
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

6人 医薬品・化粧品小売業
(1)9時00分～17時45分 156,000円～156,000円

雇用期間の定めなし 6人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　50,000円まで 290人
年2回（前年度実績） 16010-17387511

24人 外衣・シャツ製造業（和式を除く）

(1)8時00分～16時40分 155,000円～172,000円
雇用期間の定めなし 22人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　7,000円まで 24人
年2回（前年度実績）100,000円～200,000円 16040- 4429111

24人 外衣・シャツ製造業（和式を除く）

(1)8時00分～16時40分 155,000円～172,000円
雇用期間の定めなし 22人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　7,000円まで 24人
年2回（前年度実績）100,000円～200,000円 16040- 4430211

8人 一般廃棄物処理業
(1)8時00分～16時30分 185,000円～195,000円

雇用期間の定めなし (2)8時00分～12時00分 3人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 8人
年2回（前年度実績） 16040- 4432411

17人 建設用・建築用金属製品製造業（製缶板金業を含む）

(1)8時30分～17時20分 195,000円～275,000円
雇用期間の定めなし 6人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり） 拠出
月額　30,000円まで 56人
年2回（前年度実績） 16040- 4434311

44人 電気工事業
(1)8時00分～17時00分 180,000円～240,000円

雇用期間の定めなし (2)8時00分～15時00分 3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 60人
年2回（前年度実績） 16040- 4436911

15人 建設用・建築用金属製品製造業（製缶板金業を含む）

(1)8時20分～17時00分 145,800円～151,875円
雇用期間の定めなし 15人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 34人
年2回（前年度実績）200,000円～300,000円 16040- 4437111

32人 一般土木建築工事業
(1)8時00分～17時00分 147,000円～180,000円

雇用期間の定めなし 6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 32人
年2回（前年度実績）140,000円～350,000円 16040- 4438711

44人 電気工事業
(1)8時00分～17時00分 180,000円～240,000円

雇用期間の定めなし (2)8時00分～15時00分 3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 60人
年2回（前年度実績） 16040- 4440411

13人 電気工事業
(1)8時00分～17時00分 180,000円～240,000円

雇用期間の定めなし (2)8時00分～15時00分 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 60人
年2回（前年度実績） 16040- 4441011

5人 自動車卸売業
(1)9時00分～18時00分 152,640円～169,600円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 1人 雇用・労災・健康・厚生
なし

44人
16010-17335211

6人 建物サービス業
(1)8時00分～17時00分 200,000円～250,000円

雇用期間の定めなし (2)8時00分～12時00分 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 25人
年2回（前年度実績） 16040- 4418611

24人 老人福祉・介護事業
(1)9時00分～18時00分 160,000円～165,000円

雇用期間の定めなし 19人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 24人
年2回（前年度実績） 16040- 4420711

19人 建物サービス業
(1)8時00分～17時00分 185,000円～250,000円

雇用期間の定めなし 6人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 150人
年2回（前年度実績）100,000円～250,000円 16040- 4425011

4人 農畜産物・水産物卸売業
(1)9時00分～19時00分 200,000円～220,000円

雇用期間の定めなし (2)10時00分～19時00分 3人 雇用・労災・健康・厚生
(3)9時00分～17時00分 実費支給（上限あり）
又は9時00分～19時00分 月額　10,000円まで 6人

16040- 4427611
8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 154,800円～163,400円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)9時00分～18時00分 7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　30,000円まで 18,389人
年2回（前年度実績）4,000円～200,000円 17010-20142411

