  黒部市 土日祝他
2人 178人

66

調理員・対面サービス 不問 パート労働者 900円～900円 11人 各種食料品小売業

株式会社　エッセン  黒部市 土日他
2人 178人

63

ベーカリー担当 不問 パート労働者
交替制あ

り
1,030円～1,130円 143人 百貨店，総合スーパー

株式会社　ＰＬＡＮＴ（ＳＵＰＥ
Ｒ　ＣＥＮＴＥＲ　ＰＬＡＮＴ黒

 黒部市 他
2人 4,699人

64

製造業務 不問 パート労働者 849円～900円 65人 その他の食料品製造業

石川製麺　株式会社  魚津市 他
2人 65人

61

清掃スタッフ／黒部市 不問 パート労働者 850円～850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

62

惣菜担当 不問 パート労働者 1,030円～1,130円 143人 百貨店，総合スーパー

株式会社　ＰＬＡＮＴ（ＳＵＰＥ
Ｒ　ＣＥＮＴＥＲ　ＰＬＡＮＴ黒

 黒部市 他
4人 4,699人

60

鮮魚担当 不問 パート労働者 1,030円～1,180円 143人 百貨店，総合スーパー

株式会社　ＰＬＡＮＴ（ＳＵＰＥ
Ｒ　ＣＥＮＴＥＲ　ＰＬＡＮＴ黒

 黒部市 他
1人 4,699人
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℡ 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。
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◎ 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。

(1)9時00分～16時30分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 69人 雇用・労災・健康・厚生

日額　1,264円まで
富山県魚津市石垣３８９ 0765-23-6366 毎　週 年2回（前年度実績）0円～100,000円 16040- 4132711

(1)7時00分～13時00分
雇用期間の定めなし (2)13時00分～19時00分 なし 14人 雇用・労災

富山県魚津市新金屋１－１２－３ 0765-22-0266 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4133811

(1)9時00分～15時00分
雇用期間の定めなし (2)9時00分～16時00分 実費支給（上限あり） 15人 雇用・労災

月額　5,000円まで
富山県黒部市生地中区５８ 0765-57-0117 毎　週 年2回（前年度実績）10,000円～30,000円 16040- 4139611

雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 122人 労災
日額　1,264円まで

富山県魚津市石垣３８９ 0765-23-6366 又は8時00分～16時00分の 毎　週 年2回（前年度実績）0円～60,000円 16040- 4140811

(1)9時00分～14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 労災

月額　5,000円まで
富山県魚津市東山８００番地　　 0765-22-7871 その他 16040- 4145311

(1)8時30分～13時30分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限あり） 25人 雇用・労災

月額　13,400円まで
富山県魚津市本町１丁目４－９ 0765-22-0469 その他 16040- 4153311

雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 140人 労災
月額　10,300円まで

富山県魚津市住吉２３６ 0765-24-3800 又は8時00分～17時00分の 毎　週 年2回（前年度実績） 16040- 4159211

雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 140人 労災
月額　10,300円まで

富山県魚津市住吉２３６ 0765-24-3800 又は8時00分～17時00分の 毎　週 年2回（前年度実績） 16040- 4162611

(1)19時00分～22時30分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） なし 572人 労災

富山県黒部市三日市１１０８－１ 0765-54-2211 毎　週 16040- 4189911

(1)7時45分～15時30分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限あり） 13人 雇用・労災・健康・厚生

日額　2,600円まで
富山県魚津市本江字中の坪１００ 0765-22-0300 毎　週 年2回（前年度実績） 16040- 4191811

(1)8時30分～12時30分
雇用期間の定めなし (2)13時30分～17時30分 実費支給（上限あり） 4人 雇用・労災

月額　10,000円まで
富山県魚津市本新町２９０１ 0765-24-0408 毎　週 年2回（前年度実績）60,000円～60,000円 16040- 4194411

