
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

0人 歯科診療所
(1)11時00分～19時00分 220,000円～270,000円

雇用期間の定めなし 0人 雇用・労災・健康
実費支給（上限あり）
月額　15,000円まで 0人

16040- 6050211
0人 歯科診療所

(1)11時00分～19時00分 150,000円～200,000円
雇用期間の定めなし 0人 雇用・労災・健康

実費支給（上限あり）
月額　15,000円まで 0人

16040- 6051511
108人 金属加工機械製造業

(1)8時00分～16時45分 150,000円～165,000円
雇用期間の定めなし 44人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 108人
年2回（前年度実績） 16040- 6053011

44人 その他のはん用機械・同部分品製造業

(1)8時00分～17時00分 170,000円～190,000円
雇用期間の定めなし 19人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限なし） 厚生
44人

年2回（前年度実績）150,000円～300,000円 16040- 6042211
721人 病院

(1)7時30分～16時00分 144,840円～144,840円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)11時00分～19時30分 572人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 938人
年2回（前年度実績） 16040- 6043511

56人 農林水産業協同組合（他に分類されないもの）

(1)8時30分～17時00分 138,800円～192,200円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 21人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　25,000円まで 164人
年2回（前年度実績） 16040- 6044411

3人 その他の織物・衣服・身の回り品小売業

(1)9時00分～18時00分 180,000円～310,000円
雇用期間の定めなし (2)9時30分～18時30分 1人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり） 厚生
月額　40,000円まで 81人
年1回（前年度実績）0円～350,000円 16010-23602311

14人 とび・土工・コンクリート工事業

(1)8時00分～17時00分 156,700円～229,000円
雇用期間の定めなし 11人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　25,100円まで 748人
年3回（前年度実績） 16050- 6166211

18人 医薬品・化粧品小売業
(1)8時00分～21時30分 155,520円～190,500円

雇用期間の定めなし 9人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限なし） 厚生

13,065人
年2回（前年度実績） 23020-68427411

10人 酒場，ビヤホール
(1)15時00分～0時00分 208,300円～278,000円

雇用期間の定めなし (2)19時00分～1時00分 3人 雇用・労災・健康・厚生・財形

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

13170-19224611
16人 その他の専門サービス業

(1)22時00分～8時00分 167,000円～235,000円
雇用期間の定めなし (2)7時30分～16時30分 14人 雇用・労災・健康・厚生

(3)10時00分～19時00分 実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 26人
年2回（前年度実績） 16010-23523611

8人 歯科診療所
(1)8時30分～18時30分 200,000円～270,000円

雇用期間の定めなし (2)8時30分～18時00分 8人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 8人
年2回（前年度実績） 16040- 6033211

8人 歯科診療所
(1)8時30分～18時30分 180,000円～230,000円

雇用期間の定めなし (2)8時30分～18時00分 8人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 8人
年2回（前年度実績） 16040- 6034511

14人 土木工事業（舗装工事業を除く）

(1)8時00分～17時00分 150,000円～180,000円
雇用期間の定めなし 2人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限なし）
14人

年2回（前年度実績） 16040- 6035411
8人 障害者福祉事業

(1)8時00分～17時00分 260,000円～350,000円
雇用期間の定めなし 8人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 8人

16040- 6036011
180人 病院

(1)8時00分～17時00分 195,000円～266,400円
雇用期間の定めなし 135人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 180人
年2回（前年度実績） 16040- 6037311

