
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

4人 医薬品・化粧品小売業
(1)8時30分～13時00分 250,000円～550,000円

雇用期間の定めなし 4人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限なし）
又は8時30分～18時00分 205人

年2回（前年度実績）400,000円～1,600,000円 16010-21291111
3人 労働者派遣業

(1)6時30分～15時10分 240,147円～240,147円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)13時00分～21時40分 3人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし）
50人

16010-21299611
3人 労働者派遣業

(1)8時00分～16時45分 260,289円～260,289円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)16時10分～0時50分 3人 雇用・労災・健康・厚生

(3)0時10分～8時50分 実費支給（上限なし）
50人

16010-21303911
80人 自動車小売業

(1)8時30分～17時00分 162,820円～236,300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）
月額　12,900円まで 170人
年2回（前年度実績） 16010-21347111

21人 自動車小売業
(1)8時30分～17時00分 162,000円～162,000円

雇用期間の定めなし 2人 雇用・労災・健康・厚生・財形

なし
170人

16010-21349811
8人 産業廃棄物処理業

(1)9時00分～18時00分 228,300円～279,050円
雇用期間の定めなし (2)21時00分～6時00分 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 22人
年2回（前年度実績）150,000円～400,000円 16010-21350411

4人 一般貨物自動車運送業
(1)7時30分～16時30分 185,000円～245,000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　20,000円まで 56人
年2回（前年度実績）～500,000円 16040- 5420911

23人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

(1)4時45分～13時45分 200,000円～250,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)13時45分～22時45分 20人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし）
44,138人

年2回（前年度実績）70,000円～200,000円 16040- 5421111
306人 プラスチック板・棒・管・継手・異形押出製品製造業

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

実費支給（上限あり）
月額　50,000円まで 336人
年3回（前年度実績） 16040- 5423811

306人 プラスチック板・棒・管・継手・異形押出製品製造業

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

実費支給（上限あり）
月額　50,000円まで 336人
年3回（前年度実績） 16040- 5424211

18人 再生資源卸売業
(1)7時30分～16時30分 165,000円～181,500円

雇用期間の定めなし (2)8時30分～17時30分 5人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)7時30分～17時00分 実費支給（上限あり）
月額　8,000円まで 23人
年2回（前年度実績） 16040- 5427011

6人 家具・建具・畳小売業
(1)8時00分～17時00分 180,000円～350,000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　4,000円まで 6人
年1回（前年度実績）50,000円～400,000円 16040- 5429611

6人 建築材料卸売業
(1)8時00分～17時00分 200,000円～250,000円

雇用期間の定めなし 1人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限なし）

57人
年2回（前年度実績） 17010-24678011

5人 倉庫業（冷蔵倉庫業を除く）

(1)8時00分～17時00分 190,000円～220,000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）
月額　31,600円まで 70人
年2回（前年度実績）10,000円～400,000円 22040- 7854811

41人 他に分類されない事業サービス業

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

実費支給（上限なし）
46,338人

27020-65172211
5人 菓子・パン小売業

(1)9時00分～18時00分 240,000円～280,000円
雇用期間の定めなし 4人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
又は8時00分～21時00分 月額　20,000円まで 180人

年2回（前年度実績） 16010-21189511

魚津市　他 他
1人

富山県富山市上飯野１の１ 076-452-0188 毎　週

2人
大阪府大阪市北区角田町８－１ 
梅田阪急ビルオフィスタワー３４

06-4709-8510 毎　週

16

菓子・パン販売店　店長候補 59歳以下 正社員
交替制あ
り

株式会社　フルールリブラン

054-367-0178 その他

15

（常派）生産管理技術者 59歳以下 無期雇用派遣労働者

株式会社　スタッフサービス　大
阪第一オフィス

魚津市　他 土日祝他

14

フォークリフトオペレーター／富
山営業所

59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

第一倉庫　株式会社  下新川郡入
善町

日祝他

11

事務員 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　ミナミ  魚津市 他

2人
静岡県静岡市清水区辻１丁目１４
番２２号

 魚津市 日祝他
1人

石川県金沢市割出町７０１番地の
１

076-237-2667 その他

2人
富山県魚津市吉島５２７ 0765-24-3455 その他

交替制あ
り

エームサービスジャパン株式会社
ＹＫＫ寮事業所

 黒部市 他

1人
富山県魚津市青柳９５

 黒部市 日祝他
1人

富山県黒部市前沢４３７１ 0765-52-3131 その他

1人
富山県黒部市前沢４３７１ 0765-52-3131 その他

13

配送（建築資材） 40歳以下 正社員

コーケン株式会社

0765-24-2300 その他

12

ガラスサッシ施工、エクステリア
加工、錠修理、網戸貼り替え

44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

有限会社　新田建商  魚津市 日祝他

1人
富山県黒部市堀切１３００ 
（ＹＫＫ光志寮内事務所）

 魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市宮津２３４番地 0765-24-5520 その他

1人
富山県富山市小泉町１１ 076-421-6302 毎　週

10

耐圧ホース製造の生産技術職 35歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　トヨックス

0765-57-2258 毎　週

9

品質保証・品質管理職 35歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　トヨックス  黒部市 日祝他

