
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

(1)9時30分～18時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)9時00分～17時30分 実費支給（上限なし） 4人 雇用・労災・健康・厚生

富山県富山市新庄本町三丁目３－ 076-451-2888 毎　週 16010-22731611

(1)9時30分～18時00分
雇用期間の定めなし (2)13時00分～20時15分 実費支給（上限あり） 7人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)9時30分～20時15分 月額　50,000円まで 拠出
富山県射水市戸破１６３７ 0766-57-8181 その他 年3回（前年度実績） 16020-13681011

(1)9時30分～18時00分
雇用期間の定めなし (2)13時00分～20時15分 実費支給（上限あり） 7人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)9時30分～20時15分 月額　50,000円まで 拠出
富山県射水市戸破１６３７ 0766-57-8181 その他 年3回（前年度実績） 16020-13682311

(1)9時30分～18時00分
雇用期間の定めなし (2)13時00分～20時15分 実費支給（上限あり） 7人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)9時30分～20時15分 月額　50,000円まで 拠出
富山県射水市戸破１６３７ 0766-57-8181 その他 年3回（前年度実績） 16020-13683611

(1)9時30分～18時00分
雇用期間の定めなし (2)13時00分～19時15分 実費支給（上限あり） 6人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)9時30分～19時15分 月額　50,000円まで 拠出
富山県射水市戸破１６３７ 0766-57-8181 その他 年3回（前年度実績） 16020-13687811

(1)9時30分～18時00分
雇用期間の定めなし (2)13時00分～19時15分 実費支給（上限あり） 6人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)9時30分～19時15分 月額　50,000円まで 拠出
富山県射水市戸破１６３７ 0766-57-8181 その他 年3回（前年度実績） 16020-13688211

(1)9時30分～18時00分
雇用期間の定めなし (2)13時00分～19時15分 実費支給（上限あり） 6人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)9時30分～19時15分 月額　50,000円まで 拠出
富山県射水市戸破１６３７ 0766-57-8181 その他 年3回（前年度実績） 16020-13689511

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)15時00分～0時00分 実費支給（上限あり） 128人 雇用・労災・健康・厚生

月額　15,000円まで
富山県黒部市岡３６２－１４ 0765-52-0001 その他 年2回（前年度実績）400,000円～500,000円 16040- 5909811

(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） 61人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　13,500円まで
富山県魚津市大光寺４５０ 0765-24-8822 その他 年2回（前年度実績） 16040- 5910411

(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- 5911011

(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- 5912311

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- 5913611

(1)8時30分～17時30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

富山県魚津市吉島２丁目５－１７ 0765-22-8648 その他 年2回（前年度実績） 16040- 5915111

(1)7時30分～15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

日額　400円まで
富山県下新川郡入善町入膳５１８ 0765-74-0246 毎　週 年2回（前年度実績）5,000円～50,000円 16040- 5917811

(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- 5924711

(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- 5925811

(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） 75人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　18,400円まで
富山県魚津市江口１７８４－１ 0765-22-3486 毎　週 年2回（前年度実績） 16040- 5926211

(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） 9人 雇用・労災・健康・厚生

月額　5,000円まで
富山県黒部市生地２６３ 0765-57-0835 毎　週 年2回（前年度実績） 16040- 5927511

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 一定額 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 又は21時00分～6時00分 その他 16040- 5928411

(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～18時00分 実費支給（上限あり） 7人 雇用・労災・健康・厚生

(3)10時30分～19時30分 月額　30,000円まで
石川県金沢市本町２－１１－７ 076-262-5900 その他 年2回（前年度実績）4,000円～200,000円 17010-26498111

8人 食堂，レストラン（専門
料理店を除く）

富士産業　株式会社  魚津市 他
1人 18,389人

20

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
154,800円～163,400円

19人 警備業

株式会社　トスネット北陸　魚津
営業所

 魚津市 日他
2人 292人

19

交通誘導警備員 18歳以上 正社員以外
変形

（1ヶ月
8,000円～8,000円

12人 建設用・建築用金属製品
製造業（製缶板金業を含

ナカジンラフター株式会社  黒部市 土日祝他
1人 14人

18

建材部品組立・検査 不問 正社員 142,353円～151,637円

110人 病院

医療法人社団　信和会（魚津神経
サナトリウム）

 魚津市 他
1人 147人

17

管理栄養士 64歳以下 正社員 203,000円～213,000円

42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

16

土木施工管理職 35歳以下 正社員 185,000円～340,000円

15

19人 建物サービス業

株式会社　新川ビルサービス  下新川郡入善
町

土日祝他
1人 150人

14

日常清掃作業【京セラ】（フルタ
イムパート）

64歳以下 正社員以外 126,630円～126,630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

介護職 不問 正社員以外
交替制あ

り
155,840円～176,000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

事務スタッフ 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

161,197円～161,197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
2人 303人

12

本部スタッフ（業務管理） 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

240,358円～256,934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

11

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

10

機械設計 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

200,000円～300,000円

81人 老人福祉・介護事業

社会福祉法人　新川老人福祉会  魚津市 他
1人 285人

9

看護職員 59歳以下 正社員
交替制あ

り
195,500円～219,680円

336人 ゴムベルト・ゴムホー
ス・工業用ゴム製品製造

北星ゴム工業株式会社  黒部市 日他
1人 433人

8

技術工（検査・梱包） 不問 正社員以外
交替制あ

り
150,000円～160,000円

15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）

 下新川郡入善
町

他
1人 250人

7

自動車検査員【入善店】 59歳以下 正社員
変形

（1ヶ月
256,920円～341,770円

15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）

 下新川郡入善
町

他
1人 250人

6

整備士【入善店】 59歳以下 正社員
変形

（1ヶ月
189,820円～257,720円

15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）

 下新川郡入善
町

他
1人 250人

5

ピットサービス【入善店】 59歳以下 正社員
変形

（1ヶ月
167,820円～237,720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 他
1人 250人

4

自動車検査員【魚津店】 59歳以下 正社員
変形

（1ヶ月
256,920円～341,770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 他
1人 250人

3

整備士【魚津店】 59歳以下 正社員
変形

（1ヶ月
189,820円～257,720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 他
1人 250人

2

ピットサービス【魚津店】 59歳以下 正社員
変形

（1ヶ月
167,820円～237,720円

18人 自動車小売業

ネッツトヨタ富山　株式会社  魚津市 日他
1人 269人

【先週１週間　１１月　２９日　～　１２月　３日に受理】

賃金

通勤手当

賞与（前年度実績）

1

車内清掃（魚津店） 不問 正社員以外 160,500円～160,500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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(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- 3505411

(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） 27010-59570511

(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） 27010-59574611

(1)8時30分～17時30分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限なし） 24人 雇用・労災・健康・厚生・財形

大阪府大阪市北区角田町８－１ 06-4709-8510 毎　週 27020-69240011

(1)8時30分～17時30分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限なし） 24人 雇用・労災・健康・厚生・財形

大阪府大阪市北区角田町８－１ 06-4709-8510 毎　週 27020-69253711

(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　18,500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） 15070-13248011

(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　18,500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） 15070-13251711

(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　18,500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） 15070-13254511

(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　18,500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） 15070-13257311

(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　38,250円まで
富山県富山市綾田町１丁目６番２ 076-441-5411 その他 年2回（前年度実績） 16010-22439211

(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） 8人 雇用・労災・健康・厚生

月額　100,000円まで 拠出
富山県富山市白銀町１番１号 076-421-1101 その他 年2回（前年度実績） 16010-22452111

(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） 0人 雇用・労災・健康・厚生

拠出
富山県富山市東田地方町１丁目６ 076-432-1161 その他 年2回（前年度実績） 16010-22497811

(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- 5837811

(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） 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- 5838211

(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） 24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- 5839511

(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） 24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- 5840311

(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　10,000円まで
富山県下新川郡朝日町下山新２ 0765-83-2140 その他 年2回（前年度実績）50,000円～300,000円 16040- 5841611

(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- 5844711

(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- 5845811

(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） 5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- 5848411

18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 61人

40

製缶工（見習い可） 64歳以下 正社員 176,400円～230,000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

39

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

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

38

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

19人 冠婚葬祭業

有限会社　高松葬祭  下新川郡朝日
町

他
2人 19人

37

お葬式スタッフ 59歳以下 正社員
変形

（1ヶ月
221,000円～275,000円

104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

36

機械設計業務 59歳以下 正社員
フレック

ス
200,000円～350,000円

104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

35

電気設計業務 59歳以下 正社員
フレック

ス
220,000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

34

送迎／介護補助業務 59歳以下 正社員
交替制あ

り
153,000円～165,000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

33

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

5人 医薬品・化粧品等卸売業

十全インターナショナル　株式会
社

 魚津市 日祝他
2人 14人

32

産業廃棄物の収集運搬や選別 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

200,000円～280,000円

24人 産業機械器具卸売業

株式会社　北陸電機商会  魚津市 日祝他
1人 261人

31

配送ドライバー（魚津支店） 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

150,000円～219,300円

5人 その他の設備工事業

北陸機材株式会社  黒部市 日祝他
1人 76人

30

土木工事技術者 30歳以下 正社員
変形（1
年単位）

182,500円～260,700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

29

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  下新川郡入善
町

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

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

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  下新川郡朝日
町

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

41人 他に分類されない事業
サービス業

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
2人 46,338人

25

（常派）電気設計（ソフト）技術
者

59歳以下 無期雇用派遣労働者 215,000円～325,000円

41人 他に分類されない事業
サービス業

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
2人 46,338人

24

（常派）生産技術者 59歳以下 無期雇用派遣労働者 215,000円～325,000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

23

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

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

22

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

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

21

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
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職種 年齢・ 区分 交代制 従業員数 業種

区分 事業所名 就業場所 雇用期間 就業時間 休日 うち女性 加入保険
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【先週１週間　１１月　２９日　～　１２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） 5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- 5849011

