
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

7人 タイヤ・チューブ製造業
(1)8時00分～17時00分 196,000円～196,000円

雇用期間の定めなし 1人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 7人
年2回（前年度実績） 16040- 5473211

5人 その他のはん用機械・同部分品製造業

(1)8時00分～17時00分 180,000円～200,000円
雇用期間の定めなし 2人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　25,000円まで 5人
年3回（前年度実績） 16040- 5474511

85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 156,000円～176,000円
雇用期間の定めなし 55人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし）
110人

年2回（前年度実績） 16040- 5476011
14人 農林水産業協同組合（他に分類されないもの）

(1)7時00分～16時00分 195,840円～228,480円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)4時30分～13時30分 11人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし）
46人

年2回（前年度実績）0円～100,000円 16040- 5479911
14人 農林水産業協同組合（他に分類されないもの）

(1)8時00分～17時00分 168,096円～195,840円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 11人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし）
46人

年2回（前年度実績）0円～100,000円 16040- 5480711
106人 老人福祉・介護事業

(1)8時30分～17時15分 213,500円～325,000円
雇用期間の定めなし (2)16時30分～9時30分 85人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり） 厚生
月額　35,000円まで 907人
年2回（前年度実績） 16040- 5462111

2人 耕種農業
(1)8時00分～17時00分 160,000円～250,000円

雇用期間の定めなし 0人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 2人
年2回（前年度実績） 16040- 5463711

55人 非鉄金属素形材製造業
(1)8時00分～17時00分 198,300円～282,000円

雇用期間の定めなし 2人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　12,500円まで 55人
年2回（前年度実績） 16040- 5465211

22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～170,850円
雇用期間の定めなし 14人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　5,000円まで 72人
年2回（前年度実績） 16040- 5467411

39人
計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器

(1)8時00分～17時00分 303,000円～453,000円
雇用期間の定めなし 6人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし）
43人

年3回（前年度実績） 16040- 5469311
31人 児童福祉事業

(1)8時00分～17時00分 160,000円～176,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)8時30分～17時30分 31人 雇用・労災・健康・厚生

(3)9時00分～18時00分 実費支給（上限あり）
月額　6,000円まで 74人
年2回（前年度実績） 16040- 5470111

6人 管工事業（さく井工事業を除く）

(1)8時00分～17時00分 215,000円～300,000円
雇用期間の定めなし 1人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし）
32人

年3回（前年度実績）300,000円～1,700,000円 27150-19144711
14人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

190,000円～210,000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）
又は22時00分～9時00分 45,183人

年2回（前年度実績）200,000円～300,000円 13040- 3932512
3,000人 都道府県機関

(1)8時30分～17時15分 174,744円～346,740円
雇用期間の定めなし 1,400人 公災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　55,000円まで 15,384人
年2回（前年度実績） 16010-21578011

8人 その他の設備工事業
(1)8時00分～17時00分 200,000円～285,000円

雇用期間の定めなし 0人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限なし）
280人

年2回（前年度実績） 16010-21589911
41人 パン・菓子製造業

(1)8時00分～17時00分 180,000円～180,000円
雇用期間の定めなし 24人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 50人
年1回（前年度実績）10,000円～100,000円 16040- 5459411