8

調理 18歳以上 正社員以外

076-492-0077 毎　週

7

重機オペレーター 62歳以下 正社員
変形（1
年単位）

中川運輸　株式会社

076-436-6110 その他

6

切粉収集運搬 59歳以下 正社員
交替制あ
り

有限会社　タイド産商  下新川郡入
善町

土日他

5

車両配送（新川営業所） 不問 正社員以外
変形（1
年単位）

富山いすゞ自動車　株式会社  黒部市 日祝他

【先週１週間　１１月　８日～　１１月　１２日に受理】

賃金

通勤手当

賞与（前年度実績）

4

自動車整備士（富山営業所・新川
営業所・呉西ＳＣいずれか）

59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

富山いすゞ自動車　株式会社

076-492-0077 毎　週

3

ファスナー部品の製造（三交替） 18歳以上 有期雇用派遣労働者
交替制あ
り

株式会社　ライフワーク北陸  黒部市 土日他

2

ファスナー製品の製造（二交替） 不問 有期雇用派遣労働者
交替制あ
り

株式会社　ライフワーク北陸  黒部市 土日他

黒部市　他 日祝他
6人

富山県富山市野口８４２番地

1

調剤薬局薬剤師（うおづ駅前薬
局）

59歳以下 正社員
交替制あ
り

株式会社　アモール

50人
富山県富山市新庄町１５７－１

 魚津市 日祝他
1人

富山県富山市今泉１４７番地　Ａ
Ｙビル２Ｆ

076-423-8818 その他

2人
富山県富山市野口８４２番地

076-436-6110 その他

30人
富山県富山市新庄町１５７－１

℡ 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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5人 菓子・パン小売業
(1)9時00分～18時00分 240,000円～280,000円

雇用期間の定めなし 4人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）

又は8時00分～21時00分 月額　20,000円まで 180人
年2回（前年度実績） 16010-21191611

14人 労働者派遣業
(1)8時20分～17時00分 193,677円～201,414円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 7人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限なし）

200人
16010-21113411

14人 労働者派遣業
(1)8時20分～17時00分 193,677円～201,414円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)16時20分～1時00分 7人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限なし）

200人
16010-21115311

2人 ソフトウェア業
(1)9時00分～17時30分 217,000円～310,000円

雇用期間の定めなし 0人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　25,000円まで 31人

16010-21117911
40人 一般産業用機械・装置製造業

(1)8時00分～16時45分 170,000円～250,000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） 給付
207人

年2回（前年度実績） 16010-21039711
13人 職業紹介業

(1)8時00分～16時45分 205,019円～205,019円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)6時30分～15時10分 7人 雇用・労災・健康・厚生

(3)13時00分～21時40分 実費支給（上限あり）
日額　700円まで 130人

16010-21071711
11人 家事サービス業

(1)8時30分～17時30分 173,000円～204,000円
雇用期間の定めなし 4人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　13,500円まで 50人
年2回（前年度実績） 16040- 5416211

8人 一般診療所
(1)8時30分～18時00分 144,000円～210,000円

雇用期間の定めなし (2)8時30分～12時30分 8人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)8時30分～17時30分 実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 8人
年2回（前年度実績） 16040- 5419011

155人 病院
(1)8時00分～17時00分 180,000円～190,000円

雇用期間の定めなし 140人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　10,300円まで 160人
年2回（前年度実績） 16040- 5403611

155人 病院
(1)8時00分～17時00分 170,000円～175,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 140人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　10,300円まで 160人
年2回（前年度実績） 16040- 5404911

3人 歯科診療所
(1)8時15分～17時45分 165,680円～267,600円

雇用期間の定めなし (2)8時00分～17時30分 3人 雇用・労災・健康・厚生
(3)8時30分～18時00分 実費支給（上限あり）

月額　20,000円まで 3人
年2回（前年度実績） 16040- 5405111

53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00分 170,000円～220,000円
雇用期間の定めなし (2)8時00分～17時30分 20人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限なし）
104人

年2回（前年度実績） 16040- 5408211
53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00分 175,000円～250,000円
雇用期間の定めなし (2)8時00分～17時30分 20人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限なし）
104人