(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

富山県魚津市三ケ２２７ 0765-22-8611 毎　週 年2回（前年度実績） 16040- 5850911

(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） 79人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　55,000円まで
富山県黒部市若栗２１１１ 0765-54-0622 毎　週 年2回（前年度実績） 16040- 5851111

(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） 5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- 5852711

(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） 5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- 5853811

(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- 5854211

(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- 5855511

(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- 5856411

(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） 40人 雇用・労災・健康・厚生

月額　20,000円まで
富山県魚津市駅前新町９－１２ 0765-24-1055 その他 16040- 5859611

(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- 5860811

(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- 5861211

(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～200,000円 16040- 5862511

(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- 5863411

(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- 5864011

(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） 6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 0765-74-0246 毎　週 年2回（前年度実績）100,000円～250,000円 16040- 5866611

(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

日額　400円まで
富山県下新川郡入善町入膳５１８ 0765-74-0246 毎　週 年2回（前年度実績）5,000円～50,000円 16040- 5868111

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- 5883911

(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- 5884111

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- 5885711

(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
富山県黒部市植木３５２－３ 0765-52-5372 毎　週 年2回（前年度実績）60,000円～ 16040- 5898011

2人 労働者派遣業

株式会社　トータル物流イースト  黒部市 土日祝他
1人 12人

60

倉庫内でのピッキング、梱包、仕
分け作業

59歳以下 正社員 160,000円～200,000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

59

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

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

58

電気設備工事補助 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

150,000円～200,000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

57

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

18人 建物サービス業

株式会社　新川ビルサービス  下新川郡入善
町

土日祝他
1人 150人

56

日常清掃作業【サンリッツ入善工
場】（フルタイムパート）

64歳以下 正社員以外 140,983円～140,983円

19人 建物サービス業

株式会社　新川ビルサービス  下新川郡入善
町

土日祝他
1人 150人

55

出荷業務【京セラ】 59歳以下 正社員 185,000円～250,000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
1人 33人

54

汎用旋盤・ＮＣ旋盤（経験者） 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

180,000円～250,000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

53

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

19人 警備業

株式会社　トスネット北陸　魚津
営業所

 魚津市 他
3人 292人

52

交通誘導警備員 18歳～59歳 正社員
変形

（1ヶ月
172,000円～172,000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

51

ＮＣ機械オペレーター 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

185,262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

50

金型の設計 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

185,262円～339,129円

50人 水産食料品製造業

株式会社　河内屋  魚津市 日祝他
4人 50人

49

梱包・出荷作業 不問 正社員以外
変形（1
年単位）

159,600円～168,000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

48

ＮＣ機械オペレーター 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

185,262円～339,129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

47

金型の設計 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

185,262円～339,129円

0人 塗装工事業

ＫＳＫ  黒部市 日祝他
1人 0人

46

外壁工事工 不問 正社員 176,000円～440,000円

17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 61人

45

穴明け作業（見習い可） 64歳以下 正社員 151,200円～168,000円

17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 61人

44

旋盤工 64歳以下 正社員 168,000円～234,500円

95人 老人福祉・介護事業

社会福祉法人　緑寿会　特別養護
老人ホ－ム　越野荘

 黒部市 土日祝
1人 193人

43

生活相談員 59歳以下 正社員 187,408円～245,072円

11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 61人

42

事務員 44歳以下 正社員 147,000円～163,800円

17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 61人

41

溶断工（見習い可） 64歳以下 正社員 176,400円～230,000円
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【先週１週間　１１月　２９日　～　１２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- 5900211

(1)7時00分～16時00分
雇用期間の定めなし (2)9時00分～18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- 5901511

(1)6時30分～14時30分
雇用期間の定めなし (2)7時00分～17時00分 実費支給（上限あり） 6人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)9時00分～23時00分 月額　8,000円まで 厚生
富山県下新川郡入善町入膳７０５ 0765-72-1141 その他 年2回（前年度実績）50,000円～150,000円 16040- 5903011

(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　20,000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- 5904311

(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　20,000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- 5905611

(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- 5906911

(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） 95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５１８ 0765-74-0246 その他 年2回（前年度実績）200,000円～1,500,000円 16040- 5907111

(1)5時00分～14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） 7人 雇用・労災・健康・厚生

石川県金沢市西念３丁目１１番３ 076-222-9908 毎　週 17010-26217811

(1)5時00分～14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） 7人 雇用・労災・健康・厚生

月額　50,000円まで
石川県金沢市西念３丁目１１番３ 076-222-9908 毎　週 17010-26218211

(1)5時00分～14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（上限なし） 8人 雇用・労災・健康・厚生

石川県金沢市西念３丁目１１番３ 076-222-9908 毎　週 17010-26231111

(1)8時30分～17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） 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 23170-14355911

(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） 0人 雇用・労災・健康・厚生・財形

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） 28040-16497811

(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） 0人 雇用・労災・健康・厚生

新潟県新潟市中央区米山４丁目１ 025-240-7788 毎　週 年2回（前年度実績） 15010-37312611

(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） 0人 雇用・労災・健康・厚生

新潟県新潟市中央区米山４丁目１ 025-240-7788 毎　週 年2回（前年度実績） 15010-37320611

(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） 0人 雇用・労災・健康・厚生

新潟県新潟市中央区米山４丁目１ 025-240-7788 毎　週 年2回（前年度実績） 15010-37334511

(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） 0人 雇用・労災・健康・厚生

新潟県新潟市中央区米山４丁目１ 025-240-7788 毎　週 年2回（前年度実績） 15010-37345011

雇用期間の定めなし 実費支給（上限なし） 6,770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） 15020-14322711

(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 16010-22092711

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） 16010-22103911

(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） 2人 雇用・労災・健康・厚生

月額　13,000円まで
富山県富山市相生町４番８号 076-491-2092 その他 年2回（前年度実績） 16010-22203211

13人 他に分類されない小売業

有限会社中部防災 魚津市　他 日祝他
1人 13人

80

消防用設備の保守点検 44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

180,000円～260,000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

79

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
210,000円～300,000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

78

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

9,432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 9,432人

77

販売職（富山） 59歳以下 正社員
交替制あ

り
161,720円～235,510円

3人 その他の技術サービス業

株式会社　大藤エンジニアリング 魚津市　他 土日祝他
2人 24人

76

Ｗｅｂ系システム開発技術者（富
山県内）

59歳以下 正社員 186,000円～360,000円

3人 その他の技術サービス業

株式会社　大藤エンジニアリング 魚津市　他 土日祝他
2人 24人

75

スマホアプリ開発（富山県内） 59歳以下 正社員 186,000円～360,000円

3人 その他の技術サービス業

株式会社　大藤エンジニアリング 魚津市　他 土日祝他
2人 24人

74

ネットワーク、インフラ技術者
（富山県内）

59歳以下 正社員 186,000円～360,000円

3人 その他の技術サービス業

株式会社　大藤エンジニアリング 魚津市　他 土日祝他
2人 24人

73

組込系システムエンジニア　（富
山県内）

59歳以下 正社員 186,000円～360,000円

2人 建物サービス業

株式会社日本管財環境サービス  下新川郡入善
町

土日祝
1人 1,370人

72

施設運転作業員（富山県下新川
郡）

59歳以下 正社員 180,000円～260,000円

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

71

【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

8人 その他の飲食料品小売業

日清医療食品株式会社　近畿支店
北陸営業所

 黒部市 他
1人 49,852人

70

調理員（師）（越野荘） 不問 正社員以外
交替制あ

り
164,160円～172,800円

7人 その他の飲食料品小売業

日清医療食品株式会社　近畿支店
北陸営業所

 黒部市 他
1人 49,852人

69

調理員（師）（越之湖） 不問 正社員以外
交替制あ

り
155,520円～172,800円

7人 その他の飲食料品小売業

日清医療食品株式会社　近畿支店
北陸営業所

 黒部市 日他
1人 49,852人

68

調理師（越之湖） 59歳以下 正社員
交替制あ

り
165,210円～190,000円

150人 建物サービス業

株式会社　新川ビルサービス  下新川郡入善
町

他
1人 150人

67

現場管理 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

183,000円～280,000円

18人 板金・金物工事業

株式会社　経塚組  黒部市 日他
1人 18人

66

金属加工補助 59歳以下 正社員
変形

（1ヶ月
145,000円～180,000円

18人 板金・金物工事業

株式会社　経塚組  黒部市 日他
2人 18人

65

建築板金工 59歳以下 正社員
変形

（1ヶ月
180,000円～370,000円

18人 板金・金物工事業

株式会社　経塚組  黒部市 日他
1人 18人

64

施工管理（建築板金、建築塗装） 40歳以下 正社員
変形

（1ヶ月
180,000円～370,000円

18人 一般乗用旅客自動車運送
業

有限会社　入善タクシー  下新川郡入善
町

他
2人 18人

63

タクシードライバー 18歳～64歳 正社員
変形

（1ヶ月
172,300円～222,300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

62

調理師 59歳以下 正社員
交替制あ

り
175,000円～210,000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

61

積込作業員 59歳以下 正社員 151,200円～168,000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　１１月　２９日　～　１２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30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

富山県富山市東岩瀬町３１５番地 076-438-0870 その他 年2回（前年度実績） 16010-22306911

(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） 16010-22368511

(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） 16010-22382811

(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 16020-13334311

(1)8時30分～17時30分
雇用期間の定めなし (2)13時00分～15時00分 実費支給（上限あり） 53人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　100,000円まで 拠出
富山県魚津市吉島８２９ 0765-22-3477 毎　週 年2回（前年度実績） 16040- 5534111

(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- 5535711

(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- 5537211

(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- 5538511

(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- 5539411

(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- 5540611

(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- 5542111

(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- 5543711

(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４８番地 0765-24-5347 その他 年2回（前年度実績） 16040- 5545211

(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- 5546511

(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- 5547411

(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） 2人 雇用・労災・健康・厚生

月額　15,000円まで
富山県黒部市三日市３０９－２ 0765-52-0285 毎　週 年2回（前年度実績） 16040- 5548011

(1)8時00分～16時50分
雇用期間の定めなし (2)13時00分～21時50分 実費支給（上限あり） 61人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)21時45分～6時35分 月額　30,000円まで 給付
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） 16040- 5549311