6

正看護師 59歳以下 正社員
交替制あ
り

医療法人社団　藤聖会　入善老人
保健施設　こぶしの庭

1人
富山県下新川郡入善町東五十里２
００

 下新川郡入
善町

他
1人

富山県下新川郡入善町小杉６４番
地

0765-78-2500 その他

【先週１週間　　１１月　１５日　～　１１月　１９日に受理】

賃金

通勤手当

賞与（前年度実績）

9

組立・検査・包装 59歳以下 正社員

有限会社　開澤アルミ

0765-72-2674 その他

8

総務・経理全般 35歳以下 正社員

ＪＸ金属三日市リサイクル　株式
会社

 黒部市 土日祝他

7

農作業 44歳以下 正社員

株式会社ＡｇｒｉＷａｖｅ　ｉｋ
ａｒｉ

 下新川郡入
善町

日他

1人
富山県黒部市生地芦区２４７

 黒部市 土日祝他
2人

富山県黒部市中新５７３－１ 0765-52-1793 毎　週

1人
富山県黒部市天神新８番地 0765-52-1111 毎　週

12

設備工事管理スタッフ（魚津） 40歳以下 正社員

小島工業　株式会社

0765-56-8163 その他

11

保育士 不問 正社員以外

社会福祉法人　あいじ福祉会  黒部市 土日祝他

10

総務・経営管理 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

川端鐵工　株式会社  黒部市 日他

2人
東京都港区港南二丁目１８番１号
ＪＲ品川イーストビル５階

 魚津市 土日祝他
1人

大阪府高槻市大畑町２７－２ 072-695-5666 毎　週

2人
富山県黒部市三日市２９５－６ 0765-52-4516 毎　週

15

黒部工場内技術職 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　宮本工業所

03-6833-5064 毎　週

14

県立学校実習助手 59歳以下 正社員

富山県庁  魚津市　他 土日祝他

13

接客・調理／魚津本江店 18歳以上 正社員以外

株式会社　すき家  魚津市 他

1人
富山県黒部市石田１１６８－１７

 黒部市 日祝他
1人

富山県富山市奥田新町１２－３ 076-441-2201 その他

8人
富山県富山市新総曲輪１－７ 076-431-4111 毎　週

0765-32-3321 その他

16

パン製造員 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　東京ブレッド  黒部市 日祝他

1

廃タイヤ積込み・破砕作業・荷下
ろし等

64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

有限会社　タイヤリサイクルセン
ター

 黒部市 日祝他
1人

富山県黒部市枕野４００－１ 0765-54-9898 その他

2

機械加工 40歳以下 正社員
変形（1
年単位）

有限会社　本田製作所  下新川郡入
善町

日祝他
1人

富山県下新川郡入善町吉原４７７
８

0765-74-2000 その他

3

製造業（ビス袋作成） 59歳以下 正社員

カトーインダストリー　株式会社  黒部市 土日祝他
2人

富山県魚津市吉島３８６－１ 0765-24-1197 毎　週

4

干物加工スタッフ 18歳以上 正社員以外
交替制あ
り

くろべ漁業協同組合  黒部市 水他
1人

富山県黒部市生地中区３６５ 0765-57-0101 毎　週

5

特産販売スタッフ 不問 正社員以外

くろべ漁業協同組合  黒部市 水他
1人

富山県黒部市生地中区３６５ 0765-57-0101 毎　週

℡ ０７６５－２４－０３６５

（魚津公共職業安定所）◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。

◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。

◎ パートタイム求人の場合、賃金は時間給です。また、労働時間によって記載されている各種社会保険に加入できない場合があります。

◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。

その際はあしからずご了承ください。
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16人 燃料小売業
(1)8時00分～17時00分 206,120円～212,453円

雇用期間の定めなし (2)14時00分～23時00分 2人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)23時00分～8時00分 実費支給（上限なし） 拠出
2,936人

年2回（前年度実績）100,000円～636,800円 17080- 8723011
10人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

(1)6時00分～14時30分 165,500円～173,500円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)8時00分～16時30分 10人 雇用・労災・健康・厚生

(3)9時30分～18時00分 実費支給（上限あり）
月額　16,000円まで 280人

27010-56625511
20人 その他の専門サービス業

(1)10時00分～19時00分 197,000円～197,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 11人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし）
1,950人

年2回（前年度実績）0円～ 13040- 3314112
16人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

190,000円～210,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 5人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし）
又は22時00分～9時00分 45,183人

年2回（前年度実績）200,000円～300,000円 13040- 3884812
10人 酒場，ビヤホール

(1)15時00分～0時00分 208,300円～278,000円
雇用期間の定めなし (2)19時00分～1時00分 3人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)10時00分～23時00分 実費支給（上限あり） 拠出
月額　50,000円まで 22,527人

13170-16868711
13人 老人福祉・介護事業

(1)8時30分～17時30分 230,200円～269,600円
雇用期間の定めなし (2)17時00分～9時00分 11人 雇用・労災・健康・厚生

(3)9時00分～18時00分 実費支給（上限あり）
月額　21,000円まで 123人
年2回（前年度実績） 16010-21476111

5人 菓子・パン小売業
160,000円～200,000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） 16010-21477711

15人 歯科診療所
(1)8時45分～17時45分 170,000円～200,000円

雇用期間の定めなし (2)9時30分～18時30分 14人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 15人

16040- 5446111
12人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

(1)13時00分～23時00分 250,000円～450,000円
雇用期間の定めなし 6人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし）
115人

16040- 5450011
12人 建物サービス業

(1)8時40分～17時20分 185,000円～250,000円
雇用期間の定めなし 0人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 150人
年2回（前年度実績）50,000円～300,000円 16040- 5454111

5人 園芸サービス業
(1)7時50分～17時00分 156,980円～235,000円

雇用期間の定めなし 1人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 5人
年2回（前年度実績）290,000円～480,000円 16040- 5455711