1

歯科衛生士 40歳以下 正社員

山口歯科医院

2人
富山県魚津市上村木１－１１－８

 魚津市 他
2人

富山県魚津市上村木１－１１－８ 0765-22-1255 毎　週

賃金

通勤手当

賞与（前年度実績）

【先週１週間　　１２月　　１３日～　　１２月　　１７日に受理】

4

トラックドライバー 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　黒田精型

0765-22-1255 毎　週

3

事務 35歳以下 正社員

カナヤママシナリー　株式会社  黒部市 土日他

2

歯科助手 35歳以下 正社員

山口歯科医院  魚津市 他

1人
富山県黒部市三日市１１０８－１

 魚津市 日他
1人

富山県魚津市道坂４００ 0765-32-8006 その他

1人
富山県黒部市沓掛３２５９ 0765-52-0888 毎　週

7

メガネハウス／販売（魚津店） 59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社　メガネハウス

0765-54-2211 毎　週

6

技術職（農機具修理） 不問 正社員以外

黒部市農業協同組合  黒部市 土日祝他

5

ケア・アシスタント（看護補助） 不問 正社員以外
交替制あ
り

黒部市民病院  黒部市 他

1人
富山県砺波市栄町６－２７

 魚津市 他
1人

富山県富山市上飯野３８－１ 076-482-3685 その他

1人
富山県黒部市天神新２１０－１ 0765-54-2050 毎　週

10

正社員店舗スタッフ（山内農場
魚津スカイホテル店）

18歳～44歳 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社　モンテローザフーズ

0763-33-2311 その他

9

調剤薬局事務／（仮称）アイン薬
局　黒部市民病院店

59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社　アインファーマシーズ
中部支店

 黒部市 他

8

移動式クレーンオペレーター
（黒部）

59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

米原商事　株式会社  黒部市 日祝他

3人
富山県富山市水橋中村町２５１番
地１

 魚津市 他
1人

東京都武蔵野市中町１－１７－３
６．モンテローザ三鷹本社ビル

0422-36-6788 その他

3人
愛知県名古屋市中村区名駅４丁目
４番１０号 

052-581-7300 その他

13

歯科助手兼受付 59歳以下 正社員

医療法人社団　谷川歯科医院

076-479-9701 毎　週

12

歯科衛生士 59歳以下 正社員

医療法人社団　谷川歯科医院  魚津市 木日祝他

11

介護職社員（グループホーム春日
の郷）

59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

有限会社　北陸ケアサービス  下新川郡入
善町

他

1人
富山県下新川郡朝日町横水１０５

 魚津市 木日祝他
1人

富山県魚津市上村木１丁目１８－
２５

0765-24-3540 毎　週

1人
富山県魚津市上村木１丁目１８－
２５

0765-24-3540 毎　週

16

看護師・准看護師（デイサービ
ス）

69歳以下 正社員

医療法人社団　一志会　池田リハ
ビリテーション病院

0765-83-2722 毎　週

15

サービス管理責任者（障害福祉
サービス）

59歳以下 正社員

株式会社　シースリーぷらす  黒部市 土日祝

14

一般事務員 59歳以下 正社員

有限会社　稲垣重機  下新川郡朝
日町

土日他

 黒部市 日祝他
1人

富山県黒部市荻生８２１ 0765-54-5400 毎　週

1人
富山県黒部市荻生７１７５－３ 0765-57-2670 毎　週

℡ ０７６５－２４－０３６５

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

◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。

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

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

その際はあしからずご了承ください。
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その際はあしからずご了承ください。

2人 耕種農業
(1)8時00分～17時00分 160,000円～310,000円

雇用期間の定めなし 1人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 2人
年2回（前年度実績） 16040- 6041811

17人 基礎素材産業用機械製造業

(1)8時30分～17時20分 190,000円～260,000円
雇用期間の定めなし 2人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限なし）
480人

年2回（前年度実績） 26020-25541911
34人 警備業

(1)8時00分～17時00分 176,300円～199,950円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 0人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
又は8時00分～18時00分 月額　10,000円まで 66人

16010-23430211
2人 労働者派遣業

(1)9時00分～18時00分 184,920円～209,040円
雇用期間の定めなし 0人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 80人

16020-14163311
91人 金属加工機械製造業

(1)8時00分～17時00分 175,000円～200,000円
雇用期間の定めなし 10人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限なし）
93人

年2回（前年度実績） 16040- 6014111
76人 清涼飲料製造業

(1)8時45分～16時45分 160,000円～180,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)16時45分～0時45分 23人 雇用・労災・健康・厚生