年2回（前年度実績） 16040- 5409511
3人 労働者派遣業

(1)8時00分～16時50分 227,070円～234,900円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)21時00分～5時50分 0人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　14,000円まで 105人

16040- 5412911
2人 労働者派遣業

(1)8時20分～17時00分 168,740円～176,410円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 2人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　14,000円まで 105人

16040- 5413111
12人 労働者派遣業

(1)8時00分～17時00分 168,000円～192,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)17時00分～2時00分 10人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　14,000円まで 105人

16040- 5414711
0765-74-1136 その他

32

ゴム製品に携わる製造業務 18歳～59歳 有期雇用派遣労働者
交替制あ
り

株式会社アイティ興産  下新川郡入
善町

土日他

29

金属製曲げ物製作作業 44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

広浜建材　株式会社  魚津市 日祝他

3人
富山県下新川郡入善町入膳７８３
２－１

 黒部市 土日
1人

富山県下新川郡入善町入膳７８３
２－１

0765-74-1136 その他

1人
富山県下新川郡入善町入膳７８３
２－１

0765-74-1136 その他

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
富山県魚津市川縁５－７

 魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市川縁５－７ 0765-22-5522 その他

2人
富山県黒部市生地中区１７６マル
ゼン中央１Ｆ

0765-32-4696 毎　週

31

建材部品の加工、仕上げ、検査 59歳以下 有期雇用派遣労働者

株式会社アイティ興産

0765-22-5522 その他

30

自動車部品の検査、仕上げ業務 18歳以上 有期雇用派遣労働者
交替制あ
り

株式会社アイティ興産  下新川郡入
善町

土日

1人
富山県魚津市住吉２３６

 魚津市 他
1人

富山県魚津市住吉２３６ 0765-24-3800 毎　週

2人
富山県魚津市吉島７５０－２ 0765-22-8825 その他

28

金属製曲げ物の部材取付及び梱包
作業

44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

広浜建材　株式会社

0765-24-3800 毎　週

27

歯科衛生士 59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

のと歯科  黒部市 日祝

26

用務及び営繕業務員 60歳以上 正社員以外

25

用務及び営繕業務員 59歳以下 正社員

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

0765-23-6333 毎　週

24

医療事務 不問 正社員
交替制あ
り

医療法人社団　吉島内科クリニッ
ク

 魚津市 日祝他

23

営業 59歳以下 正社員

株式会社ハートケアサービス  魚津市 土日祝他

20

ＰＨＰ言語プログラマ 59歳以下 正社員

株式会社　ソフトキャリア  魚津市 土日祝他

1人
富山県魚津市住吉１８６０－１

 黒部市 土日他
1人

富山県富山市大手町３番９号 
アジェスビル１Ｆ

0120-932-415 毎　週

3人
富山県富山市婦中町高日附８５２ 076-469-3330 毎　週

交替制あ
り

株式会社　フルールリブラン 魚津市　他 他

1人
富山県富山市新桜町６番１５号 
ＴｏｙａｍａＳａｋｕｒａビル 

 黒部市 土日祝他
5人

富山県富山市新桜町４－２８　朝
日生命富山ビル　４階

076-433-8434 毎　週

5人
富山県富山市新桜町４－２８　朝
日生命富山ビル　４階

076-433-8434 毎　週

22

ファスナーの製造 不問 有期雇用派遣労働者

朝日印刷グループ 
朝日人材サービス　株式会社

076-441-4000 毎　週

21

機械オペレーター 59歳以下 正社員

津根精機　株式会社  下新川郡入
善町

土日他

1人
富山県富山市上飯野１の１

19

窓枠（軽量アルミ材）の機械オペ
レーター業務

不問 正社員以外
交替制あ
り

株式会社　ビート　北陸支店

076-452-0188 毎　週

18

窓枠（軽量アルミ材）マジック
テープゴムバンド巻き（日勤）

不問 正社員以外

株式会社　ビート　北陸支店  黒部市 土日祝他

17

菓子・パン販売店　店長候補 59歳以下 正社員
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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　１１月　８日～　１１月　１２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。

13人 老人福祉・介護事業
(1)8時30分～17時30分 182,800円～182,800円

雇用期間の定めなし 11人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 13人
年2回（前年度実績）140,000円～140,000円 16040- 5392811

35人 その他の金属製品製造業
(1)8時00分～16時45分 180,000円～250,000円

雇用期間の定めなし 10人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 38人

16040- 5393211
26人 海面漁業

(1)0時00分～6時00分 156,000円～180,000円
雇用期間の定めなし (2)2時00分～10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 26人
年2回（前年度実績）100,000円～250,000円 16040- 5394511

45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 147,187円～154,934円
雇用期間の定めなし 41人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　5,000円まで 70人
年2回（前年度実績） 16040- 5395411