11

タイヤの配送（魚津営業所） 不問 正社員以外
変形（1
年単位）

ブリヂストンタイヤ　富山販売
株式会社

1人
富山県黒部市吉田２１１２

 魚津市 日祝他
1人

富山県富山市山王町４－５ 076-420-7171 その他

【先週１週間　　９月　１３日　～　９月　１７日に受理】

賃金

通勤手当

賞与（前年度実績）

14

出荷業務【京セラ】 59歳以下 正社員

株式会社　新川ビルサービス

0765-32-4289 その他

13

富山型デイサービスの介護職 不問 正社員

宗教法人　専正寺デイサービスま
ごころ

 魚津市 日他

12

清掃 不問 正社員

株式会社　四葉クリーン  黒部市 他

1人
富山県黒部市飯沢７２９番地

 下新川郡入
善町

土日祝他
1人

富山県下新川郡入善町入膳５１８
９

0765-74-0246 毎　週

1人
富山県魚津市本江新町９－８ 0765-23-5980 毎　週

0765-56-8611 その他

16

調理補助（ちょうろく）富山県魚
津市石垣

不問 正社員以外
交替制あ
り

富士産業　株式会社  魚津市 他

15

海産物、干物の販売 59歳以下 正社員

株式会社　高岡商店  下新川郡入
善町

他

1人
石川県金沢市本町２－１１－７
金沢フコク生命駅前ビル１０Ｆ

076-262-5900 その他

1

調剤アシスタント（新川エリア） 44歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

チューリップ調剤　株式会社  黒部市 日祝他
2人

富山県富山市新桜町２番２１号Ｍ
ＫＤ９富山ビル５階

076-441-1331 その他

2

仕上げアイロン 69歳以下 正社員
変形（1
年単位）

ナガイコーポレーション　株式会
社

 下新川郡朝
日町

日祝他
2人

富山県下新川郡朝日町南保１５１ 0765-82-1560 その他

3

縫製 69歳以下 正社員
変形（1
年単位）

ナガイコーポレーション　株式会
社

 下新川郡朝
日町

日祝他
2人

富山県下新川郡朝日町南保１５１ 0765-82-1560 その他

4

可燃物・不燃物の収集運搬助手 59歳以下 正社員

有限会社　朝日ビューティロック  下新川郡朝
日町

日他
1人

富山県下新川郡朝日町藤塚４３０
番地

0765-82-1351 その他

5

鋼製建具工事の施工管理業務 61歳以下 正社員

株式会社　アイザック・ユー  魚津市 日祝
2人

富山県魚津市大海寺野１１８１ 0765-22-0939 その他

6

電気通信設備工事員 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

木下通信工業　株式会社  魚津市 日祝他
2人

富山県魚津市上村木１丁目１４－
１１

0765-24-4380 その他

7

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

有限会社　木島アルミ建材  黒部市 土日他
2人

富山県黒部市荒俣２０５番地 0765-56-8372 毎　週

8

事務職 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　新興  黒部市 日他
1人

富山県黒部市若栗３０２－１ 0765-54-1575 その他

9

ユニットハウス製作作業員 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

木下通信工業　株式会社  魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市上村木１丁目１４－
１１

0765-24-4380 その他

10

鋼製加工品の製作作業員 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

木下通信工業　株式会社  魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市上村木１丁目１４－
１１

0765-24-4380 その他

℡ 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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17人 基礎素材産業用機械製造業

(1)8時30分～17時20分 200,000円～260,000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）
480人

年2回（前年度実績） 26020-18260511
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 16010-17212511

4人 家事サービス業
(1)8時30分～17時30分 156,060円～164,220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　13,500円まで 50人
年2回（前年度実績） 16040- 4413211

11人 その他の道路貨物運送業
(1)7時35分～16時20分 198,000円～220,000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） 厚生
月額　7,000円まで 11人
年2回（前年度実績）100,000円～300,000円 16040- 4416011

3人 写真機・時計・眼鏡小売業

(1)10時00分～19時00分 202,650円～238,650円
雇用期間の定めなし 1人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり） 拠出
月額　50,000円まで 4,626人
年2回（前年度実績）535,500円～535,500円 22010-21889611

11人 一般産業用機械・装置製造業

(1)8時00分～16時45分 160,000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　15,000円まで 11人
年2回（前年度実績） 16040- 4386411

17人 建設用・建築用金属製品製造業（製缶板金業を含む）

(1)8時30分～17時20分 235,000円～275,000円
雇用期間の定めなし 6人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり） 拠出
月額　30,000円まで 56人
年2回（前年度実績） 16040- 4387011