(3)0時45分～8時45分 実費支給（上限あり）
月額　19,800円まで 83人

16040- 6016811
0人 一般土木建築工事業

(1)8時00分～17時00分 252,000円～378,000円
雇用期間の定めなし 0人 その他

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 0人

16040- 6017211
15人 自動車・同附属品製造業

(1)8時00分～17時00分 160,000円～170,000円
雇用期間の定めなし (2)20時00分～5時00分 0人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 47人
年2回（前年度実績） 16040- 6018511

17人 公認会計士事務所，税理士事務所

(1)9時00分～17時00分 140,000円～250,000円
雇用期間の定めなし 6人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限なし）
17人

年3回（前年度実績） 16040- 6020611
12人 病院

(1)8時00分～16時30分 156,750円～168,000円
雇用期間の定めなし (2)8時30分～17時00分 12人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　11,300円まで 12人
年2回（前年度実績） 16040- 6025211

18人 清涼飲料製造業
(1)8時30分～17時30分 190,000円～240,000円

雇用期間の定めなし (2)12時00分～21時00分 4人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　20,900円まで 18人

16040- 6026511
5人 書籍・文房具小売業

(1)8時30分～17時30分 179,000円～204,000円
雇用期間の定めなし 4人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　22,750円まで 574人
年2回（前年度実績） 16040- 6027411

48人 建設用・建築用金属製品製造業（製缶板金業を含む）

(1)8時20分～17時00分 187,500円～220,000円
雇用期間の定めなし (2)16時20分～1時00分 27人 雇用・労災・健康・厚生

(3)0時20分～9時00分 実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 48人
年2回（前年度実績） 16040- 6028011

48人 建設用・建築用金属製品製造業（製缶板金業を含む）

(1)8時20分～17時00分 143,000円～160,000円
雇用期間の定めなし 27人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 48人
年2回（前年度実績） 16040- 6029311

48人 建設用・建築用金属製品製造業（製缶板金業を含む）

(1)8時20分～17時00分 143,000円～160,000円
雇用期間の定めなし 27人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 48人
年2回（前年度実績） 16040- 6030111

1,150人 建設用・建築用金属製品製造業（製缶板金業を含む）

(1)8時20分～17時00分 182,047円～194,602円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)16時20分～1時00分 350人 雇用・労災・健康・厚生