0人 酒場，ビヤホール
(1)15時00分～23時00分 150,000円～280,000円

雇用期間の定めなし (2)16時00分～23時00分 0人 労災
なし

0人
16040- 5436611

8人 老人福祉・介護事業
(1)9時00分～18時00分 156,000円～164,000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
年1回（前年度実績）60,000円～90,000円 16040- 5442011

13人 自動車卸売業
(1)9時00分～17時30分 187,000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）
2,500人

年2回（前年度実績） 23010-34033011
6人 建物サービス業

(1)9時30分～14時30分 880円～950円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 6人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
月額　15,000円まで 24,061人

16010-21724811
8人 建物サービス業

(1)9時30分～14時30分 880円～930円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 7人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
月額　15,000円まで 24,061人

16010-21727411

18

老健施設食堂の調理員（富山県） 不問 正社員以外
変形（1
年単位）

株式会社　トージツフーズ

17

販売スタッフ（カーライフサポー
ター）

18歳～59歳 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社　西日本宇佐美　北陸支
店

 下新川郡入
善町

他

1人
東京都港区芝浦３－１－１　田町
ステーションタワーＮ　５階

 下新川郡入
善町

他
1人

大阪府大阪市中央区久太郎町２丁
目４－２７　堺筋本町ＴＦビル７

06-6267-7177 その他

3人
石川県白山市小上町２７３番地 076-275-7778 その他

21

正社員店舗スタッフ（魚民　魚津
スカイホテル店）

18歳～44歳 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社　モンテローザフーズ

03-6809-5986 毎　週

20

接客・調理／８号黒部店 18歳以上 正社員以外

株式会社　すき家  黒部市 他

19

直行直帰／サントリー酒類マーケ
ティングアドバイザー／富山

不問 正社員以外

サンリーブ株式会社 魚津市　他 土日祝他

1人
富山県富山市西野新４７番

 魚津市 他
1人

東京都武蔵野市中町１－１７－３
６．モンテローザ三鷹本社ビル

0422-36-6788 その他

2人
東京都港区港南二丁目１８番１号
ＪＲ品川イーストビル５階

03-6833-5064 毎　週

24

受付・事務・医療補助 40歳以下 正社員
交替制あ
り

医療法人社団新医会　うめかわ歯
科クリニック

076-461-7765 毎　週

23

菓子・パン販売店員 59歳以下 正社員

株式会社　フルールリブラン  魚津市　他 他

22

介護スタッフ（うちくる黒部病院
前）

59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社　うちくる富山  黒部市 他

1人
富山県黒部市三日市２５２３－１

 黒部市 日祝他
1人

富山県黒部市生地経新３５２１－
１

0765-57-1233 毎　週

1人
富山県富山市上飯野１の１ 076-452-0188 毎　週

27

造園土木工 40歳以下 正社員
変形（1
年単位）

有限会社　山口造園

0765-33-5037 毎　週

26

資材梱包・運搬作業【サンリッツ
入善工場】

59歳以下 正社員

株式会社　新川ビルサービス  下新川郡入
善町

土日他

25

ホール・調理スタッフ【焼肉ひろ
亭／黒部市】

不問 正社員

株式会社　ピーノ　コーポレー
ション

 黒部市 他

1人
富山県魚津市駅前新町１０－３

 黒部市 日他
1人

富山県黒部市山田５９７ 0765-54-3698 その他

1人
富山県下新川郡入善町入膳５１８
９

0765-74-0246 毎　週

30

営業【ルートセールスおよび新規
開拓】

44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社ヨコハマタイヤジャパン
中部営業本部

0765-24-7652 毎　週

29

事務 69歳以下 正社員

一般社団法人　訪問介護サービス
笑楽

 下新川郡入
善町

土日祝他

28

調理 18歳以上 正社員
交替制あ
り

魚清  魚津市 他

 魚津市　他 日祝他
1人

愛知県名古屋市昭和区白金三丁目
５番９号 

052-871-4171 その他

1人
富山県下新川郡入善町中沢１１０
番地

0765-78-1188 毎　週

1

客室清掃（ホテルグランミラー
ジュ）

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 他
5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 その他

2

客室清掃（ベストイン魚津） 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 他
5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
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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　１５日　～　１１月　１９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人 酒場，ビヤホール
(1)18時00分～21時00分 1,100円～1,100円

雇用期間の定めなし 1人 労災
実費支給（上限なし）

1人
16040- 5475411

13人
その他の各種商品小売業（従業者が常時５０人未満のもの）

(1)17時00分～21時00分 877円～877円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 9人 労災

なし
又は8時00分～21時00分 13人

16040- 5478611
13人 建物サービス業

(1)13時00分～17時00分 877円～950円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 9人 労災