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- 4389611

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- 4390811

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- 4392511

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- 4395311

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- 4396611

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- 4397911

8人 障害者福祉事業
(1)8時00分～17時00分 250,000円～350,000円

雇用期間の定めなし 8人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 8人

16040- 4401911
77人 一般貨物自動車運送業

(1)8時00分～17時00分 253,242円～253,242円
雇用期間の定めなし 10人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり） 厚生
月額　36,900円まで 218人
年2回（前年度実績）580,000円～580,000円 16040- 4403711

10人 一般土木建築工事業
(1)7時30分～17時00分 250,000円～350,000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（上限あり）
月額　15,000円まで 25人
年2回（前年度実績） 16040- 4404811

17

製造職 30歳以下 正社員

カンケンテクノ　株式会社  魚津市 日祝他
3人

京都府長岡京市神足太田３０－２ 075-955-8823 毎　週

59歳以下 正社員

株式会社ハートケアサービス

076-442-2888 その他

18

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
1人

富山県富山市新富町１－１－１２
富山駅前ビル５階

 魚津市 火日他
1人

富山県魚津市住吉１８６０－１ 0765-23-6333 毎　週

22

電気・電子技術者 39歳以下 正社員

小林精機　株式会社

0765-24-1122 その他

21

店舗スタッフ（正社員）／魚津市 59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社　メガネトップ　（眼鏡
市場・アルク・レンズスタイル・

 魚津市 他

19

洗濯業務

20

大型ダンプ・大型ミキサー運転手
【正社員】

59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

経田運輸　株式会社  魚津市 日祝他

2人
富山県魚津市大海寺野１１８１

 黒部市 土日祝他
1人

富山県黒部市三日市３０９－２ 0765-52-0285 毎　週

1人
静岡県静岡市葵区伝馬町８－６ 054-275-5011 その他

1人
富山県魚津市東町４－１６

25

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

0765-22-0939 その他

24

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

23

住宅建材の営業 61歳以下 正社員

株式会社　アイザック・ユー  魚津市 日祝

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

28

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

0765-72-0038 その他

27

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  下新川郡入
善町

他

26

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  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
3人

富山県下新川郡入善町青木５７７
７番地

0765-72-0038 その他

3人
富山県下新川郡入善町青木５７７
７番地

0765-72-0038 その他

31

大型運転手（長距離） 40歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

サンエツ運輸　株式会社

0765-72-0038 その他

30

サービス管理責任者（障害福祉
サービス）

59歳以下 正社員

株式会社　シースリーぷらす  黒部市 土日祝

29

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

1人
富山県魚津市山女２２

 下新川郡入
善町

他
2人

富山県下新川郡入善町上飯野１２
３０－１

0765-72-2121 その他

1人
富山県黒部市荻生７１７５－３ 0765-57-2670 毎　週

0765-24-3177 毎　週

32

土木・舗装工事技術者 59歳以下 正社員

株式会社　ユアネクス  魚津市 土日祝
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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　　９月　１３日　～　９月　１７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。

8人 一般土木建築工事業
(1)7時30分～17時00分 210,000円～310,000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（上限あり）
月額　15,000円まで 25人
年2回（前年度実績） 16040- 4405211

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- 4406511

23人 建設用・建築用金属製品製造業（製缶板金業を含む）

(1)8時00分～17時00分 190,000円～235,000円
雇用期間の定めなし 6人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 38人
年2回（前年度実績） 16040- 4407411

50人 一般土木建築工事業
(1)8時30分～17時30分 350,000円～550,000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　30,000円まで 325人
年2回（前年度実績）0円～500,000円 15010-28721011

55人 非鉄金属素形材製造業
(1)8時00分～16時15分 198,750円～360,050円

雇用期間の定めなし (2)16時00分～0時15分 2人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)0時00分～8時15分 実費支給（上限あり）
月額　12,500円まで 55人
年2回（前年度実績）780,000円～1,680,000円 16040- 4378411

14人 自動車整備業
(1)8時30分～18時00分 230,000円～450,000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　10,000円まで 14人
年2回（前年度実績） 16040- 4379011

14人 自動車整備業
(1)8時30分～18時00分 300,000円～450,000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　10,000円まで 14人
年2回（前年度実績） 16040- 4380911