(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- 5550111

(1)7時35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　7,000円まで 厚生
富山県魚津市東町４－１６ 0765-24-1122 その他 年2回（前年度実績）100,000円～300,000円 16040- 5551711

(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
富山県下新川郡朝日町沼保６８１ 0765-82-1383 その他 年3回（前年度実績）200,000円～800,000円 16040- 5553211

12人 一般土木建築工事業

株式会社　アラカワ  下新川郡朝日
町

日他
2人 12人

100

一般土木 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

230,000円～320,000円

11人 その他の道路貨物運送業

経田運輸　株式会社  魚津市 日祝他
1人 11人

99

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）

198,000円～220,000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

98

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

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
2人 406人

97

設備の保全業務 18歳～59歳 正社員
交替制あ

り
186,000円～266,000円

11人 一般産業用機械・装置製
造業

小林精機　株式会社  黒部市 土日祝他
1人 11人

96

電気・電子技術者 39歳以下 正社員 160,000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

95

生産オペレーター 18歳以上 正社員以外
交替制あ

り
191,678円～223,624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

94

施設管理 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

170,000円～220,000円

9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 9人

93

研削加工 不問 正社員
変形（1
年単位）

160,000円～270,000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

92

製造業務 40歳以下 正社員
変形（1
年単位）

152,500円～200,000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

91

看護師 59歳以下 正社員 190,000円～190,000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

90

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

89

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

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

88

介護職 59歳以下 正社員 154,100円～168,300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

87

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

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

86

農作業員 35歳以下 正社員 180,000円～220,000円

189人 電子応用装置製造業

株式会社　シキノハイテック  魚津市 日他
1人 357人

85

人事・総務の事務及び管理 59歳以下 正社員
フレック

ス
180,000円～450,000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

84

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

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

83

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

82

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

8人 各種食料品小売業

株式会社　マルチョウ神戸屋 魚津市　他 他
3人 159人

81

お惣菜調理・販売スタッフ（チー
フ候補）

40歳以下 正社員
変形

（1ヶ月
200,000円～240,000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　１１月　２９日　～　１２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- 5557311

(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- 5560711

(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- 5561811

(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- 5564411

(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- 5565011

(1)8時00分～16時30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　10,000円まで
富山県下新川郡朝日町藤塚４３０ 0765-82-1351 その他 年2回（前年度実績） 16040- 5569111

(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- 5572411

(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 年2回（前年度実績） 16040- 5573011

(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- 5574311

(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 16040- 5575611

(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- 5576911

(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 年2回（前年度実績） 16040- 5577111

(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- 5578711

(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 年2回（前年度実績） 16040- 5579811

(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- 5580411

(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- 5582311

(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- 5583611

(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- 5588211

(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- 5590311

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし (2)12時00分～21時00分 実費支給（上限なし） 16人 雇用・労災・健康・厚生

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 年2回（前年度実績） 16040- 5592911

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

120

施設管理スタッフ〈総合職〉 59歳以下 正社員
変形

（1ヶ月
220,000円～270,100円

36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

119

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

36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

118

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

36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

117

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

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

116

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

36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

115

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

30人 電気工事業

株式会社　中西電気  黒部市 日他
1人 88人

114

電気技術者 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

171,600円～264,000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

113

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

30人 電気工事業

株式会社　中西電気  黒部市 日他
1人 88人

112

電気工事士 不問 正社員以外
変形（1
年単位）

171,600円～264,000円

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
3人 179人

111

介護職員 61歳以下 正社員
交替制あ

り
162,400円～255,700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
1人 18人

110

機械設計 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

200,000円～300,000円

5人 鉄骨・鉄筋工事業

千代鉄筋  黒部市 日他
2人 5人

109

鉄筋工 35歳以下 正社員
変形

（1ヶ月
220,000円～330,000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

108

管理部門事務（人事・総務） 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

250,000円～350,000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

107

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

8人 一般廃棄物処理業

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 8人

106

可燃物・不燃物の収集運搬助手 59歳以下 正社員 185,000円～195,000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

105

製品の検査 44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

151,000円～161,500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

104

発送事務 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

151,000円～161,500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

103

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～214,874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

102

製造スタッフ 44歳以下 正社員
交替制あ

り
180,884円～191,384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

101

介護職 64歳以下 正社員 161,300円～170,200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　１１月　２９日　～　１２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 (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- 5594711

(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） 5人 雇用・労災・健康・厚生

月額　10,000円まで
富山県黒部市荻生５２５３－２ 0765-56-7531 その他 年3回（前年度実績） 16040- 5596211

(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- 5597511

(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- 5598411

(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- 5599011

(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- 5600811

(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） 5人 雇用・労災・健康・厚生

月額　10,000円まで
富山県黒部市荻生５２５３－２ 0765-56-7531 その他 年3回（前年度実績） 16040- 5602511

(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- 5603411

(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- 5607911

(1)5時30分～14時30分
雇用期間の定めなし (2)6時30分～15時30分 実費支給（上限あり） 21人 雇用・労災・健康・厚生

(3)13時00分～22時00分 月額　10,000円まで
富山県黒部市宇奈月温泉５３ 0765-62-1234 又は6時30分～18時30分の その他 16040- 5608111

(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５０７－１ 0765-58-1235 毎　週 年2回（前年度実績）200,000円～200,000円 16040- 5609711

(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- 5610511

(1)9時00分～19時00分
雇用期間の定めなし なし 1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- 5611411

(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- 5612011

(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- 5613311

(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- 5614611

(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- 5616111

(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- 5617711

(1)8時00分～16時45分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (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- 5618811

(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- 5619211

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

140

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

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
1人 105人

139

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

110人 旅館，ホテル

株式会社　金太郎温泉  魚津市 他
1人 110人

138

施設管理業務 不問 正社員以外 164,160円～172,800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

137

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

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

136

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

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

135

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

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

134

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

2人 理容業

ｅ・ｔ・ｆ　ＭＡＴＳＵＮＯ  黒部市 月他
1人 2人

133

理容師 不問 正社員
変形

（1ヶ月
170,000円～190,000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

132

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

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

131

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

50人 旅館，ホテル

株式会社　宇奈月延対寺荘  黒部市 他
1人 50人

130

フロント 59歳以下 正社員
交替制あ

り
220,000円～252,000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

129

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

22人 海面漁業

高峯定置網組合  魚津市 日祝他
3人 22人

128

漁師 18歳以上 正社員 160,000円～220,000円

5人 木造建築工事業

フォルムゼノマ株式会社  黒部市 日祝他
1人 5人

127

現場管理 44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

200,000円～250,000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

126

解体工事作業員 不問 正社員 200,000円～260,000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

125

解体工事運転手 不問 正社員 200,000円～260,000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

124

建築技術職 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

300,000円～400,000円

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

123

土木技術職 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

250,000円～350,000円

5人 木造建築工事業

フォルムゼノマ株式会社  黒部市 日祝他
1人 5人

122

設計補助・インテリアコーディ
ネーター

44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

170,000円～230,000円

13人 病院

嶋田医院  下新川郡入善
町

日祝他
1人 13人

121

看護師（正・准） 64歳以下 正社員
交替制あ

り
183,600円～229,500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　１１月　２９日　～　１２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)6時00分～15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　10,000円まで
富山県黒部市石田１１６８－１７ 0765-32-3321 その他 年1回（前年度実績）10,000円～100,000円 16040- 5621311

(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- 5622611

(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- 5624111

(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- 5626811

(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- 5629411

(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- 5630611

(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- 5631911

(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- 5632111

(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- 5633711

(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- 5635211

(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- 5636511

(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- 5637411

(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- 5638011

(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- 5641711

(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- 5642811

(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- 5646011

(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- 5647311

(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- 5649911

(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- 5650711

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

(3)0時00分～8時15分 月額　12,500円まで
富山県黒部市天神新８番地 0765-52-1111 その他 年2回（前年度実績）780,000円～1,680,000円 16040- 5651811

55人 非鉄金属素形材製造業

ＪＸ金属三日市リサイクル　株式
会社

 黒部市 他
1人 55人

160

現業職 44歳以下 正社員
変形

（1ヶ月
198,750円～360,050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

159

普通作業員 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

179,000円～300,000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
152,000円～190,000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

157

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

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

156

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

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

155

測量技術者 44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

160,000円～260,000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

154

介護職 18歳～64歳 正社員
交替制あ

り
152,000円～190,000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

153

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

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

152

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

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

151

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

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

150

運転手及び作業員 59歳以下 正社員 198,000円～270,000円

20人 労働者派遣業

株式会社アイティ興産  黒部市 日他
1人 105人

149

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

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

148

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

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

147

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

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

146

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

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

145

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 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

144

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

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

143

部品付 64歳以下 正社員 150,880円～213,200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

142

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

41人 パン・菓子製造業

株式会社　東京ブレッド  黒部市 日祝他
1人 50人

141

パン製造員【６：００～１５：０
０】

64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

180,000円～190,000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　１１月　２９日　～　１２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)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- 5652211

(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- 5653511

(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- 5655011

(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- 5659111

(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- 5661511

(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- 5663011

(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- 5664311

(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- 5665611

(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- 5668711

(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- 5669811

(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- 5670411

(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- 5671011

(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- 5674911

(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- 5675111

(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- 5676711

(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- 5677811

(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- 5678211

(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- 5680311

(1)9時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 49人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　50,000円まで
富山県魚津市北鬼江１－３－１７ 0765-22-0971 毎　週 年2回（前年度実績） 16040- 5683111

(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- 5684711

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

180

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

51人 生命保険業

富国生命保険相互会社　富山支社
魚津営業所

 魚津市 土日祝他
3人 13,468人

179

営業総合職 40歳以下 正社員 220,000円～400,000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