(1)8時30分～16時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限なし） 9人 雇用・労災

富山県魚津市上村木１－６－５ 0765-23-4035 又は8時30分～16時00分の 毎　週 16040- 4196311

(1)9時00分～13時00分
雇用期間の定めなし なし 30人 労災

富山県黒部市田家新７４２ 0765-54-0099 毎　週 16040- 4198911

(1)8時30分～12時00分
雇用期間の定めなし なし 30人 労災

富山県黒部市田家新７４２ 0765-54-0099 毎　週 16040- 4199111

(1)7時45分～13時00分
雇用期間の定めなし なし 30人 労災

富山県黒部市田家新７４２ 0765-54-0099 毎　週 16040- 4200311

(1)8時00分～12時00分
雇用期間の定めなし (2)13時00分～17時00分 なし 2人 労災

富山県黒部市田家新７４２ 0765-54-0099 毎　週 16040- 4202911

(1)15時00分～19時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)9時00分～13時00分 実費支給（上限あり） 10人 労災

(3)9時00分～15時00分 月額　15,000円まで
富山県魚津市上村木２丁目１０番 0765-24-3581 毎　週 16040- 4203111

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限なし） 45人 雇用・労災
拠出

富山県魚津市江口３９ 0765-25-1515 又は6時00分～19時00分の 毎　週 年2回（前年度実績） 16040- 4208411

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限なし） 45人 雇用・労災
拠出

富山県魚津市江口３９ 0765-25-1515 又は15時00分～22時00分 毎　週 年2回（前年度実績） 16040- 4210911

(1)19時00分～22時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） なし 45人 労災

富山県魚津市江口３９ 0765-25-1515 毎　週 年2回（前年度実績） 16040- 4214211

98

レジ作業 不問 パート労働者 910円～1,073円 90人 各種食料品小売業

株式会社　原信　魚津店  魚津市 他
2人 9,379人

99

レジ作業 不問 パート労働者 858円～986円 90人 各種食料品小売業

株式会社　原信　魚津店  魚津市 他
2人 9,379人

97

商品の製造・加工・陳列 不問 パート労働者 910円～1,047円 90人 各種食料品小売業

株式会社　原信　魚津店  魚津市 他
2人 9,379人

95

調理補助 不問 パート労働者
交替制あ

り
880円～900円 7人 各種食料品小売業

有限会社　さんせん  魚津市 他
3人 110人

96

レジ・品出し 不問 パート労働者 850円～980円 12人 その他の各種商品小売業
（従業者が常時５０人未

ＤＣＭ株式会社（ＤＣＭカーマ
魚津店）

 魚津市 他
2人 4,248人

93

配達業務 不問 パート労働者 880円～900円 40人 各種食料品小売業

有限会社　さんせん  黒部市 他
1人 110人

94

惣菜 不問 パート労働者 880円～900円 40人 各種食料品小売業

有限会社　さんせん  黒部市 他
2人 110人

91

介護・看護 不問 パート労働者 1,000円～1,200円 9人 老人福祉・介護事業

日本労働者協同組合連合会セン
ター事業団　魚津事業所 

 魚津市 他
2人 8,000人

92

レジ業務 不問 パート労働者 880円～900円 40人 各種食料品小売業

有限会社　さんせん  黒部市 他
1人 110人

89

郵便物の配達 不問 パート労働者 950円～950円 65人 郵便局

日本郵便株式会社　郵便事業総本
部　魚津郵便局

 下新川郡入善
町

日他
2人 133人

90

看護師・准看護師 59歳以下 パート労働者
交替制あ

り
1,200円～1,500円 4人 一般診療所

なでしこ皮ふ科クリニック  魚津市 水日祝他
1人 4人

87

介護職員（介護福祉士）（新川老
人保健施設内通所リハビリ）

59歳以下 パート労働者 1,040円～1,040円 155人 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