(3)0時20分～9時00分 実費支給（上限あり）
月額　18,000円まで 12,900人

16040- 6031711

1人
富山県下新川郡入善町田中３１５
番地

19

交通誘導警備員 18歳以上 正社員以外
変形
（1ヶ月

サンユウセキュリティ　株式会社

0765-72-3347 なし

18

製造職 30歳以下 正社員

カンケンテクノ　株式会社  魚津市 日祝他

17

農業 59歳以下 正社員

蒼ファーム株式会社  下新川郡入
善町

日他

1人
富山県高岡市大坪町３丁目７－４
０　大坪ビル４Ｆ

魚津市　他 他
3人

富山県富山市天正寺１０８０ 076-420-7333 その他

2人
京都府長岡京市神足太田３０－２ 075-955-8823 毎　週

22

ペットボトル容器製造業 18歳以上 正社員以外
交替制あ
り

ニットービバレッジ　株式会社

0766-24-8413 毎　週

21

営業アシスタント 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　北陸精機  魚津市 日祝他

20

ホース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

株式会社　ステップ  黒部市 土日祝

2人
富山県魚津市大海寺野６５１－６

 下新川郡朝
日町

他
1人

富山県下新川郡朝日町平柳５００ 0765-82-1133 その他

1人
富山県魚津市道坂１０３ 0765-32-8231 その他

25

経理事務 44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

インテリジェントセンター株式会
社

0765-22-7516 その他

24

自動車鋳造部品の砂型製造 18歳以上 正社員
交替制あ
り

有限会社　新徳興業  下新川郡入
善町

土日他

23

土木・重機運転手 不問 正社員

紙谷興業  魚津市 日他

 魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市新金屋１丁目１２番
３８号 

0765-24-4565 その他

2人
富山県下新川郡入善町五十里２５
０

0765-74-0187 毎　週

27

製造業務 44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

黒部名水　株式会社

26

保育士 64歳以下 正社員
交替制あ
り

嶋田医院  下新川郡入
善町

土日祝他

1人
富山県下新川郡朝日町沼保９０９
－２（管理本部：下新川郡入善町

 黒部市 日他
3人

富山県黒部市荻生１１１８ 0765-54-5727 その他

1人
富山県下新川郡入善町高畠２６９ 0765-76-0121 毎　週

30

アルミ建材の部品付 59歳以下 正社員

有限会社　倉田建材

0765-74-8202 その他

29

アルミ建材の切断 59歳以下 正社員
交替制あ
り

有限会社　倉田建材  黒部市 土日他

28

一般事務 40歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　明文堂プランナー  下新川郡朝
日町

日祝他

3人
富山県黒部市若栗３７００－２０

 黒部市 土日他
2人

富山県黒部市若栗３７００－２０ 0765-57-2427 毎　週

2人
富山県黒部市若栗３７００－２０ 0765-57-2427 毎　週

0765-57-2427 毎　週

32

建材商品の製造及び関連業務 不問 正社員以外
交替制あ
り

ＹＫＫ　ＡＰ株式会社  黒部市 日他

31

アルミ建材の部品配膳 59歳以下 正社員

有限会社　倉田建材  黒部市 土日他

3人
富山県黒部市吉田２００ 0765-54-8571 その他
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（魚津公共職業安定所）◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。

◎ 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。

306人 プラスチック板・棒・管・継手・異形押出製品製造業

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

実費支給（上限あり）
月額　50,000円まで 336人
年3回（前年度実績） 16040- 5996311

306人 プラスチック板・棒・管・継手・異形押出製品製造業

(1)8時00分～17時00分 200,000円～240,000円
雇用期間の定めなし (2)16時45分～0時45分 90人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)0時30分～8時30分 実費支給（上限あり）
月額　50,000円まで 336人
年3回（前年度実績） 16040- 5997611

6人 職業紹介業
(1)8時30分～17時15分 150,000円～180,000円

雇用期間の定めなし 2人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限なし）

6人
年2回（前年度実績） 16040- 5998911

5人 建築工事業（木造建築工事業を除く）

(1)8時00分～17時00分 155,000円～250,000円
雇用期間の定めなし 2人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし）
15人

年2回（前年度実績）100,000円～200,000円 16040- 5999111
29人 建物サービス業

(1)16時30分～22時30分 200,000円～210,000円
雇用期間の定めなし (2)8時00分～15時00分 17人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 42人

16040- 6000511
19人 労働者派遣業

(1)8時00分～17時00分 192,000円～192,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)15時00分～0時00分 8人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　14,000円まで 105人

16040- 6001411
9人 老人福祉・介護事業

(1)8時30分～17時30分 180,000円～180,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 7人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 9人

16040- 6003311
9人 老人福祉・介護事業

(1)8時30分～17時30分 200,000円～200,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 7人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 9人

16040- 6004611
1人 自動車整備業

(1)8時00分～17時00分 160,000円～200,000円
雇用期間の定めなし 0人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 1人

16040- 6006111
11人 他に分類されない小売業

200,000円～250,000円
雇用期間の定めなし 6人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
又は0時00分～23時59分 月額　24,500円まで 64人

16040- 6010011
455人 その他のプラスチック製品製造業

(1)8時00分～17時00分 141,960円～145,080円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)16時40分～0時40分 162人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)0時30分～8時30分 実費支給（上限あり）
月額　25,000円まで 455人
年2回（前年度実績）0円～50,000円 16040- 6011311

129人 病院
(1)8時45分～17時30分 197,000円～272,000円

雇用期間の定めなし (2)17時00分～9時00分 104人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　16,400円まで 129人
年2回（前年度実績） 16040- 6012611

129人 病院
(1)8時45分～17時30分 177,000円～252,000円

雇用期間の定めなし (2)17時00分～9時00分 104人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　16,400円まで 129人
年2回（前年度実績） 16040- 6013911