178

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

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

177

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

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

176

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

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

175

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

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

174

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

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

173

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

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

172

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

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

171

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

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

170

自動車整備 39歳以下 正社員
変形（1
年単位）

180,000円～220,000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

169

電子部品の組立 不問 有期雇用派遣労働者 176,000円～184,000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

168

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

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

167

建築施工管理【契約社員】 不問 正社員以外
変形（1
年単位）

280,000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

166

土木施工管理【契約社員】 不問 正社員以外
変形（1
年単位）

280,000円～357,000円

4人 左官工事業

能登左官工業所  黒部市 日他
1人 4人

165

左官工事 69歳以下 正社員
変形（1
年単位）

155,520円～324,000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

164

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

57人 洗濯業

有限会社　重松  魚津市 日他
2人 70人

163

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

51人 洗濯業

有限会社　重松  魚津市 日祝他
2人 70人

162

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

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

161

タクシードライバー 59歳以下 正社員
交替制あ

り
156,000円～173,000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　１１月　２９日　～　１２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） 3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沼保字江上 0765-83-1180 毎　週 年3回（前年度実績）10,000円～350,000円 16040- 5686211

(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- 5687511

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- 5688411

(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- 5692711

(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　50,000円まで
富山県下新川郡朝日町沼保字江上 0765-83-1180 毎　週 16040- 5695511

(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- 5700011

(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　50,000円まで
富山県下新川郡朝日町沼保字江上 0765-83-1180 毎　週 年3回（前年度実績）10,000円～350,000円 16040- 5701311

(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- 5704111

(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） 3人 雇用・労災・健康・厚生

富山県黒部市若栗２６３２番地の 0765-54-0117 その他 年2回（前年度実績）50,000円～400,000円 16040- 5709411

(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- 5711911

(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- 5712111

(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- 5713711

(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- 5714811

(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） 23人 雇用・労災・健康・厚生・財形

富山県下新川郡入善町下飯野２３ 0765-76-0023 毎　週 年2回（前年度実績） 16040- 5715211

(1)7時30分～16時00分
雇用期間の定めなし (2)15時30分～0時00分 実費支給（上限なし） 23人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)23時30分～8時00分
富山県下新川郡入善町下飯野２３ 0765-76-0023 その他 年2回（前年度実績） 16040- 5716511

(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） 10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- 5718011

(1)8時30分～17時20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　30,000円まで 拠出
富山県魚津市大海寺野１１８１ 0765-22-0939 その他 年2回（前年度実績） 16040- 5719311

(1)8時30分～17時20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　30,000円まで 拠出
富山県魚津市大海寺野１１８１ 0765-22-0939 その他 年2回（前年度実績） 16040- 5723211

(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） 38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- 5729911

(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- 5731811

20人 市町村機関

魚津市役所  魚津市 土日祝他
1人 400人

200

保健師 不問 正社員以外 165,900円～182,200円

38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 38人

199

看護師 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

208,400円～258,170円

27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　アイザック・ユー  魚津市 日祝
2人 56人

198

鋼製建具工事の施工管理業務 61歳以下 正社員 195,000円～275,000円

27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　アイザック・ユー  魚津市 日祝
2人 56人

197

住宅建材の営業 61歳以下 正社員 235,000円～275,000円

22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 22人

196

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

167人 その他の食料品製造業

株式会社ウーケ  下新川郡入善
町

他
4人 167人

195

工場内製品製造作業 59歳以下 正社員
交替制あ

り
199,000円～288,200円

167人 その他の食料品製造業

株式会社ウーケ  下新川郡入善
町

土日他
1人 167人

194

生産管理業務 59歳以下 正社員 201,000円～243,200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

193

鉄筋工 59歳以下 正社員
変形

（1ヶ月
220,000円～300,000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

192

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

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

191

製造（加工）職 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

195,000円～230,000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
1人 6人

190

通信作業員 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

200,000円～300,000円

9人 とび・土工・コンクリー
ト工事業

有限会社　山下重機建設  黒部市 日他
3人 9人

189

作業員・建設機械オペレーター・
移動式クレーンオペレーター

64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

189,000円～294,000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

188

建築板金 不問 正社員
変形（1
年単位）

176,000円～352,000円

28人 一般土木建築工事業

株式会社　深松組　北陸支店  下新川郡朝日
町

土日他
2人 155人

187

建築技術者 59歳以下 正社員 280,000円～380,000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

186

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

28人 一般土木建築工事業

株式会社　深松組　北陸支店  下新川郡朝日
町

土日他
2人 155人

185

土木作業員・重機オペレーター 不問 正社員以外 172,800円～302,400円

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

184

現場作業員 不問 正社員 184,000円～276,000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

183

ガソリンスタンド業務 不問 正社員
交替制あ

り
147,840円～151,200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

182

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

28人 一般土木建築工事業

株式会社　深松組　北陸支店  下新川郡朝日
町

土日他
2人 155人

181

土木技術者 59歳以下 正社員 280,000円～380,000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　１１月　２９日　～　１２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） 10人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　36,900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- 5732211

(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- 5735011

(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- 5736311

(1)8時30分～17時15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） 98人 雇用・労災・健康・厚生・財形

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- 5737611

(1)8時30分～17時15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） 98人 雇用・労災・健康・厚生・財形

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- 5738911

(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） 20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- 5740211

(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- 5742411

(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- 5749811

(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- 5750411

(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- 5752311

(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） 2人 雇用・労災・健康・厚生

月額　5,000円まで
富山県下新川郡入善町東狐８０２ 0765-74-9280 毎　週 年2回（前年度実績） 16040- 5753611

(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） 2人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　30,000円まで 拠出
富山県黒部市沓掛字道上割２００ 0765-54-1113 その他 年2回（前年度実績） 16040- 5754911

(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） 6人 雇用・労災・健康・厚生

月額　10,000円まで
富山県黒部市荻生５８８－１ 0765-52-5752 その他 年2回（前年度実績） 16040- 5755111

(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- 5756711

(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- 5757811

(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- 5758211

(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- 5759511

(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- 5760311

(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- 5761611

(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- 5763111

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

220

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

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

219

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

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

218

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

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

217

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

216

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

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

215

製造 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

183,000円～303,000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

214

サッシ取付・加工補助 35歳以下 正社員 178,200円～300,000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 他
1人 56人

213

トラック運転手（１０ｔ） 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

156,000円～164,400円

49人 一般貨物自動車運送業

トナミ運輸株式会社　黒部営業所  黒部市 日祝他
2人 4,962人

212

集配ドライバー 44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

240,000円～350,000円

8人 一般土木建築工事業

竹田建設株式会社  下新川郡入善
町

土日祝
1人 8人

211

建設の経理事務 64歳以下 正社員 170,000円～180,000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
6人 75人

210

組立作業（魚津工場） 40歳以下 正社員 175,000円～230,000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

209

運搬と鉄工作業 不問 正社員
変形（1
年単位）

200,100円～310,500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

208

倉庫管理（有資格者） 59歳以下 正社員 195,000円～225,000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
1人 75人

207

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

30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
7人 30人

206

組立・検査・包装 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

178,000円～193,000円

103人 病院

医療法人社団平成会　桜井病院  黒部市 日祝他
1人 103人

205

社会福祉士 59歳以下 正社員
変形

（1ヶ月
200,000円～220,000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

204

介護・看護助手 59歳以下 正社員
変形

（1ヶ月
153,000円～160,000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
5人 224人

203

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

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

202

事務職 35歳以下 正社員
変形（1
年単位）

192,000円～242,000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

他
2人 218人

201

大型運転手（長距離） 44歳以下 正社員
変形

（1ヶ月
253,248円～253,248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　１１月　２９日　～　１２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- 5767511

(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- 5768411

(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- 5769011

(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） 17人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　12,000円まで
富山県下新川郡朝日町月山８７ 0765-83-2682 その他 年2回（前年度実績） 16040- 5771111

(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- 5772711

(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） 17人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　12,000円まで
富山県下新川郡朝日町月山８７ 0765-83-2682 その他 年2回（前年度実績） 16040- 5773811

(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- 5774211

(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- 5775511

(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- 5776411

(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- 5777011

(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- 5780811

(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- 5781211

(1)16時50分～1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
富山県黒部市荒俣２０５番地 0765-56-8372 毎　週 年2回（前年度実績） 16040- 5782511

(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- 5783411

(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- 5784011

(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- 5785311

(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） 15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）200,000円～300,000円 16040- 5786611

(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- 5790511

(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- 5792011

(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- 5794611

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

240

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
2人 24人

239

工事現場の施工管理補助及び事務
作業

59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

200,000円～320,000円

721人 病院

黒部市民病院  黒部市 土日祝他
1人 938人

238

栄養業務 不問 正社員以外 177,072円～185,640円

15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
2人 34人

237

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

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

236

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

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

235

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

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

234

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

18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 34人

233

部品付（ＹＫＫＡＰ（株）荻生製
造所）

69歳以下 正社員 180,900円～201,000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

232

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 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

231

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

5人 塗装工事業

株式会社　和光塗装  魚津市 日他
1人 5人

230

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

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

229

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

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

228

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

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

227

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

70人 その他のはん用機械・同
部分品製造業

株式会社　渡辺功機  下新川郡朝日
町

日他
2人 70人

226

製缶加工作業員 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

165,000円～300,000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

225

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

70人 その他のはん用機械・同
部分品製造業

株式会社　渡辺功機  下新川郡朝日
町

日他
2人 70人

224

機械加工作業員 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

165,000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

223

土木作業員 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

186,000円～208,000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

222

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

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

221

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
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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　２９日　～　１２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- 5795911

(1)8時30分～17時30分
雇用期間の定めなし (2)9時00分～18時00分 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- 5796111

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし (2)8時00分～15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　15,000円まで
富山県魚津市上村木１丁目１４－ 0765-24-4380 その他 年2回（前年度実績） 16040- 5799211

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし (2)8時00分～15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　15,000円まで
富山県魚津市上村木１丁目１４－ 0765-24-4380 その他 年2回（前年度実績） 16040- 5800111