実費支給（上限あり）
月額　15,000円まで 24,061人

16010-21631411
20人 老人福祉・介護事業

(1)10時30分～13時30分 900円～950円
雇用期間の定めなし (2)16時00分～19時00分 15人 労災

実費支給（上限あり）
日額　500円まで 36人
年2回（前年度実績） 16020-13019511

4人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

1,100円～1,300円
雇用期間の定めなし 3人 労災

なし
又は17時00分～1時00分 4人

16040- 5464811
13人 市町村機関

(1)14時00分～18時00分 925円～983円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)14時30分～19時00分 11人 労災

実費支給（上限なし）
又は7時30分～19時00分 400人

年2回（前年度実績） 16040- 5466511
13人 市町村機関

(1)14時00分～18時00分 897円～951円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)14時30分～19時00分 11人 労災

実費支給（上限なし）
又は7時30分～19時00分 400人

16040- 5468011
19人 再生資源卸売業

900円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 6人 労災

なし
又は8時30分～16時00分 19人

16040- 5471711
6人 一般診療所

(1)8時30分～12時30分 1,400円～1,600円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)13時30分～17時30分 6人 労災

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 6人

16040- 5458511
21人 公認会計士事務所，税理士事務所

880円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 17人 労災

実費支給（上限あり）
又は8時30分～17時00分 月額　10,000円まで 21人

16040- 5460611
20人 老人福祉・介護事業

(1)5時00分～10時30分 970円～1,050円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)15時00分～19時30分 16人 労災

(3)15時00分～20時00分 実費支給（上限なし）
又は5時00分～20時00分 44人

16040- 5461911
35人 他に分類されない小売業

(1)8時45分～13時00分 935円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)17時00分～20時15分 24人 労災

実費支給（上限あり）
月額　7,700円まで 11,740人

18040- 6596011
13人 老人福祉・介護事業

(1)17時00分～9時00分 1,409円～1,409円
雇用期間の定めなし 11人 労災

一定額
日額　300円まで 123人

16010-21478811
14人 老人福祉・介護事業

(1)8時30分～17時30分 1,200円～1,200円
雇用期間の定めなし (2)9時00分～18時00分 10人 労災

実費支給（上限あり）
日額　300円まで 123人

16010-21506911
12人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

1,000円～1,200円
雇用期間の定めなし 6人 労災

実費支給（上限なし）
又は14時00分～23時00分 115人

16040- 5449211
22人 機械器具小売業（自動車，自転車を除く）

(1)9時45分～18時45分 910円～1,130円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)10時15分～19時15分 8人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
又は9時45分～19時15分 日額　500円まで 640人