 魚津市 他
1人 160人

88

看護師（小児急患センター） 18歳以上 パート労働者 2,285円～2,285円 721人 病院

黒部市民病院  黒部市
火水木金
土日他

1人 938人

85

調理員 不問 パート労働者 900円～920円 25人 児童福祉事業

社会福祉法人　魚津保育会　魚津
こども園

 魚津市 日祝他
1人 96人

86

介護職員（新川老人保健施設内通
所リハビリテーション）

59歳以下 パート労働者 1,000円～1,000円 155人 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

 魚津市 他
1人 160人

83

業務補助（老人保健施設ちょうろ
く）

59歳以下 パート労働者 880円～900円 162人 病院

医療法人社団　ホスピィー  魚津市 他
1人 425人

84

調理補助 不問 パート労働者 880円～900円 14人 その他の飲食料品小売業

与太呂食品　株式会社　魚津営業
所

 魚津市 祝他
1人 100人

81

介護職員 64歳以下 パート労働者 1,000円～1,500円 15人 建物サービス業

有限会社　ブルーム  魚津市 他
1人 17人

82

現場管理 不問 パート労働者 870円～1,200円 30人 ゴムベルト・ゴムホー
ス・工業用ゴム製品製造

有限会社　エムテックス宝田  黒部市 土日他
2人 30人

80

理学療法士（フレイル予防セン
ター・スコール）

59歳以下 パート労働者 1,200円～1,400円 98人 病院

医療法人社団　ホスピィー  魚津市 土日祝他
1人 425人
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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　　８月　３０日　～　９月　３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。

(1)9時00分～15時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)15時00分～21時00分 実費支給（上限あり） 6人 労災

(3)21時00分～2時00分 月額　24,500円まで
富山県魚津市慶野１４１－２ 0765-32-5661 毎　週 16040- 4215511

(1)6時30分～10時30分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限なし） 0人 労災

富山県下新川郡入善町入膳５１８ 0765-74-0246 その他 年2回（前年度実績）10,000円～30,000円 16040- 4224011

(1)6時30分～10時30分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限なし） 0人 雇用・労災

富山県下新川郡入善町入膳５１８ 0765-74-0246 その他 年2回（前年度実績）10,000円～30,000円 16040- 4225311

(1)17時30分～19時30分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限あり） 110人 労災

月額　100,000円まで
富山県黒部市窪野９２９ 0765-52-4655 その他 16040- 4227911

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限なし） 45人 労災

富山県魚津市江口３９ 0765-25-1515 又は20時00分～0時00分の 毎　週 年2回（前年度実績） 16040- 4228111

(1)8時45分～15時30分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限あり） 8人 労災

月額　55,000円まで
富山県魚津市川縁１２８９－１ 0765-24-5552 毎　週 16040- 4231411

(1)9時00分～14時00分
雇用期間の定めなし (2)14時00分～18時00分 実費支給（上限あり） 4人 労災

(3)18時00分～21時00分 月額　10,000円まで
石川県白山市田中町２８７－３ 076-274-5174 又は9時00分～2時00分の 毎　週 17080- 6505011

(1)18時00分～21時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） なし 60人 労災

石川県野々市市稲荷２丁目１７６ 076-246-8711 毎　週 17080- 6643311

(1)8時45分～13時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)12時45分～17時00分 実費支給（上限あり） 37人 労災

(3)17時00分～20時00分 月額　7,300円まで
福井県坂井市丸岡町玄女１４－１ 0776-67-3400 その他 18040- 5115211

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限あり） 37人 労災
月額　7,300円まで

福井県坂井市丸岡町玄女１４－１ 0776-67-3400 又は8時45分～20時00分の その他 18040- 5117411

(1)8時45分～13時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)12時45分～17時00分 実費支給（上限あり） 24人 労災

月額　7,300円まで
福井県坂井市丸岡町玄女１４－１ 0776-67-3400 その他 18040- 5125411

(1)9時00分～15時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)10時00分～19時00分 実費支給（上限あり） 4人 労災

月額　30,000円まで
高知県高知市本町４丁目１－１６ 045-476-0777 又は9時00分～19時00分の 毎　週 年2回（前年度実績）30,000円～40,000円 39010-17830211