(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- 5802811

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし (2)8時00分～15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　15,000円まで
富山県魚津市上村木１丁目１４－ 0765-24-4380 その他 年2回（前年度実績） 16040- 5803211

(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- 5804511

(1)8時30分～17時00分
雇用期間の定めなし (2)8時00分～17時30分 実費支給（上限なし） 11人 雇用・労災・健康・厚生・財形

富山県魚津市川縁５－７ 0765-22-5522 その他 年2回（前年度実績） 16040- 5806011

(1)8時30分～17時00分
雇用期間の定めなし (2)8時00分～17時30分 実費支給（上限なし） 20人 雇用・労災・健康・厚生・財形

富山県魚津市川縁５－７ 0765-22-5522 その他 年2回（前年度実績） 16040- 5807311

(1)8時30分～18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） 9人 雇用・労災・健康・厚生

月額　10,000円まで
富山県魚津市北鬼江１－５－２５ 0765-25-0120 なし 年2回（前年度実績） 16040- 5808611

(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） 162人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　25,000円まで
富山県下新川郡入善町青木５７７ 0765-72-0038 その他 年2回（前年度実績） 16040- 5809911

(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） 162人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　25,000円まで
富山県下新川郡入善町青木５７７ 0765-72-0038 その他 年2回（前年度実績） 16040- 5810711

(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） 162人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　25,000円まで
富山県下新川郡入善町青木５７７ 0765-72-0038 その他 年2回（前年度実績） 16040- 5811811

(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） 162人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　25,000円まで
富山県下新川郡入善町青木５７７ 0765-72-0038 その他 年2回（前年度実績） 16040- 5813511

(1)8時00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

富山県下新川郡朝日町荒川１３４ 0765-82-1862 その他 年2回（前年度実績） 16040- 5815011

(1)8時00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

富山県下新川郡朝日町荒川１３４ 0765-82-1862 その他 年2回（前年度実績） 16040- 5817611

(1)8時30分～17時15分
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 実費支給（上限あり） 37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- 5819111

(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） 2人 雇用・労災・健康・厚生

月額　5,000円まで
富山県下新川郡入善町上野６７８ 0765-72-4121 その他 年2回（前年度実績）360,000円～420,000円 16040- 5821511

(1)15時00分～0時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限なし） 55人 雇用・労災・健康・厚生

富山県魚津市吉島３８６－１ 0765-24-1197 毎　週 年2回（前年度実績） 16040- 5829811

(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- 5830411

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

260

土木作業員 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

200,000円～300,000円

85人 建設用・建築用金属製品
製造業（製缶板金業を含

カトーインダストリー　株式会社  黒部市 土日祝他
2人 110人

259

製造業（製品梱包） 59歳以下 正社員 180,000円～200,000円

6人 自動車整備業

有限会社　上原自動車商会 下新川郡入善
町

日祝他
1人 6人

258

自動車整備士 不問 正社員
変形（1
年単位）

215,000円～235,000円

37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

257

保育士 不問 正社員以外 151,700円～168,900円

6人 一般土木建築工事業

有限会社　大建興業  下新川郡朝日
町

日祝他
2人 6人

256

土木作業員 不問 正社員 220,000円～264,000円

6人 一般土木建築工事業

有限会社　大建興業  下新川郡朝日
町

日祝他
1人 6人

255

土木施工管理技士 不問 正社員 264,000円～308,000円

455人 その他のプラスチック製
品製造業

シロウマサイエンス株式会社  下新川郡入善
町

日他
1人 455人

254

営業開発担当者 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

220,000円～250,000円

455人 その他のプラスチック製
品製造業

シロウマサイエンス株式会社  下新川郡入善
町

日他
1人 455人

253

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）

220,000円～250,000円

455人 その他のプラスチック製
品製造業

シロウマサイエンス株式会社  下新川郡入善
町

日他
1人 455人

252

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）

220,000円～250,000円

455人 その他のプラスチック製
品製造業

シロウマサイエンス株式会社  下新川郡入善
町

日他
1人 455人

251

機械設計技術者 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

220,000円～250,000円

9人 一般診療所

医療法人社団　ありそクリニック  魚津市 日祝他
1人 9人

250

看護師・准看護師 59歳以下 正社員 210,000円～280,000円

53人 建設用・建築用金属製品
製造業（製缶板金業を含

広浜建材　株式会社  魚津市 日祝他
1人 104人

249

ＣＡＤ、ＣＡＭオペレーター 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

210,000円～300,000円

36人 建設用・建築用金属製品
製造業（製缶板金業を含

広浜建材　株式会社  魚津市 日祝他
2人 104人

248

アルミサッシ製造作業 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

170,000円～250,000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

247

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

44人 電気工事業

木下通信工業　株式会社  魚津市 日祝他
2人 60人

246

運搬作業員 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

180,000円～240,000円

162人 病院

医療法人社団　ホスピィー  魚津市 他
1人 425人

245

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

44人 電気工事業

木下通信工業　株式会社  魚津市 日祝他
1人 60人

244

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）

180,000円～240,000円

44人 電気工事業

木下通信工業　株式会社  魚津市 日祝他
2人 60人

243

電気通信設備工事員 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

180,000円～240,000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

242

看護師（浦田クリニック） 59歳以下 正社員
変形

（1ヶ月
220,000円～300,000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

241

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
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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　２９日　～　１２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ヶ月未満） (2)16時40分～0時40分 実費支給（上限あり） 162人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)0時30分～8時30分 月額　25,000円まで
富山県下新川郡入善町青木５７７ 0765-72-0038 その他 年2回（前年度実績）0円～50,000円 16040- 5831011

(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） 162人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　25,000円まで
富山県下新川郡入善町青木５７７ 0765-72-0038 その他 年2回（前年度実績）0円～50,000円 16040- 5832311

(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- 5833611

(1)9時15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

月額　30,000円まで
富山県魚津市釈迦堂１－１２－１ 0765-24-9598 毎　週 年2回（前年度実績）0円～0円 16040- 5834911

(1)5時30分～14時30分
雇用期間の定めなし (2)9時00分～18時00分 実費支給（上限あり） 5人 雇用・労災・健康・厚生

(3)11時00分～20時00分 月額　24,000円まで
富山県黒部市天神新３５３－１ 0765-54-1000 その他 年2回（前年度実績）100,000円～200,000円 16040- 5835111

(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- 9027811

(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- 9083711

(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- 9114711

(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- 9115811

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- 3607211

(1)8時30分～17時15分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） なし 2人 雇用・労災・健康・厚生

愛知県名古屋市東区泉１－９－２ 052-959-3222 毎　週 23010-35232111

(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） 24010-13175511

(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 24010-13178311

(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） 28040-16461711

(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） 104人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　16,400円まで
富山県魚津市東尾崎３４８４－１ 0765-31-6200 毎　週 年2回（前年度実績） 16040- 5530011

(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（上限なし） 200人 雇用・公災・健康・厚生

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- 5533911

(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） 1,147人 雇用・労災・健康・厚生・財形

拠出
富山県黒部市吉田２００ 0765-54-8066 毎　週 年2回（前年度実績） 16040- 5519711

(1)7時00分～16時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)8時00分～17時00分 実費支給（上限あり） 44人 雇用・労災・健康・厚生

(3)10時00分～19時00分 月額　55,000円まで 厚生
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- 5520511

(1)8時00分～16時45分
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・健康・厚生

月額　18,000円まで
富山県黒部市荒俣１８８２番地１ 0765-56-9730 毎　週 16040- 5524611

(1)9時00分～18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） 3人 雇用・労災・健康・厚生

月額　25,000円まで
富山県黒部市宇奈月町下立２８２ 0765-65-0011 毎　週 年2回（前年度実績） 16040- 5526111

4人 水産食料品製造業

株式会社　食品企画Ｋｏｎｏ．  黒部市 他
1人 4人

280

ます寿司の製造・販売スタッフ 不問 正社員 180,000円～250,000円

5人 建物サービス業

黒部クリーンアンドグリーンサー
ビス　株式会社（ＹＫＫグルー

 黒部市 土日他
2人 85人

279

清掃作業 不問 正社員以外 163,094円～163,094円

58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
2人 179人

278

介護職員【夜勤あり】 不問 正社員以外
交替制あ

り
159,532円～243,440円

3,726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 土日他
5人 5,898人

277

【未経験歓迎】事務職（購買） 不問 正社員 170,000円～384,000円

400人 市町村機関

魚津市役所  魚津市 土日祝他
1人 400人

276

母子父子自立支援員 不問 正社員以外 160,100円～171,700円

129人 病院

医療法人　深川病院  魚津市 土日他
1人 129人

275

庶務（送迎・介護補助） 59歳以下 正社員
変形

（1ヶ月
155,000円～160,000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 1,370人

274

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

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

273

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
220,000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

272

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
201,000円～233,000円

9人 建設用・建築用金属製品
製造業（製缶板金業を含

文化シャッター株式会社　中部支
店

黒部市　他 土日祝他
2人 2,682人

271

建具取付工事士及び施工管理
【富山県内】

不問 正社員以外 231,000円～231,000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

270

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

269

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

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

268

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

267

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

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

266

富山魚津店店舗運営（調理、接
客）

18歳以上 正社員 176,498円～230,091円

24人 旅館，ホテル

株式会社　ホテルアクア黒部  黒部市 他
2人 24人

265

和・洋食調理 59歳以下 正社員
交替制あ

り
220,000円～350,000円

7人 生命保険業

アクサ生命保険株式会社　富山営
業支社　魚津分室

 魚津市 土日祝他
2人 7,829人

264

商工会議所共済・福祉制度推進ス
タッフ

64歳以下 正社員 180,000円～240,000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

263

土木技術者 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

200,000円～350,000円

455人 その他のプラスチック製
品製造業

シロウマサイエンス株式会社  下新川郡入善
町

日他
3人 455人

262

検査・組立作業 不問 正社員以外
変形（1
年単位）

151,424円～154,752円

455人 その他のプラスチック製
品製造業

シロウマサイエンス株式会社  下新川郡入善
町

他
3人 455人

261

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）

174,720円～177,840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　１１月　２９日　～　１２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） 3人 雇用・労災・健康・厚生