22人 金属加工機械製造業
(1)8時00分～17時00分 168,000円～234,500円

雇用期間の定めなし 10人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限なし）

66人
年2回（前年度実績） 16040- 4381111

36人 建設用・建築用金属製品製造業（製缶板金業を含む）

(1)6時20分～15時00分 172,860円～190,950円
雇用期間の定めなし (2)13時00分～21時40分 12人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)21時30分～6時30分 実費支給（上限あり） 厚生
月額　5,000円まで 72人
年2回（前年度実績） 16040- 4382711

36人 建設用・建築用金属製品製造業（製缶板金業を含む）

(1)6時20分～15時00分 172,860円～190,950円
雇用期間の定めなし (2)13時00分～21時40分 12人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)21時30分～6時30分 実費支給（上限あり） 厚生
月額　5,000円まで 72人
年2回（前年度実績） 16040- 4383811

36人 建設用・建築用金属製品製造業（製缶板金業を含む）

(1)8時20分～17時00分 142,710円～180,900円
雇用期間の定めなし 12人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
又は8時20分～21時00分 月額　5,000円まで 72人

年2回（前年度実績） 16040- 4384211
50人 スポーツ施設提供業

(1)7時30分～14時30分 180,000円～250,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)6時30分～17時30分 32人 雇用・労災・健康・厚生

(3)10時30分～16時30分 実費支給（上限なし）
50人

年2回（前年度実績） 16040-   27710
8人 障害者福祉事業

(1)6時30分～9時00分 880円～880円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)16時00分～19時30分 6人 労災

実費支給（上限あり）
月額　9,000円まで 120人

16040- 4431511
3人 その他の社会保険・社会福祉・介護事業

(1)8時30分～17時00分 880円～1,400円
雇用期間の定めなし 3人 労災

実費支給（上限あり）
日額　250円まで 3人

16040- 4433011
26人 老人福祉・介護事業

(1)8時10分～10時40分 880円～880円
雇用期間の定めなし (2)14時30分～17時00分 22人 労災

実費支給（上限あり）
月額　55,000円まで 34人

16040- 4439811
24人 老人福祉・介護事業

(1)9時00分～18時00分 900円～1,000円
雇用期間の定めなし 19人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 24人
年2回（前年度実績）10,000円～40,000円 16040- 4421811

4

富山型デイサービスの介護職 不問 パート労働者

宗教法人　専正寺デイサービスま
ごころ

 魚津市 日他
1人

富山県魚津市本江新町９－８ 0765-23-5980 毎　週

44

キャディ 不問 正社員以外
変形（1
年単位）

魚津観光開発　株式会社（魚津国
際カントリークラブ）

 魚津市 他
5人

富山県魚津市小川寺１００４ 0765-32-8211 毎　週

34

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

33

現場作業員 44歳以下 正社員

株式会社　ユアネクス  魚津市 土日祝

1人
富山県黒部市犬山２１３－１

 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
富山県魚津市山女２２ 0765-24-3177 毎　週