10人 医薬品・化粧品小売業
(1)10時00分～19時00分 150,000円～170,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 9人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 98人
年2回（前年度実績） 17010-27133311

8人 歯科診療所
(1)8時30分～12時30分 1,300円～1,600円

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

16040- 6045011
36人 旅館，ホテル

(1)10時30分～14時00分 900円～1,000円
雇用期間の定めなし (2)16時30分～21時00分 14人 労災

なし
36人

16040- 6046311

2

配膳係 不問 パート労働者
交替制あ
り

株式会社　スカイホテル　スカイ
ホテル魚津

 魚津市 火他
2人

富山県魚津市駅前新町４－２ 0765-24-9333 毎　週

1

歯科衛生士 不問 パート労働者

医療法人社団　谷川歯科医院  魚津市 木日祝他
1人

富山県魚津市上村木１丁目１８－
２５

0765-24-3540 毎　週

33

調達・購買業務職 35歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　トヨックス

3人
富山県黒部市前沢４３７１

 黒部市 日祝他
1人

富山県黒部市前沢４３７１ 0765-52-3131 その他

36

清掃業務 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

宮崎建設　株式会社

0765-52-3131 その他

35

シルバー人材センター事業の事務
全般及び渉外業務

44歳以下 正社員

公益社団法人　入善町シルバー人
材センター

 下新川郡入
善町

土日祝他

34

ホース製造業務 35歳以下 正社員
交替制あ
り

株式会社　トヨックス  黒部市 日祝他

1人
富山県黒部市宇奈月温泉２２３

 黒部市 日他
1人

富山県黒部市犬山２９０ 0765-52-1768 その他

1人
富山県下新川郡入善町上野４０３
－２入善町老人福祉センター内

0765-74-2207 毎　週

39

介護職員【介護福祉士】 不問 正社員以外

Ｅｉｓａｃ株式会社

0765-62-1603 その他

38

ゴム製品の梱包、巻取り作業 18歳以上 有期雇用派遣労働者
変形（1
年単位）

株式会社アイティ興産  黒部市 日他

37

業務管理 18歳～59歳 正社員

北日本タスク　株式会社  黒部市 他

1人
富山県黒部市中新３１－３

 黒部市 土日祝他
2人

富山県黒部市中新３１－３ 0765-54-0388 毎　週

3人
富山県下新川郡入善町入膳７８３
２－１

0765-74-1136 その他

42

接客販売 不問 正社員
交替制あ
り

株式会社　ＴＥＣＴ

0765-54-0388 毎　週

41

自動車鈑金・塗装 69歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　金三津自動車  魚津市 日祝他

40

看護業務 不問 正社員以外

Ｅｉｓａｃ株式会社  黒部市 日祝他

1人
富山県下新川郡入善町青木５７７
７番地

 魚津市 他
1人

富山県魚津市慶野１４１－２ 0765-32-5661 毎　週

1人
富山県魚津市大光寺１６１２－１ 0765-22-3652 その他

45

准看護師 59歳以下 正社員
交替制あ
り

医療法人　深川病院

0765-72-0038 その他

44

正看護師 59歳以下 正社員
交替制あ
り

医療法人　深川病院  魚津市 他

43

交替検査（４班３交替勤務） 不問 正社員以外
交替制あ
り

シロウマサイエンス株式会社  下新川郡入
善町

他

 魚津市 他
2人

富山県魚津市東尾崎３４８４－１ 0765-31-6200 毎　週

3人
富山県魚津市東尾崎３４８４－１ 0765-31-6200 毎　週

076-256-5278 その他

46

調剤薬局での事務全般［入善町：
はまにし薬局］

不問 正社員以外
変形
（1ヶ月

株式会社　瑠璃光（瑠璃光薬局）  下新川郡入
善町

他
1人

石川県金沢市小立野１丁目２－７
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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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（魚津公共職業安定所）◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。
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◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。