45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 182,040円～182,040円
雇用期間の定めなし (2)15時30分～0時00分 41人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　5,000円まで 70人
年2回（前年度実績） 16040- 5396011

45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 166,870円～166,870円
雇用期間の定めなし (2)13時00分～21時30分 41人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　5,000円まで 70人
年2回（前年度実績） 16040- 5397311

16人 労働者派遣業
(1)8時30分～17時15分 265,200円～265,200円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 5人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　15,000円まで 17,700人

16040- 5398611
16人 その他の飲食料品小売業

170,000円～284,000円
雇用期間の定めなし 7人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし）
又は9時00分～21時30分 731人

年2回（前年度実績） 20010-17481511
19人 一般貨物自動車運送業

(1)8時00分～17時00分 220,780円～312,060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　14,300円まで 1,100人
年3回（前年度実績）500,000円～600,000円 21040- 6609211

19人 一般貨物自動車運送業
(1)17時00分～2時00分 320,780円～422,680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　14,300円まで 1,100人
年3回（前年度実績）550,000円～700,000円 21040- 6610011

19人 一般貨物自動車運送業
(1)17時00分～2時00分 320,780円～403,780円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 6人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　14,300円まで 1,100人
年3回（前年度実績）500,000円～650,000円 21040- 6611311

13人 職業紹介業
(1)8時00分～16時45分 205,019円～205,019円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)6時30分～15時10分 7人 雇用・労災・健康・厚生
(3)13時00分～21時40分 実費支給（上限あり）

日額　700円まで 130人
16010-20889811

8人 建物サービス業
(1)8時00分～17時00分 145,200円～161,700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 223人

16040- 5366111
113人 病院

(1)8時30分～17時15分 183,200円～215,200円
雇用期間の定めなし (2)17時00分～9時00分 73人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)6時30分～15時15分 実費支給（上限あり） 拠出
月額　10,000円まで 113人
年2回（前年度実績） 16040- 5368811

113人 病院
(1)8時30分～17時15分 150,200円～199,600円

雇用期間の定めなし (2)6時30分～15時15分 73人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)9時45分～18時30分 実費支給（上限あり） 拠出
月額　10,000円まで 113人
年2回（前年度実績） 16040- 5369211

113人 病院
(1)8時30分～17時15分 215,200円～306,200円

雇用期間の定めなし (2)17時00分～9時00分 73人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり） 拠出
月額　20,000円まで 113人
年2回（前年度実績） 16040- 5371311