37

現業職 44歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

ＪＸ金属三日市リサイクル　株式
会社

0765-52-1896 その他

36

土木技術者（現場経験者・魚津
市）

64歳以下 正社員

株式会社　エムエーシー　新潟事
務所

 魚津市 土日祝他

35

ＥＣサイト運営スタッフ 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　ナカノ  黒部市　他 日他

2人
富山県魚津市吉島４４２５－１

 黒部市 他
1人

富山県黒部市天神新８番地 0765-52-1111 その他

3人
新潟県新潟市中央区東大通２－２
－９－７０８

025-244-7311 毎　週

40

旋盤工 64歳以下 正社員

株式会社　桜井工業

0765-24-4518 その他

39

営業 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

有限会社　魚津鈑金  魚津市 日祝

38

自動車鈑金工・塗装工 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

有限会社　魚津鈑金  魚津市 他

2人
富山県黒部市中新５７３－１

 魚津市 土日他
1人

富山県魚津市三ケ２２７ 0765-22-8611 毎　週

1人
富山県魚津市吉島４４２５－１ 0765-24-4518 その他

43

部品付け・検査 59歳以下 正社員

有限会社　開澤アルミ

0765-52-1793 毎　週

42

アルミ建材製品の運搬及び資材の
開梱作業

59歳以下 正社員
交替制あ
り

有限会社　開澤アルミ  黒部市 土日祝他

41

アルミ建材製品の加工及び設備オ
ペレーター業務

59歳以下 正社員
交替制あ
り

有限会社　開澤アルミ  黒部市 土日祝他

 黒部市 土日祝他
2人

富山県黒部市中新５７３－１ 0765-52-1793 毎　週

2人
富山県黒部市中新５７３－１ 0765-52-1793 毎　週

1

介助員（坊丸の家） 不問 パート労働者

社会福祉法人　新川むつみ園  魚津市 他
1人

富山県下新川郡入善町浦山新２２
０８

0765-78-1131 毎　週

2

介護職 不問 パート労働者

株式会社　りぼん  下新川郡入
善町

日他
1人

富山県下新川郡入善町入膳３７７
４－４

0765-74-1554 毎　週

3

清掃員 不問 パート労働者

社会福祉法人　黒部市社会福祉協
議会

 黒部市 月他
1人

富山県黒部市金屋４６４－１ 0765-54-1082 その他

3／5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　　９月　１３日　～　９月　１７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。

9人 障害者福祉事業
(1)8時30分～10時00分 880円～960円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)15時30分～17時00分 8人 労災
実費支給（上限あり）
月額　8,200円まで 52人

16040- 4423511
34人 書籍・文房具小売業

880円～1,300円
雇用期間の定めなし 16人 労災

実費支給（上限なし）
又は2時00分～6時00分の 34人

16040- 4424411
6人 建物サービス業

(1)8時00分～17時00分 950円～1,200円
雇用期間の定めなし (2)8時00分～12時00分 1人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
月額　5,000円まで 25人
年2回（前年度実績）10,000円～20,000円 16040- 4426311

24人 その他の物品賃貸業
(1)22時45分～0時15分 1,200円～1,200円

雇用期間の定めなし 15人 労災
なし

90人
18010-16163011

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

16010-17198711
44人 老人福祉・介護事業

(1)7時45分～12時15分 995円～995円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)7時45分～17時15分 39人 雇用・労災

(3)7時45分～16時45分 実費支給（上限あり）
月額　50,000円まで 87,237人

16010-17207011
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

16010-17208311
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

16010-17210811
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

16010-17211211
3人 建物サービス業

(1)11時00分～14時00分 877円～880円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 3人 労災

実費支給（上限あり）
月額　15,000円まで 24,061人

16010-17239411
25人 その他のプラスチック製品製造業

(1)9時00分～16時00分 900円～1,100円
雇用期間の定めなし (2)10時00分～15時00分 24人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 25人

16040- 4408011
9人 障害者福祉事業

(1)9時00分～16時00分 880円～960円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 8人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　15,000円まで 52人

16040- 4414511
32人 障害者福祉事業

(1)9時00分～16時00分 1,200円～1,400円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 26人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
又は8時30分～17時30分 月額　4,100円まで 52人

16040- 4415411
8人 その他の食料品製造業

900円～1,125円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 5人 労災

なし
又は8時00分～17時00分 8人

16040- 4417311
14人 電気機械器具卸売業

900円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 12人 労災

実費支給（上限なし）
又は9時00分～18時00分 91人

34010-37789311
15人 その他の飲食店

(1)6時00分～12時00分 900円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)12時00分～18時00分 12人 労災