月額　10,000円まで
富山県魚津市吉島２－１－１ 0765-22-9207 毎　週 年1回（前年度実績） 16040- 5527711

(1)14時00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） 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 16010-22708911

(1)8時30分～14時15分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)8時30分～14時45分 実費支給（上限なし） 5人 雇用・労災

富山県高岡市下関町４－５　北陸 0766-26-6021 毎　週 16020-13650111

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・財形

月額　50,000円まで
富山県射水市戸破１６３７ 0766-57-8181 又は10時00分～20時00分 毎　週 16020-13684911

(1)10時00分～15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） 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 16020-13685111

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限あり） 6人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　50,000円まで
富山県射水市戸破１６３７ 0766-57-8181 又は10時00分～19時00分 毎　週 16020-13690311

(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- 5908711

(1)8時00分～15時00分
雇用期間の定めなし (2)12時00分～18時00分 なし 10人 労災

(3)18時00分～1時00分
富山県魚津市吉島１１００－１ 0765-24-2303 毎　週 年2回（前年度実績）16,500円～23,000円 16040- 5914911

(1)9時15分～15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） 27人 雇用・労災

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）10,000円～30,000円 16040- 5916711

(1)7時30分～11時30分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 6人 労災

日額　400円まで
富山県下新川郡入善町入膳５１８ 0765-74-0246 毎　週 年2回（前年度実績）5,000円～50,000円 16040- 5918211

(1)5時30分～14時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)8時30分～17時00分 実費支給（上限なし） 19人 雇用・労災・健康

富山県黒部市宇奈月町栃屋字広谷 0765-52-2604 毎　週 16040- 5921611

(1)8時30分～17時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 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- 9309711

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 27010-59569711

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 27010-59573311

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

(3)17時00分～20時30分
富山県高岡市中川一丁目６－３８ 0766-23-2256 又は6時00分～21時40分の その他 16020-13575411

(1)8時00分～14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） 11人 雇用・労災

月額　10,000円まで
富山県下新川郡朝日町下山新２ 0765-83-2140 又は8時00分～17時00分の 毎　週 年2回（前年度実績）20,000円～50,000円 16040- 5842911

(1)7時00分～15時30分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)8時00分～16時30分 実費支給（上限あり） 160人 雇用・労災・健康・厚生

(3)11時30分～20時00分 月額　10,000円まで
富山県下新川郡朝日町泊４７７ 0765-83-1160 毎　週 年2回（前年度実績） 16040- 5846211

(1)8時30分～17時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)7時30分～16時00分 実費支給（上限あり） 160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泊４７７ 0765-83-1160 毎　週 年2回（前年度実績） 16040- 5847511

雇用期間の定めなし 実費支給（上限なし） 6人 労災

富山県下新川郡入善町入膳５１８ 0765-74-0246 又は8時30分～15時00分の 毎　週 年2回（前年度実績）10,000円～60,000円 16040- 5865311

(1)8時00分～12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

日額　400円まで
富山県下新川郡入善町入膳５１８ 0765-74-0246 又は8時00分～17時00分の 毎　週 年2回（前年度実績）5,000円～50,000円 16040- 5867911

9人 建物サービス業

株式会社　美来  魚津市 他
1人 200人

281

現場管理スタッフ 44歳以下 正社員 180,000円～250,000円

1

清掃業務（新川文化ホール）＊午
後のみ

不問 パート労働者 877円～880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

2

調理補助スタッフ【青島保育園】 不問 パート労働者 880円～880円 5人 他に分類されない生活関
連サービス業

株式会社メフォス北陸事業部　富
山支店

 魚津市 土日祝他
1人 16,213人

3

ピットサービス【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 他
1人 250人

4

自動車検査員業務【魚津店】 不問 パート労働者 990円～1,010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 他
1人 250人

5

ピットサービス【オートバックス
入善店】

不問 パート労働者 930円～950円 15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）

 下新川郡入善
町

他
1人 250人

6

部品付・検査 64歳以下 パート労働者 890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

7

接客 18歳以上 パート労働者 930円～1,000円 15人 食堂，レストラン（専門
料理店を除く）

株式会社　ジョイフル　富山魚津
店

 魚津市 他
3人 17,000人

8

工場労務作業・工場間の運搬作業 不問 パート労働者 1,000円～1,500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

9

日常清掃作業【京セラ】 64歳以下 パート労働者 900円～900円 19人 建物サービス業

株式会社　新川ビルサービス  下新川郡入善
町

土日祝他
1人 150人

10

畜産業務全般（会計年度任用職
員）

不問 パート労働者
交替制あ

り
938円～1,172円 28人 畜産農業

くろべ牧場まきばの風  黒部市 他
1人 28人

11

事務スタッフ（黒部市民病院） 不問 パート労働者 1,000円～1,000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 土日祝
1人 270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

19人 冠婚葬祭業

有限会社　高松葬祭  下新川郡朝日
町

他
2人 19人

13

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

16

介護福祉士【会計年度任用職員】 不問 パート労働者
交替制あ

り
1,037円～1,037円 200人 病院

あさひ総合病院  下新川郡朝日
町

他
1人 400人

14

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 900円～1,000円 15人 その他の飲食店

三剛産業　株式会社  魚津市 他
2人 32人

15

セレモニースタッフ 不問 パート労働者 1,100円～1,500円

17

看護補助者【会計年度任用職員】 不問 パート労働者 1,037円～1,037円 200人 病院

あさひ総合病院  下新川郡朝日
町

土日祝他
1人 400人

18

日常清掃作業【マークホテル】 64歳以下 パート労働者 900円～900円 6人 建物サービス業

株式会社　新川ビルサービス  下新川郡入善
町

他
1人 150人

19

日常清掃作業（サンリッツ入善工
場）

64歳以下 パート労働者 900円～900円 18人 建物サービス業

株式会社　新川ビルサービス  下新川郡入善
町

土日祝他
1人 150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） 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- 5880011

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- 5881311

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- 5882611

(1)14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 労災

月額　10,000円まで
富山県黒部市植木３５２－３ 0765-52-5372 その他 16040- 5887211

(1)8時00分～12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　10,000円まで
富山県黒部市植木３５２－３ 0765-52-5372 その他 16040- 5889411

(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- 5899311

(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） 19人 雇用・労災・健康・厚生

月額　10,000円まで
富山県魚津市本江新町９－８ 0765-23-5980 毎　週 年2回（前年度実績）10,000円～40,000円 16040- 5902411

(1)17時00分～19時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限なし） 7人 労災

石川県金沢市西念３丁目１１番３ 076-222-9908 その他 17010-26220311

(1)9時00分～14時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限なし） 11人 労災

石川県金沢市西念３丁目１１番３ 076-222-9908 毎　週 17010-26223111

(1)9時00分～14時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限なし） 8人 雇用・労災

石川県金沢市西念３丁目１１番３ 076-222-9908 毎　週 17010-26227511

(1)5時00分～10時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限なし） 7人 雇用・労災

石川県金沢市西念３丁目１１番３ 076-222-9908 毎　週 17010-26234211

(1)12時45分～17時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)17時00分～20時00分 実費支給（上限あり） 37人 労災

月額　7,700円まで
福井県坂井市丸岡町玄女１４－１ 0776-67-3400 その他 18040- 6811411

(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　7,700円まで
福井県坂井市丸岡町玄女１４－１ 0776-67-3400 その他 18040- 6815911

(1)5時15分～8時15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 労災

月額　100,000円まで
愛知県小牧市大字三ツ渕惣作１３ 0120-789-635 毎　週 年2回（前年度実績）0円～50,000円 23170-14463211

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- 7951711

(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- 8107111

(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 16010-22189711

(1)9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（上限なし） 20人 雇用・労災・健康・厚生

富山県富山市堤町通り１－２－２ 076-423-7111 毎　週 16010-22206011

(1)9時00分～16時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限なし） 20人 労災

富山県富山市堤町通り１－２－２ 076-423-7111 毎　週 16010-22218911

(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 16010-22249011

20

販売・商品管理（黒部店） 不問 パート労働者 880円～880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

21

カフェスタッフ（新入善店） 不問 パート労働者 880円～880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

22

販売・商品管理（新入善店） 不問 パート労働者 880円～880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

23

倉庫内でのピッキング、梱包、仕
分け作業

不問 パート労働者 1,000円～1,250円 2人 労働者派遣業

株式会社　トータル物流イースト  黒部市 日他
1人 12人

24

倉庫内でのピッキング、梱包、仕
分け作業

不問 パート労働者 1,000円～1,250円 2人 労働者派遣業

株式会社　トータル物流イースト  黒部市 日他
1人 12人

25

調理補助 不問 パート労働者 900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

26

富山型デイサービスの介護職 不問 パート労働者 900円～1,000円 24人 老人福祉・介護事業

宗教法人　専正寺デイサービスま
ごころ

 魚津市 日他
1人 24人

27

洗浄（越之湖） 不問 パート労働者 877円～877円 7人 その他の飲食料品小売業

日清医療食品株式会社　近畿支店
北陸営業所

 黒部市 他
1人 49,852人

28

調理補助（あんどの里） 不問 パート労働者 900円～900円 11人 その他の飲食料品小売業

日清医療食品株式会社　近畿支店
北陸営業所

 魚津市 他
1人 49,852人

29

調理師、調理員（あんどの里） 不問 パート労働者 950円～950円 10人 その他の飲食料品小売業

日清医療食品株式会社　近畿支店
北陸営業所

 魚津市 他
1人 49,852人

30

調理補助（魚津緑ヶ丘病院） 不問 パート労働者 1,000円～1,200円 8人 その他の飲食料品小売業

日清医療食品株式会社　近畿支店
北陸営業所

 魚津市 他
1人 49,852人

31

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
945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
4人 11,740人

32

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

33

【急募】フィールド職（仕分け）
黒部営業所／黒部市

不問 パート労働者 1,050円～1,050円 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

34

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

35

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

36

清掃員（魚津緑ヶ丘病院） 不問 パート労働者 880円～880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