47

介護職・看護助手（日勤のみ） 59歳以下 正社員
交替制あ
り

医療法人社団　弘仁会　魚津緑ヶ
丘病院

 魚津市 他

2人
富山県魚津市大光寺２８７ 0765-22-1567 その他

朝日印刷グループ 
朝日人材サービス　株式会社

 黒部市 土日他

3人
富山県魚津市大光寺２８７

 魚津市 他
2人

富山県魚津市大光寺２８７ 0765-22-1567 その他

2人
富山県下新川郡朝日町山崎４４２
－２

0765-84-8989 その他

0765-22-1567 その他

48

看護師（夜勤有り） 18歳～59歳 正社員
変形
（1ヶ月

医療法人社団　弘仁会　魚津緑ヶ
丘病院

 魚津市 他

2人
富山県富山市大手町３番９号 
アジェスビル１Ｆ

 魚津市 日祝他
1人

岐阜県高山市上岡本町１－５０ 0577-32-1230 その他

1人
岐阜県高山市上岡本町１－５０ 0577-32-1230 その他

46

介護福祉士（夜勤あり） 18歳～59歳 正社員
変形
（1ヶ月

医療法人社団　弘仁会　魚津緑ヶ
丘病院

0120-932-415 毎　週

45

清掃員【あさひ総合病院】 59歳以下 正社員

株式会社　谷口美装  黒部市 日

44

ファスナー組立機械の操作 不問 有期雇用派遣労働者

43

路線ドライバー職（魚津・準社
員）

18歳以上 正社員以外
変形（1
年単位）

飛騨運輸　株式会社

0577-32-1230 その他

42

路線ドライバー職（魚津・正社
員）

18歳～45歳 正社員
変形（1
年単位）

飛騨運輸　株式会社  魚津市 日祝他

41

総合職（魚津・正社員） 35歳以下 正社員
変形（1
年単位）

飛騨運輸　株式会社  魚津市 日祝他

38

建材部品加工（機能部品ライン）
【交替制】

59歳以下 正社員
交替制あ
り

有限会社　プラコ長谷川  黒部市 土日祝他

1人
岐阜県高山市上岡本町１－５０

 魚津市 他
2人

長野県長野市若里５－１６－８ 026-223-0011 その他

1人
富山県黒部市植木４９１－１
コートハウスＫ　１階

0765-54-2122 毎　週

有限会社　藤吉水産  魚津市 日他

2人
富山県黒部市犬山１０２

 黒部市 土日祝他
2人

富山県黒部市犬山１０２ 0765-52-2046 毎　週

3人
富山県黒部市犬山１０２ 0765-52-2046 毎　週

40

店舗運営スタッフ　ＭＥＧＡド
ン・キホーテＵＮＹ魚津店

44歳以下 正社員
交替制あ
り

ケンタッキーフライドチキン（吉
田興産株式会社）

0765-52-2046 毎　週

39

英語事務 不問 有期雇用派遣労働者

株式会社　エイジェック　黒部オ
フィス

 魚津市 土日祝他

3人
富山県魚津市東町１４番５号

 魚津市 土日他
1人

富山県魚津市西尾崎３８３ 0765-32-5666 毎　週

2人
富山県魚津市吉島５５２番地８ 0765-22-5789 毎　週

37

建材部品加工（機能部品ライン）
【交替制】

59歳以下 正社員
交替制あ
り

有限会社　プラコ長谷川

0765-22-1088 その他

36

建材部品加工（機能部品ライン） 59歳以下 正社員

有限会社　プラコ長谷川  黒部市 土日祝他

35

漁師 18歳～39歳 正社員

34

機械オペレーター 64歳以下 正社員

株式会社　バンテクニカ

33

介護職 69歳以下 正社員

特定非営利活動法人　無漏路  魚津市 土他
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職種 年齢・ 区分 交代制 従業員数 業種

区分 事業所名 就業場所 雇用期間 就業時間 休日 うち女性 加入保険

事業所所在地 電話番号 求人数 週休二日 企業全体 求人番号

【先週１週間　１１月　８日～　１１月　１２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。

113人 病院
(1)17時00分～9時00分 166,600円～249,800円

雇用期間の定めなし 73人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり） 拠出
月額　10,000円まで 113人
年2回（前年度実績） 16040- 5372611

113人 病院
(1)8時30分～17時15分 183,200円～215,200円

雇用期間の定めなし 73人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり） 拠出
月額　10,000円まで 113人
年2回（前年度実績） 16040- 5373911

113人 病院
(1)8時30分～17時15分 150,200円～199,600円

雇用期間の定めなし 73人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり） 拠出
月額　10,000円まで 113人
年2回（前年度実績） 16040- 5374111

7人 病院
(1)8時30分～17時15分 150,200円～199,600円

雇用期間の定めなし (2)15時00分～9時00分 5人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり） 拠出
月額　10,000円まで 113人
年2回（前年度実績） 16040- 5375711

113人 病院
(1)17時00分～9時00分 205,000円～291,600円

雇用期間の定めなし 73人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり） 拠出
月額　20,000円まで 113人
年2回（前年度実績） 16040- 5376811

113人 病院
(1)8時30分～17時15分 176,000円～262,300円

雇用期間の定めなし (2)17時00分～9時00分 73人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり） 拠出
月額　10,000円まで 113人
年2回（前年度実績） 16040- 5377211

113人 病院
(1)8時30分～17時15分 215,200円～306,200円

雇用期間の定めなし 73人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり） 拠出
月額　20,000円まで 113人
年2回（前年度実績） 16040- 5378511

113人 病院
(1)8時30分～17時15分 176,000円～262,300円

雇用期間の定めなし 73人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり） 拠出
月額　10,000円まで 113人
年2回（前年度実績） 16040- 5379411

10人 一般貨物自動車運送業
(1)7時30分～16時30分 212,000円～238,000円

雇用期間の定めなし 0人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり） 厚生
月額　20,000円まで 56人
年2回（前年度実績）～500,000円 16040- 5380611

39人 一般貨物自動車運送業
(1)7時30分～16時30分 223,000円～253,000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） 厚生
月額　20,000円まで 56人
年2回（前年度実績）～500,000円 16040- 5381911

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

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

6人
16040- 5384811

42人 一般土木建築工事業
(1)8時00分～17時00分 235,000円～300,000円

雇用期間の定めなし 7人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　15,000円まで 78人
年3回（前年度実績） 16040- 5385211

42人 一般土木建築工事業
(1)8時00分～17時00分 235,000円～300,000円

雇用期間の定めなし 7人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　15,000円まで 78人
年3回（前年度実績） 16040- 5386511

24人 金属加工機械製造業
(1)8時30分～17時15分 165,000円～242,400円

雇用期間の定めなし (2)21時30分～6時15分 3人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限なし） 拠出
862人