16040- 5456811

18

品出し業務／接客及びレジ応対／
レジ応対及び品出し

不問 パート労働者
交替制あ
り

北信越ジョーシン株式会社　魚津
営業部

 魚津市 他
1人

富山県魚津市吉島９２８ 0765-22-1411 毎　週

17

ホールスタッフ【焼肉ひろ亭／黒
部市】

不問 パート労働者

株式会社　ピーノ　コーポレー
ション

 黒部市 他
2人

富山県黒部市三日市２５２３－１ 0765-33-5037 その他

16

日勤介護スタッフ（うちくる黒部
病院前）

59歳以下 パート労働者
交替制あ
り

株式会社　うちくる富山  黒部市 他
1人

富山県富山市西野新４７番 076-461-7765 毎　週

15

夜間介護スタッフ（黒部病院前） 59歳以下 パート労働者
変形
（1ヶ月

株式会社　うちくる富山  黒部市 他
1人

富山県富山市西野新４７番 076-461-7765 毎　週

14

販売員（アルバイト）＜黒部店＞ 不問 パート労働者

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

福井県坂井市丸岡町玄女１４－１ 0776-67-3400 その他

13

厨房・配膳係 不問 パート労働者
交替制あ
り

株式会社　ささや木  下新川郡入
善町

他
2人

富山県下新川郡入善町青島４０１
番地１

0765-32-3786 毎　週

12

事務補助 不問 パート労働者

株式会社　ビッグトウモロウ  魚津市 土日祝
1人

富山県魚津市吉島１２１番地の２ 0765-24-8490 毎　週

11

看護師・准看護師 不問 パート労働者

医療法人社団　孫喜会　藤が丘ク
リニック

 黒部市 日祝他
2人

富山県黒部市生地中区１０４－３ 0765-54-9888 その他

10

受付 不問 パート労働者

株式会社　新川リサイクルセン
ター

 黒部市 日
2人

富山県黒部市荒俣４８７－１ 0765-56-9850 その他

9

放課後児童補助員（資格なし）
【会計年度任用職員】

不問 パート労働者
交替制あ
り

魚津市役所  魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市釈迦堂１丁目１０－
１

0765-23-1020 毎　週

8

放課後児童支援員（資格あり）
【会計年度任用職員】

不問 パート労働者
交替制あ
り

魚津市役所  魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市釈迦堂１丁目１０－
１

0765-23-1020 毎　週

7

ホールスタッフ 18歳以上 パート労働者

ＲＩＧＯＬＥＴＴＯ  魚津市 火
2人

富山県魚津市上村木１－１１－６
２Ｆ

070-8449-
6932

毎　週

6

調理員【ケアホーム生地】高齢者
介護施設

不問 パート労働者
交替制あ
り

ケアスタジオ　株式会社  黒部市 他
1人

富山県高岡市関町６－２ 0766-54-6346 毎　週

5

清掃業務（富山労災病院）※午後 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 土日祝他
2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

3

接客 不問 パート労働者

八っ寸亭  魚津市 他
1人

富山県魚津市釈迦堂１－１５－１
５　Ｍ－２０００ＢＬＤ

0765-23-1788 その他

4

接客、清掃 不問 パート労働者
交替制あ
り

ファミリーマート魚津新角川店  魚津市 他
3人

富山県魚津市新角川二丁目５番３
号

0765-25-0067 毎　週
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職種 年齢・ 区分 交代制 従業員数 業種

区分 事業所名 就業場所 雇用期間 就業時間 休日 うち女性 加入保険

事業所所在地 電話番号 求人数 週休二日 企業全体 求人番号

【先週１週間　　１１月　１５日　～　１１月　１９日に受理】

賃金

通勤手当

賞与（前年度実績）

℡ ０７６５－２４－０３６５

（魚津公共職業安定所）◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。

◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。

◎ パートタイム求人の場合、賃金は時間給です。また、労働時間によって記載されている各種社会保険に加入できない場合があります。

◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。

その際はあしからずご了承ください。

5人 歯科診療所
950円～950円

雇用期間の定めなし 4人 労災
実費支給（上限なし）

又は8時30分～18時30分 5人
年2回（前年度実績）30,000円～100,000円 16040- 5457211

12人 老人福祉・介護事業
(1)10時00分～15時30分 880円～930円

雇用期間の定めなし 12人 労災
実費支給（上限あり）
月額　7,000円まで 70人
年2回（前年度実績）0円～150,000円 16040- 5431211

3人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

1,000円～1,000円
雇用期間の定めなし 3人 労災

実費支給（上限あり）
又は17時00分～0時00分 月額　4,000円まで 3人

16040- 5434011
0人 酒場，ビヤホール

(1)15時00分～20時00分 900円～1,300円
雇用期間の定めなし (2)18時00分～23時00分 0人 労災

(3)19時00分～23時00分 なし
0人

16040- 5435311
62人 老人福祉・介護事業

(1)8時30分～10時30分 1,250円～1,250円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)15時30分～17時30分 54人 労災

実費支給（上限あり）
月額　55,000円まで 196人
年2回（前年度実績）10,000円～10,000円 16040- 5445911

16人 機械器具小売業（自動車，自転車を除く）

(1)17時00分～20時00分 1,300円～1,300円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)18時00分～20時00分 7人 労災

なし
250人

16020-12927211

24

レジ業務【魚津店】 不問 パート労働者

株式会社ピューマ（オートバック
ス）

 魚津市 他
1人

富山県射水市戸破１６３７ 0766-57-8181 毎　週

23

運転手【デイサービスセンター】 不問 パート労働者

社会福祉法人緑寿会　特別養護老
人ホーム　越之湖

 黒部市 日他
1人

富山県黒部市堀切１００２ 0765-57-3511 毎　週

22

接客と調理補助 18歳以上 パート労働者
交替制あ
り

魚清  魚津市 他
2人

富山県魚津市駅前新町１０－３ 0765-24-7652 毎　週

21

フロア係 不問 パート労働者

四季料理　悠  魚津市 他
2人

富山県魚津市釈迦堂１丁目１５－
２０

0765-24-5980 毎　週

20

調理（魚津） 65歳以下 パート労働者

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
水木金土
日

1人
富山県魚津市吉島１１１８－１ 0765-24-0315 毎　週

19

歯科助手兼受付 59歳以下 パート労働者

加積野歯科医院  魚津市 土日祝他
1人

富山県魚津市吉島３８－１ 0765-22-1108 毎　週
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