37

銀行内部事務全般（新川地区の支
店）

不問 パート労働者 1,150円～1,150円 31人 銀行（中央銀行を除く）

株式会社　北陸銀行  魚津市 土日祝他
2人 4,522人

38

銀行内部事務（新川地区の支店） 不問 パート労働者 890円～910円 31人 銀行（中央銀行を除く）

株式会社　北陸銀行  魚津市 土日祝他
2人 4,522人

39

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

16／21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　１１月　２９日　～　１２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～16時00分
雇用期間の定めなし (2)9時10分～16時00分 実費支給（上限なし） 8人 雇用・労災・健康・厚生

富山県富山市東岩瀬町３１５番地 076-438-0870 毎　週 年2回（前年度実績）10,000円～72,000円 16010-22297411

(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 16010-22299311

(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 16010-22300211

(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 16010-22302411

(1)9時00分～13時30分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)6時00分～13時30分 実費支給（上限あり） 7人 雇用・労災

(3)15時00分～19時30分 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 16010-22329011

(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 16010-22336411

(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 16010-22354611

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 16010-22379311

(1)9時00分～12時30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） 10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 16010-22406211

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 16020-13340411

(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 16020-13344911

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- 5536811

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- 5541911

(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- 5544811

(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- 5552811

(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 雇用・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- 5554511

(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 実費支給（上限あり） 2人 雇用・労災

日額　300円まで
富山県魚津市吉島１４５－２ 0765-22-8556 又は10時00分～17時00分 毎　週 16040- 5555411

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- 5562211

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- 5567611

(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- 5581011

40

販売スタッフ 59歳以下 パート労働者 880円～880円 12人 各種食料品小売業

株式会社　マルチョウ神戸屋 魚津市　他 土日祝他
3人 159人

41

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

42

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

43

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

44

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 880円～880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

45

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 880円～880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

46

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

47

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

48

清掃（特別養護老人ホーム有磯
苑）＃日曜休み

69歳以下 パート労働者
交替制あ

り
1,000円～1,000円 10人 建物サービス業

アルコット　株式会社  下新川郡朝日
町

日他
1人 1,850人

49

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

50

ホースの仕分作業（物流課：宇奈
月）【トヨックス】

不問 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

51

介護職 不問 パート労働者 900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

52

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

53

製造業務 不問 パート労働者 877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

54

箱詰作業 不問 パート労働者 880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
1人 4人

55

清掃スタッフ／黒部市 不問 パート労働者 880円～880円 2人 建物サービス業

株式会社　美来  黒部市 土日祝他
1人 200人

56

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
3人 4,000人

57

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

58

製品の検査 不問 パート労働者 900円～900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

59

レストランスタッフ 不問 パート労働者 1,000円～1,375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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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　２９日　～　１２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)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- 5584911

(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- 5585111

(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- 5587811

(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- 5589511

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- 5591611

(1)12時00分～20時00分
雇用期間の定めなし なし 2人 労災

富山県下新川郡入善町芦崎３８５ 0765-76-0567 毎　週 16040- 5593111

(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- 5595811

(1)13時00分～22時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)16時00分～22時00分 実費支給（上限あり） 21人 労災

月額　10,000円まで
富山県黒部市宇奈月温泉５３ 0765-62-1234 毎　週 16040- 5604011

(1)9時00分～14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） 21人 雇用・労災

月額　10,000円まで
富山県黒部市宇奈月温泉５３ 0765-62-1234 毎　週 16040- 5605311

(1)8時30分～13時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)18時00分～22時00分 実費支給（上限あり） 21人 雇用・労災

月額　10,000円まで
富山県黒部市宇奈月温泉５３ 0765-62-1234 その他 16040- 5606611

(1)11時00分～20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 労災

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- 5615911

(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- 5620011

(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- 5623911

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- 5627211

(1)6時30分～9時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)16時00分～19時30分 実費支給（上限あり） 6人 労災

月額　9,000円まで
富山県下新川郡入善町浦山新２２ 0765-78-1131 毎　週 16040- 5634811

(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- 5639311

(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- 5644511

(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- 5648611

(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- 5666911

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- 5672311

60

キッチン（補助） 不問 パート労働者 1,000円～1,375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

61

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

62

施設管理・清掃 不問 パート労働者 880円～1,225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

63

売店スタッフ 不問 パート労働者 1,000円～1,375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

64

工場内軽作業 不問 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
2人 30人

65

トラックの運転、荷物の積み下ろ
し【４ｔトラック】

不問 パート労働者 1,000円～1,000円 2人 鮮魚小売業

株式会社　井田水産  下新川郡入善
町

火土他
1人 2人

66

介護職員 18歳以上 パート労働者
変形

（1ヶ月
1,500円～1,500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

67

接客係 不問 パート労働者
交替制あ

り
1,000円～1,125円 50人 旅館，ホテル

株式会社　宇奈月延対寺荘  黒部市 他
2人 50人

68

客室清掃 不問 パート労働者 880円～950円 50人 旅館，ホテル

株式会社　宇奈月延対寺荘  黒部市 他
2人 50人

69

布団あげ・皿洗い・配膳接客 不問 パート労働者 880円～950円 50人 旅館，ホテル

株式会社　宇奈月延対寺荘  黒部市 他
2人 50人

70

壁画大浴場の清掃及び温泉施設の
管理・保守

不問 パート労働者 880円～900円 110人 旅館，ホテル

株式会社　金太郎温泉  魚津市
月火水木
金他

2人 110人

71

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

72

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

73

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

74

介助員（坊丸の家） 不問 パート労働者 880円～880円 8人 障害者福祉事業

社会福祉法人　新川むつみ園  魚津市 他
1人 120人

75

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
3人 3人

76

介護職 64歳以下 パート労働者
交替制あ

り
880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
2人 50人

77

介護職 64歳以下 パート労働者
交替制あ

り
880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

78

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

79

粉砕機オペレーター 不問 パート労働者 877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
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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　２９日　～　１２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～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- 5679511

雇用期間の定めなし 実費支給（上限なし） 16人 労災

富山県魚津市村木町１０－５ 0765-22-2042 又は2時00分～6時00分の その他 16040- 5682911

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- 5685811

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- 5689011

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- 5691111

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- 5693811

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- 5694211

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- 5696411

(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- 5697011

(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- 5699611

(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- 5702611

(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- 5706811

(1)9時15分～15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） 6人 雇用・労災

月額　25,000円まで
富山県黒部市若栗２６３６ 0765-54-5282 その他 年2回（前年度実績）10,000円～30,000円 16040- 5708511

(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- 5710611

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限あり） 10人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　25,000円まで
富山県魚津市大海寺野１１８１ 0765-22-0939 又は8時10分～17時20分の その他 年2回（前年度実績） 16040- 5721711

(1)16時00分～10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） 10人 雇用・労災・健康・厚生

月額　13,500円まで
富山県魚津市大光寺４５０ 0765-24-8822 毎　週 年2回（前年度実績） 16040- 5726011

(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- 5728611

(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（上限なし） 200人 雇用・公災・健康・厚生

富山県魚津市釈迦堂１丁目１０－ 0765-23-1020 その他 16040- 5730711

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限あり） 20人 労災
月額　3,000円まで

富山県下新川郡入善町上飯野２４ 0765-74-0373 又は9時00分～17時00分の 毎　週 16040- 5739111

(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） 20人 雇用・労災・健康・厚生

(3)8時30分～16時30分 月額　15,000円まで
富山県下新川郡入善町上飯野２４ 0765-74-0373 毎　週 年2回（前年度実績）20,000円～150,000円 16040- 5741511

80

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

81

新聞配達 18歳以上 パート労働者 880円～1,300円 34人 書籍・文房具小売業

有限会社　林新聞舗  魚津市 他
2人 34人

82

ガソリンスタンド業務 不問 パート労働者 877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

83

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

84

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 9,432人

85

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

86

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 9,432人

87

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
1人 4,699人

88

レジ作業 不問 パート労働者 877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 9,432人

89

レジ・品出し 不問 パート労働者 877円～957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

90

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

91

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

92

樹脂コネクタの目視検査・包装
（軽作業）

不問 パート労働者
変形（1
年単位）

910円～945円 10人 電子デバイス製造業

株式会社モジュールシステム  黒部市 日他
1人 10人

93

接客　調理補助 不問 パート労働者 900円～900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

94

アルミサッシの組立業務 不問 パート労働者
変形（1
年単位）

1,000円～1,200円 27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　アイザック・ユー  魚津市 日祝
1人 56人

95

介護職員【夜勤専門】 不問 パート労働者
変形

（1ヶ月
1,102円～1,162円 14人 老人福祉・介護事業

社会福祉法人　新川老人福祉会  魚津市 他
1人 285人

96

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

なかだ皮ふ科クリニック  魚津市 水日祝他
1人 4人

97

消費生活相談員 不問 パート労働者 983円～1,054円 400人 市町村機関

魚津市役所  魚津市
火木土日
祝他

1人 400人

98

清掃 不問 パート労働者 950円～950円 30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

土日祝他
2人 30人

99

洗浄・検査・包装 不問 パート労働者
変形（1
年単位）

950円～1,100円 30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
5人 30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　１１月　２９日　～　１２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～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） 79人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　30,000円まで
富山県黒部市若栗２１１１ 0765-54-0622 毎　週 16040- 5764711

(1)10時00分～14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） 79人 労災

月額　55,000円まで
富山県黒部市若栗２１１１ 0765-54-0622 毎　週 16040- 5766211

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- 5770911

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- 5778311

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- 5779611

(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- 5791411

(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

日額　1,264円まで
富山県魚津市石垣３８９ 0765-23-6366 毎　週 16040- 5797711

(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- 5801711

(1)9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） 162人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　25,000円まで
富山県下新川郡入善町青木５７７ 0765-72-0038 その他 年2回（前年度実績）0円～15,000円 16040- 5812211