年2回（前年度実績） 16040- 5387411
9人 老人福祉・介護事業

(1)8時15分～17時15分 160,000円～165,000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　7,000円まで 33人
年2回（前年度実績）200,000円～400,000円 16070- 3359811

5人 建築材料卸売業
(1)9時00分～18時00分 214,900円～302,100円

雇用期間の定めなし 3人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限なし）
390人

年2回（前年度実績） 17010-24268911

61

建築工事現場管理技術者

交替制あ
り

株式会社　ＭＯＬＤＩＮＯ　魚津
工場

 魚津市 他

黒部市　他 土日祝他
2人

石川県金沢市玉鉾４－８ 076-291-5870 毎　週

1人
富山県滑川市中川原３５０－１番
地

076-475-6876 毎　週

2人
富山県魚津市川縁２５８

64

法人営業 59歳以下 正社員

ナスラック　株式会社　金沢営業
所

0765-22-6010 その他

63

介護職（お達者くらぶ小摺戸） 69歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

有限会社　お達者くらぶ  下新川郡入
善町

日他

62

機械工具の製造 18歳～35歳 正社員

64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

桜井建設　株式会社

090-1391-
7227

毎　週

60

土木工事現場管理技術者 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

桜井建設　株式会社  黒部市 日祝他

59

代行運転手 18歳以上 正社員

相木代行  魚津市 他

 黒部市 日祝他
1人

富山県黒部市新町１ 0765-52-1200 その他

1人
富山県黒部市新町１ 0765-52-1200 その他

56

准看護師（日勤） 59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

医療法人社団　弘仁会　魚津緑ヶ
丘病院

 魚津市 他

3人
富山県魚津市相木１０１７－１

 魚津市 日祝他
2人

富山県魚津市宮津２３４番地 0765-24-5520 その他

1人
富山県魚津市宮津２３４番地 0765-24-5520 その他

変形
（1ヶ月

医療法人社団　弘仁会　魚津緑ヶ
丘病院

 魚津市 他

2人
富山県魚津市大光寺２８７

 魚津市 日他
2人

富山県魚津市大光寺２８７ 0765-22-1567 その他

2人
富山県魚津市大光寺２８７ 0765-22-1567 その他

58

重機オペレーター 62歳以下 正社員
変形（1
年単位）

中川運輸　株式会社

0765-22-1567 その他

57

大型ミキサー車運転手（地場） 62歳以下 正社員
変形（1
年単位）

中川運輸　株式会社  黒部市 日祝他

2人
富山県魚津市大光寺２８７

 魚津市 他
2人

富山県魚津市大光寺２８７ 0765-22-1567 その他

1人
富山県魚津市大光寺２８７ 0765-22-1567 その他

55

看護師（日勤） 59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

医療法人社団　弘仁会　魚津緑ヶ
丘病院

0765-22-1567 その他

54

准看護師（夜勤あり） 18歳～59歳 正社員
変形
（1ヶ月

医療法人社団　弘仁会　魚津緑ヶ
丘病院

 魚津市 他

53

夜勤専従看護師 18歳～59歳 正社員

52

介護職（夜勤有り） 18歳～59歳 正社員
変形
（1ヶ月

医療法人社団　弘仁会　魚津緑ヶ
丘病院

0765-22-1567 その他

51

介護職員（日勤のみ） 59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

医療法人社団　弘仁会　魚津緑ヶ
丘病院

 魚津市 他

50

介護福祉士（日勤のみ） 59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

医療法人社団　弘仁会　魚津緑ヶ
丘病院

 魚津市 他
1人

富山県魚津市大光寺２８７

 魚津市 他
2人

富山県魚津市大光寺２８７ 0765-22-1567 その他

49

夜勤専従准看護師 18歳～59歳 正社員
変形
（1ヶ月

医療法人社団　弘仁会　魚津緑ヶ
丘病院
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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　１１月　８日～　１１月　１２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。

17人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

(1)5時00分～14時00分 200,000円～240,000円
雇用期間の定めなし (2)9時00分～18時00分 14人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)11時00分～20時00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） 17010-24294711

8人 学習塾
(1)16時55分～21時35分 1,086円～1,357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）

又は13時00分～20時00分 月額　20,000円まで 228人
15010-35968811

20人 老人福祉・介護事業
(1)12時00分～17時30分 913円～954円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 13人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　18,700円まで 183人
年2回（前年度実績） 16040- 5422711

6人 一般診療所
(1)11時00分～13時00分 900円～1,000円

雇用期間の定めなし 5人 労災
実費支給（上限あり）

又は10時30分～13時30分 月額　10,300円まで 35人
年2回（前年度実績）30,000円～40,000円 16040- 5425511

30人 水産食料品製造業
(1)5時00分～13時00分 1,500円～1,500円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 18人 雇用・労災
なし