(1)12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（上限あり） 30人 雇用・労災・健康・厚生

月額　9,000円まで
富山県魚津市大海寺野６２１ 0765-24-5511 毎　週 年2回（前年度実績）10,000円～50,000円 16040- 3919711

(1)8時00分～12時00分
雇用期間の定めなし (2)12時50分～16時50分 なし 0人 労災

富山県下新川郡入善町上野８８８ 0765-72-0480 又は8時00分～16時50分の 毎　週 16040- 3925911

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限あり） 2人 労災
日額　600円まで

富山県黒部市前沢３５１４－１ 0765-52-5505 又は7時30分～16時30分の その他 16040- 3926111

雇用期間の定めなし なし 14人 労災

富山県下新川郡入善町上野１２０ 0765-74-0004 又は2時30分～5時00分の なし 年2回（前年度実績）10,000円～ 16040- 3930011

115

新聞配達員 不問 パート労働者 1,600円～1,700円 25人 書籍・文房具小売業

合同会社　紺田新聞販売店  下新川郡入善
町

他
2人 25人

113

機械加工 不問 パート労働者 1,000円～1,000円 0人 その他のはん用機械・同
部分品製造業

有限会社ミクロテック  下新川郡入善
町

土日祝
1人 0人

114

乳製品包装、製造 不問 パート労働者 950円～1,050円 2人 畜産食料品製造業

有限会社　吉田興産  黒部市 他
1人 2人

112

出荷（ピッキング）業務 不問 パート労働者 849円～900円 65人 その他の食料品製造業

石川製麺　株式会社  魚津市 他
1人 65人

110

販売員（パート）＜黒部店＞ 不問 パート労働者
交替制あ

り
950円～1,129円 35人 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

 黒部市 他
5人 11,740人

111

販売スタッフ（スタジオマリオ魚
津／ＭＥＧＡドンキ魚津店）

不問 パート労働者 900円～900円 4人 写真機・時計・眼鏡小売
業

（株）キタムラ  魚津市 他
2人 8,401人

108

販売員（アルバイト）＜パワー魚
津店＞

不問 パート労働者
交替制あ

り
935円～980円 61人 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

 魚津市 他
10人 11,740人

109

専門職（パート）自転車売場担当
＜パワー魚津店＞

不問 パート労働者
交替制あ

り
1,090円～1,317円 61人 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

 魚津市 他
1人 11,740人

106

富山魚津店ホールスタッフ、調理
補助

不問 パート労働者 900円～1,500円 13人 食堂，レストラン（専門
料理店を除く）

株式会社　翔志（らーめん世界・
つけめん桜）

 魚津市 他
2人 170人

107

（請）手術室内環境整備（黒部市
民病院）

不問 パート労働者 1,050円～1,050円 65人 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

 黒部市 土日祝
1人 270人

104

商品の日付チェック等の売場管理 18歳以上 パート労働者 999円～1,242円 90人 各種食料品小売業

株式会社　原信　魚津店  魚津市 他
1人 9,379人

105

事務補助 不問 パート労働者 950円～950円 52人 高等教育機関

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 6,795人

102

調理補助【坂東病院】（週５日） 64歳以下 パート労働者 1,100円～1,100円 0人 建物サービス業

株式会社　新川ビルサービス  下新川郡朝日
町

他
1人 150人

103

厨房内作業員 不問 パート労働者 1,000円～1,000円 120人 病院

医療法人社団　友愛病院会　黒部
温泉病院

 黒部市 他
1人 780人

100

接客販売（魚津） 不問 パート労働者 900円～940円 11人 他に分類されない小売業

株式会社　ＴＥＣＴ  魚津市 他
3人 64人

101

調理補助【坂東病院】 64歳以下 パート労働者 1,100円～1,100円 0人 建物サービス業

株式会社　新川ビルサービス  下新川郡朝日
町

他
1人 150人

　「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      ９月８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      ９月１５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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