(3)17時00分～20時30分 なし
又は6時00分～21時40分 32人

16020-10413711

20

ドーナツの製造・販売【メガドン
キ魚津店】

不問 パート労働者

三剛産業　株式会社  魚津市 他
2人

富山県高岡市中川一丁目６－３８ 0766-23-2256 その他

19

ラウンダー業務／富山県 不問 パート労働者

株式会社　ビー・アングル  魚津市　他 土日祝他
1人

広島県広島市西区中広町２－２５
－２０　エッセンシャルビル

082-503-6400 毎　週

18

麩の製造補佐、麩の袋詰め 不問 パート労働者

有限会社　高瀬製麸所  魚津市 土日祝他
1人

富山県魚津市本新町２７－４ 0765-24-7377 毎　週

17

看護師 不問 パート労働者

社会福祉法人　くろべ福祉会  黒部市 土日祝
1人

富山県黒部市吉田７４５－３ 0765-56-7284 毎　週

16

生活支援員 不問 パート労働者

社会福祉法人　くろべ福祉会  黒部市 土日祝他
1人

富山県黒部市吉田７４５－３ 0765-56-7284 毎　週

15

組立・検査 不問 パート労働者

アイテクノ  黒部市 土日祝他
5人

富山県黒部市宇奈月町下立１１０
３

0765-65-1827 毎　週

14

電話交換業務（富山労災病院） 不問 パート労働者

太平ビルサービス　株式会社　富
山支店

 魚津市 土日祝
1人

富山県富山市桜橋通り２－２５ 
富山第一生命ビル８階

076-432-8600 毎　週

13

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

12

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

11

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

10

通所介護スタッフ／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 日他
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

9

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

8

閉店清掃（パチンコＵＳＡ魚津
店）

18歳以上 パート労働者

株式会社　アバスライン  魚津市 他
6人

福井県福井市和田中２丁目１９３
１ 

0776-43-0671 毎　週

7

清掃 不問 パート労働者

株式会社　四葉クリーン  黒部市 他
2人

富山県黒部市吉田２１１２ 0765-32-4289 毎　週

6

新聞配達 18歳以上 パート労働者

有限会社　林新聞舗  魚津市 他
2人

富山県魚津市村木町１０－５ 0765-22-2042 その他

5

送迎ドライバー 不問 パート労働者

社会福祉法人　くろべ福祉会  黒部市 土日祝他
1人

富山県黒部市吉田７４５－３ 0765-56-7284 毎　週
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職種 年齢・ 区分 交代制 従業員数 業種
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賃金

通勤手当

賞与（前年度実績）
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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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◎ 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。

455人 その他のプラスチック製品製造業

(1)9時00分～16時00分 880円～880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～15,000円 16040- 4388311

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- 4394011

5人
装身具・装飾品・ボタン・同関連品製造業（貴金属・宝石製を除く

(1)10時00分～16時00分 877円～1,000円
雇用期間の定めなし (2)10時00分～15時00分 5人 労災

なし
5人

16040- 4398111
2人 管理，補助的経済活動を行う事業所（７６飲食店）

(1)8時30分～11時30分 950円～950円
雇用期間の定めなし 2人 労災

実費支給（上限なし）
4人

16040- 4399711
2人 管理，補助的経済活動を行う事業所（７６飲食店）

(1)12時00分～14時00分 950円～950円
雇用期間の定めなし 2人 労災

実費支給（上限なし）
4人

16040- 4400611
23人 建設用・建築用金属製品製造業（製缶板金業を含む）

1,000円～1,400円
雇用期間の定めなし 6人 労災

実費支給（上限あり）
又は9時00分～16時00分 月額　10,000円まで 38人

年2回（前年度実績）0円～ 16040- 4402111
65人 その他の専門サービス業

(1)12時30分～17時30分 1,000円～1,500円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)18時45分～21時00分 60人 労災

なし
270人

17080- 6914811

27

食器洗浄業務（黒部市民病院） 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 他
2人

石川県野々市市稲荷２丁目１７６
番地

076-246-8711 毎　週

26

ＥＣサイト運営スタッフ 59歳以下 パート労働者

株式会社　ナカノ  黒部市　他 土日祝他
1人

富山県黒部市犬山２１３－１ 0765-52-1896 毎　週

25

調理補助 不問 パート労働者

株式会社　北陸プラント建設  魚津市 土日祝他
1人

富山県魚津市道坂１０３－２ 0765-32-8280 毎　週

24

食器洗い・掃除 不問 パート労働者

株式会社　北陸プラント建設  魚津市 土日祝他
1人

富山県魚津市道坂１０３－２ 0765-32-8280 毎　週

23

検査・検品【週３日勤務】 不問 パート労働者

ＹＫＫ酒井協力工場  黒部市 日他
1人

富山県黒部市立野７３－１ 0765-57-2102 毎　週

22

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

21

生産事務（庶務） 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
1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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