又は5時00分～15時00分 30人
16040- 5426411

19人 建物サービス業
(1)9時30分～14時00分 900円～950円

雇用期間の定めなし 17人 労災
なし

70人
16040- 5428311

170人 その他の社会保険・社会福祉・介護事業

1,030円～2,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 150人 雇用・労災

実費支給（上限なし）
又は7時00分～21時00分 170人

16040- 5430811
7人 酒場，ビヤホール

900円～900円
雇用期間の定めなし 4人 労災

なし 厚生
又は16時00分～22時00分 8人

16040- 5417511
7人 婦人・子供服小売業

(1)10時00分～13時00分 900円～950円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)10時00分～16時00分 6人 労災

実費支給（上限あり）
月額　8,000円まで 7,844人
年2回（前年度実績） 16040- 5418411

4人 医薬品・化粧品小売業
(1)8時30分～13時00分 1,600円～2,200円

雇用期間の定めなし 4人 雇用・労災
実費支給（上限なし）

又は8時30分～18時00分 205人
年2回（前年度実績）0円～100,000円 16010-21221311

3人
その他の各種商品小売業（従業者が常時５０人未満のもの）

877円～885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） 拠出
又は9時30分～19時00分 月額　10,000円まで 50人

15100- 2069611
8人 燃料小売業

(1)7時00分～11時00分 1,000円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)10時00分～17時00分 1人 労災

(3)17時30分～23時00分 なし
又は7時00分～23時00分 16人

16070- 3376211
6人 菓子・パン小売業

900円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 6人 労災

実費支給（上限あり）
又は15時00分～19時00分 月額　4,000円まで 6人

16040- 5399911
6人 菓子・パン小売業

(1)8時00分～17時00分 900円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 6人 労災

実費支給（上限あり）
月額　4,000円まで 6人

16040- 5400411
3人 建物サービス業

(1)7時00分～16時00分 900円～1,500円
雇用期間の定めなし 3人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 3人