(1)9時30分～15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） 162人 雇用・労災

月額　25,000円まで
富山県下新川郡入善町青木５７７ 0765-72-0038 その他 年2回（前年度実績）0円～10,000円 16040- 5814411

(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） 54人 雇用・労災

月額　55,000円まで
富山県黒部市堀切１００２ 0765-57-3511 毎　週 年2回（前年度実績）10,000円～10,000円 16040- 5816311

(1)9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（上限なし） 20人 雇用・公災

富山県魚津市新金屋１－１２－３ 0765-24-1370 毎　週 16040- 5818911

(1)8時45分～16時45分
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 実費支給（上限なし） 20人 雇用・公災

富山県魚津市新金屋１－１２－３ 0765-24-1370 毎　週 16040- 5820211

(1)8時45分～16時45分
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 実費支給（上限なし） 20人 雇用・公災

富山県魚津市新金屋１－１２－３ 0765-24-1370 毎　週 16040- 5822411

(1)8時45分～16時45分
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 実費支給（上限なし） 20人 雇用・公災

富山県魚津市新金屋１－１２－３ 0765-24-1370 毎　週 16040- 5823011

(1)8時30分～16時30分
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 実費支給（上限なし） 20人 雇用・公災

富山県魚津市新金屋１－１２－３ 0765-24-1370 毎　週 16040- 5824311

(1)9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（上限なし） 20人 雇用・公災

富山県魚津市新金屋１－１２－３ 0765-24-1370 毎　週 16040- 5825611

(1)9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（上限なし） 20人 公災

富山県魚津市新金屋１－１２－３ 0765-24-1370 毎　週 16040- 5826911

(1)9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（上限なし） 20人 雇用・公災

富山県魚津市新金屋１－１２－３ 0765-24-1370 毎　週 16040- 5827111

(1)9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（上限なし） 20人 公災

富山県魚津市新金屋１－１２－３ 0765-24-1370 毎　週 16040- 5828711

100

機能訓練指導員 不問 パート労働者 1,200円～1,200円 95人 老人福祉・介護事業

社会福祉法人　緑寿会　特別養護
老人ホ－ム　越野荘

 黒部市 他
1人 193人

101

歯科衛生士 不問 パート労働者 1,200円～1,200円 95人 老人福祉・介護事業

社会福祉法人　緑寿会　特別養護
老人ホ－ム　越野荘

 黒部市 土日祝
1人 193人

102

店員（魚津・滑川市内） 不問 パート労働者 880円～880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
1人 170人

103

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

104

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

105

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

106

介護予防スタッフ／介護福祉士
（スコール）

59歳以下 パート労働者 1,000円～1,200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

107

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

108

生産事務（庶務） 不問 パート労働者 880円～880円 455人 その他のプラスチック製
品製造業

シロウマサイエンス株式会社  下新川郡入善
町

日他
1人 455人

109

検査・組立作業 不問 パート労働者 880円～880円 455人 その他のプラスチック製
品製造業

シロウマサイエンス株式会社  下新川郡入善
町

日他
3人 455人

110

介護職【デイサービスセンター】 不問 パート労働者 1,030円～1,030円 62人 老人福祉・介護事業

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 196人

111

事務補助 不問 パート労働者 900円～900円 60人 行政機関

魚津税務署  魚津市 土日祝他
1人 55,980人

112

事務補助 不問 パート労働者 950円～950円 60人 行政機関

魚津税務署  魚津市 土日祝他
3人 55,980人

113

事務補助 不問 パート労働者 950円～950円 60人 行政機関

魚津税務署  魚津市 土日祝他
3人 55,980人

114

事務補助 不問 パート労働者 950円～950円 60人 行政機関

魚津税務署  魚津市 土日祝他
3人 55,980人

115

事務補助 不問 パート労働者 900円～900円 60人 行政機関

魚津税務署  魚津市 土日祝他
2人 55,980人

116

事務補助 不問 パート労働者 900円～900円 60人 行政機関

魚津税務署  魚津市 土日祝他
4人 55,980人

117

事務補助 不問 パート労働者 900円～900円 60人 行政機関

魚津税務署  魚津市 土日祝他
2人 55,980人

118

事務補助 不問 パート労働者 900円～900円 60人 行政機関

魚津税務署  魚津市 土日祝他
7人 55,980人

119

事務補助 不問 パート労働者 900円～900円 60人 行政機関

魚津税務署  魚津市 土日祝他
9人 55,980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　１１月　２９日　～　１２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～13時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)16時00分～20時00分 実費支給（上限あり） 5人 労災

日額　1,090円まで
富山県黒部市天神新３５３－１ 0765-54-1000 毎　週 16040- 5836711

(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- 9049611

(1)12時30分～21時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)18時00分～21時00分 なし 60人 労災

石川県野々市市稲荷２丁目１７６ 076-246-8711 その他 17080- 9116211

(1)12時30分～17時30分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)18時45分～21時00分 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- 9118411

(1)9時00分～14時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)10時00分～15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 39010-24211611

(1)7時30分～16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・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 毎　週 16010-22050711

(1)9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（上限なし） 20人 雇用・公災

富山県魚津市新金屋１－１２－３ 0765-24-1370 毎　週 16040- 5529211

(1)9時00分～13時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)12時00分～17時00分 実費支給（上限あり） 24人 労災

月額　10,000円まで
富山県黒部市石田９７８ 0765-56-7800 その他 16040- 5531311

(1)5時00分～10時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限なし） 8人 雇用・労災

石川県金沢市西念３丁目１１番３ 076-222-9908 毎　週 17010-25596711

雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 2人 労災
月額　3,000円まで

富山県魚津市三ケ７３９－１ 0765-22-5252 又は8時00分～12時00分の 毎　週 16040- 5521411

(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～12時30分 実費支給（上限あり） 0人 雇用・労災

(3)8時00分～13時00分 月額　18,000円まで
富山県黒部市荒俣１８８２番地１ 0765-56-9730 毎　週 16040- 5522011

(1)7時30分～12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） 3人 雇用・労災

月額　18,000円まで
富山県黒部市荒俣１８８２番地１ 0765-56-9730 毎　週 16040- 5523311

(1)17時00分～22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

月額　15,000円まで
富山県魚津市上村木２－３－３９ 0765-22-7411 その他 年2回（前年度実績） 16040- 5528811

24人

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
2人 270人

120

調理補助 不問 パート労働者
交替制あ

り
950円～950円 24人 旅館，ホテル

株式会社　ホテルアクア黒部  黒部市 他
2人

123

食器洗浄業務（黒部市民病院） 不問 パート労働者 1,000円～1,500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
2人 270人

121

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

122

手術室内環境整備（黒部市民病
院）

不問 パート労働者 950円～1,050円

124

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 1,000円～1,000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

125

清掃業務（新川文化ホール） 不問 パート労働者 877円～880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

170人

126

事務補助 不問 パート労働者 900円～900円 60人 行政機関

魚津税務署  魚津市 土日祝他
3人 55,980人

127

アイスクリーム製造ラインスタッ
フ

不問 パート労働者 880円～880円 49人 畜産食料品製造業

横山冷菓　株式会社  黒部市 日他
2人 49人

3人 建物サービス業

黒部クリーンアンドグリーンサー
ビス　株式会社（ＹＫＫグルー

 黒部市 土日祝他
1人 85人

128

調理補助（越野荘） 不問 パート労働者 900円～1,000円 8人 その他の飲食料品小売業

日清医療食品株式会社　近畿支店
北陸営業所

 黒部市 他
1人 49,852人

129

清掃員（黒部市） 不問 パート労働者 880円～880円 2人 洗濯業

株式会社　富山第一ドライクリー
ニング

 黒部市
月火水木
金祝

1人

132

レストラン夕食係 不問 パート労働者 1,100円～1,100円 33人 旅館，ホテル

ルートインジャパン株式会社
（ルートイン魚津）

 魚津市 日祝他
2人 15,600人

130

清掃作業 不問 パート労働者 901円～901円 0人 建物サービス業

黒部クリーンアンドグリーンサー
ビス　株式会社（ＹＫＫグルー

 黒部市 土日祝他
1人 85人

131

清掃作業 不問 パート労働者 901円～901円

基本コース

★日　程★

　１２月　１６日　（木） 　９：３０　～　１１：３０ 新川文化ホール　１０４会議室

演習コース

①求職活動の心構え・自己理解

②魅力的な履歴書・職務経歴書の作成（個人ワーク）

③応募書類送付時の留意点

④面接で好印象を与えるために（身だしなみ、お辞儀の方法など）

★日　程★

　１２月　１６日　（木） 　１４：００　～　１６：００ 新川文化ホール　１０４会議室

　　当日受講された方には、「受講証明書」をお渡しいたします。

　　　現在、就職活動中の皆様にとって、困りごとはありませんでしょうか？

　　　「就職支援セミナー」では、就職活動におけるさまざまな事柄について学ぶことができます。

　　　ぜひ参加して就職活動でのポイントを学んでいただき、就職を目指してください！

➣対象者：富山県内各ハローワークに求職登録されている雇用保険受給者等の方

➣この「就職支援セミナー」は、「求職活動実績」（１回カウント）に認められます。

➣参加費、テキスト代ともに無料です。

①就職活動の基本（応募、面接、就職までの流れ）

②富山県内の求人状況、企業の求める人材像について

③履歴書、職務経歴書作成の基本ルール

④面接の受け方（自己PR方法及び想定質問等）

就職支援セミナー
～就職活動を頑張る皆様を応援いたします！～

会 場

新川文化ホール

魚津市宮津１１０

℡　0765－23－1123

※当日お問い合せ：076－473－2824　（有）ステップアップ

会 場

お申し込み・お問い合わせは、ハローワーク職業相談の窓口まで

ハローワーク魚津 TEL ０７６５－２４－０３６５

主催：富山労働局・ハローワーク

新川まなびの森　天神山交流館

魚津市天神野新１４７－１

℡　0765－31－7001

※新型コロナウイルス感染防止のため、

セミナーを中止する場合があることを、

あらかじめご了承願います。
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