16040- 5401011
36人 老人福祉・介護事業

(1)10時00分～13時00分 900円～900円
雇用期間の定めなし 16人 労災

実費支給（上限あり）
月額　8,000円まで 36人

16040- 5402311

076-262-5900 その他

65

栄養士（富山労災病院）富山県魚
津市

59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

富士産業　株式会社  魚津市 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

1

個別指導塾　塾講師（富山県　黒
部市）

不問 パート労働者
交替制あ
り

株式会社エムケイジェイ  黒部市 月他
1人

新潟県新潟市西区寺尾東１丁目１
０－１８

025-234-1300 その他

3

雑務 不問 パート労働者

医療法人社団　宮本内科小児科医
院

 魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市新角川１丁目７－２
２

0765-22-0122 毎　週

2

介護職【あんどの里デイサービス
センター】

不問 パート労働者

社会福祉法人　海望福祉会（あん
どの里）

 魚津市 日他
1人

富山県魚津市仏田３４６８番地 0765-22-8808 毎　週

5

清掃員 64歳以下 パート労働者

有限会社　新川建装  魚津市 他
3人

富山県魚津市諏訪町１－２４ 0765-23-0126 毎　週

4

製造補助 不問 パート労働者

生地蒲鉾　有限会社  黒部市 日
1人

富山県黒部市生地３７６ 0765-56-8064 なし

7

接客及び調理補助 不問 パート労働者

有限会社　増重  魚津市 他
2人

富山県魚津市駅前新町９－２５ 0765-24-1286 毎　週

6

ホームヘルパー 不問 パート労働者
交替制あ
り

社会福祉法人　魚津市社会福祉協
議会

 魚津市 他
2人

富山県魚津市新金屋２丁目１３－
２６

0765-22-8388 毎　週

9

調剤薬局薬剤師（うおづ駅前薬
局）

59歳以下 パート労働者
交替制あ
り

株式会社　アモール  魚津市 日祝他
1人

富山県富山市今泉１４７番地　Ａ
Ｙビル２Ｆ

076-423-8818 その他

8

販売員 不問 パート労働者
交替制あ
り

株式会社西松屋チェーン　魚津店  魚津市 他
1人

富山県魚津市友道１０５９番１ 0765-22-1988 その他

11

ガソリンスタンド店員（魚津ＳＳ
／短期パートタイム）

不問 パート労働者

丸三商事　株式会社  魚津市 他
2人

富山県滑川市上小泉３５ 076-475-0760 毎　週

10

販売スタッフ【入善コスモ２１
内】

不問 パート労働者
交替制あ
り

株式会社　山下  下新川郡入
善町

他
1人

新潟県糸魚川市南寺町１丁目１０
－３

025-552-6442 毎　週

13

パンの製造・販売【土日勤務】 不問 パート労働者

フレッシュべーカリー「ファリー
ヌ」

 黒部市
月火水木
金他

1人
富山県黒部市新牧野３１１
ショッピングセンター「メル

0765-54-1158 毎　週

12

パンの製造・販売（午後） 不問 パート労働者

フレッシュべーカリー「ファリー
ヌ」

 黒部市 他
1人

富山県黒部市新牧野３１１
ショッピングセンター「メル

0765-54-1158 毎　週

15

調理員 64歳以下 パート労働者

特定非営利活動法人　工房　あお
の丘

 下新川郡入
善町

土日祝
2人

富山県下新川郡入善町道古３４－
３

0765-72-2248 毎　週

14

清掃員 不問 パート労働者

株式会社エムズサービス  魚津市 土日祝他
1人

富山県魚津市吉島３８２０－４５ 0765-55-5132 毎　週
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職種 年齢・ 区分 交代制 従業員数 業種

区分 事業所名 就業場所 雇用期間 就業時間 休日 うち女性 加入保険

事業所所在地 電話番号 求人数 週休二日 企業全体 求人番号
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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。

16人 その他の飲食料品小売業
900円～950円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 7人 労災
実費支給（上限なし）

又は9時00分～21時30分 731人
20010-17515711

5人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

900円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 4人 労災

実費支給（上限あり）
又は8時30分～20時30分 月額　21,600円まで 30人

13010-96122711
9人 病院

(1)8時30分～12時30分 1,400円～1,500円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 7人 労災

実費支給（上限あり）
月額　30,000円まで 386人

16010-20907711
25人 建物サービス業

(1)7時00分～11時00分 880円～900円
雇用期間の定めなし (2)8時00分～12時00分 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 223人

16040- 5367711
113人 病院

880円～1,200円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 73人 労災

実費支給（上限あり）
又は6時30分～18時30分 月額　10,000円まで 113人

年2回（前年度実績） 16040- 5370011
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- 5382111
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～10時30分 1,000円～1,000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- 5383711
1人 建物サービス業

(1)8時30分～16時00分 877円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)8時00分～17時00分 0人 労災

実費支給（上限あり）
月額　4,000円まで 140人

17080- 8538011
56人 百貨店，総合スーパー

(1)10時00分～18時00分 1,000円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 38人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし）
13,000人

年2回（前年度実績）0円～240,000円 21030-13589111
56人 百貨店，総合スーパー

(1)7時00分～10時00分 900円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)8時00分～12時00分 38人 労災

(3)8時00分～13時00分 なし
13,000人

21030-13592411

17

カフェスタッフ／富山県黒部市 不問 パート労働者
交替制あ
り

株式会社　カフェ・ボンフィーノ  黒部市 月他
1人

東京都千代田区神田和泉町１　Ｙ
ＫＫ８０ビル

03-3864-2337 毎　週

16

販売（魚津市）ＭＥＧＡドン・キ
ホーテＵＮＹ魚津店

不問 パート労働者

ケンタッキーフライドチキン（吉
田興産株式会社）

 魚津市 他
2人

長野県長野市若里５－１６－８ 026-223-0011 その他

19

日常的清掃【黒部峡谷鉄道株式会
社本社社屋】

59歳以下 パート労働者
交替制あ
り

株式会社　谷口美装  下新川郡朝
日町

日
2人

富山県下新川郡朝日町山崎４４２
－２

0765-84-8989 その他

18

理学療法士又は作業療法士（クリ
ニック）

不問 パート労働者

医療法人社団　双星会  黒部市 日祝他
1人

富山県富山市上二杉４２０－２ 076-428-1390 毎　週

21

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

20

介護職・看護助手 不問 パート労働者

医療法人社団　弘仁会　魚津緑ヶ
丘病院

 魚津市 他
4人

富山県魚津市大光寺２８７ 0765-22-1567 その他

23

駐車場整理業務（魚津合同庁舎） 18歳以上 パート労働者

武田商事　株式会社  魚津市 土日祝
3人

石川県野々市市堀内３－４０ 076-248-6601 毎　週

22

食器洗い 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

25

品出し・加工部門（バロー入善
店）

不問 パート労働者

株式会社バロー  下新川郡入
善町

他
6人

岐阜県多治見市大針町６６１－１ 0572-20-0860 毎　週

24

レジチェッカー部門（バロー入善
店）

不問 パート労働者

株式会社バロー  下新川郡入
善町

他
2人

岐阜県多治見市大針町６６１－１ 0572-20-0860 毎　週

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

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

　○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   　  １１月１７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）

　○看護職の就業支援相談　　　［原則　毎月第２水曜日］

  日　 時       １２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）

　　　　　　　　　　　　 ・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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