その際はあしからずご了承ください。

36人 旅館，ホテル
880円～950円

雇用期間の定めなし 14人 労災
なし

又は8時00分～18時00分 36人
16040- 6047611

0人 歯科診療所
(1)14時00分～19時00分 1,000円～1,300円

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

16040- 6048911
0人 歯科診療所

(1)14時00分～19時00分 1,300円～1,800円
雇用期間の定めなし 0人 労災

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 0人

16040- 6049111
40人 その他の電気機械器具製造業

(1)8時15分～12時00分 950円～1,050円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)12時45分～17時00分 6人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
又は8時15分～17時00分 月額　30,000円まで 360人

16040- 6052411
11人 経済団体

(1)9時00分～15時30分 900円～950円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 8人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
月額　29,500円まで 11人

16040- 6032811
7人 その他の織物・衣服・身の回り品小売業

(1)9時45分～13時45分 1,100円～1,100円
雇用期間の定めなし (2)9時45分～19時15分 6人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)13時00分～19時15分 実費支給（上限なし）
23,355人

年2回（前年度実績） 16040- 6039911
10人 老人福祉・介護事業

1,200円～1,200円
雇用期間の定めなし 6人 雇用・労災・健康・厚生

一定額
又は9時00分～19時00分 日額　300円まで 123人

16010-23559711
4人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

(1)10時45分～16時30分 900円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 2人 労災

なし
5,536人

13110-21554211
2人

管理，補助的経済活動を行う事業所（９２その他の事業サービス業

(1)9時00分～15時00分 880円～950円
雇用期間の定めなし (2)9時00分～16時00分 2人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 2人
年3回（前年度実績）30,000円～100,000円 16040- 6019411

27人 児童福祉事業
1,000円～1,100円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 23人 労災
実費支給（上限あり）

又は8時00分～18時00分 月額　13,400円まで 27人
16040- 6002011

9人 老人福祉・介護事業
(1)9時00分～16時00分 900円～1,100円

雇用期間の定めなし 7人 雇用・労災
実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 9人

16040- 6005911
11人 他に分類されない小売業

(1)9時00分～15時00分 900円～940円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)15時00分～21時00分 6人 労災

(3)21時00分～2時00分 実費支給（上限あり）
月額　24,500円まで 64人

16040- 6009211
5人 化学製品卸売業

900円～1,100円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 1人 雇用・労災

なし
又は8時30分～17時00分 122人

16010-23371611

15

事務 不問 パート労働者

三谷産業イー・シー　株式会社
富山事業所

 魚津市 土日祝他
1人

富山県富山市牛島本町２丁目２－
２５

076-432-6195 毎　週

14

接客販売（魚津） 不問 パート労働者

株式会社　ＴＥＣＴ  魚津市 他
3人

富山県魚津市慶野１４１－２ 0765-32-5661 毎　週

13

介護職員 不問 パート労働者

Ｅｉｓａｃ株式会社  黒部市 日祝他
2人

富山県黒部市中新３１－３ 0765-54-0388 毎　週

12

保育補助 不問 パート労働者

社会福祉法人　本江児童福祉会
ほんごうこども園

 魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市本江１３９０－３ 0765-24-4600 その他

11

経理事務 不問 パート労働者

道下正志税理士事務所  魚津市 土日祝他
1人

富山県魚津市新金屋１－１２－３
８ 

0765-24-5222 毎　週

10

キッチンスタッフ／ダイナム入善
店

不問 パート労働者

株式会社　日本ヒュウマップ  下新川郡入
善町

他
2人

東京都荒川区西日暮里５－１５－
７　ダイナム綜合投資ビル５階

03-3802-8166 毎　週

9

日勤介護スタッフ（うちくる魚津
労災病院前）

59歳以下 パート労働者

株式会社　うちくる富山  魚津市 他
1人

富山県富山市西野新４７番 076-461-7765 毎　週

8

販売員 59歳以下 パート労働者
交替制あ
り

株式会社しまむら（アベイル魚津
店）

 魚津市 他
1人

富山県魚津市本江９８８番地 0765-23-5038 毎　週

7

事務補助 不問 パート労働者

入善町商工会  下新川郡入
善町

土日祝他
2人

富山県下新川郡入善町入膳５２３
２－５

0765-72-0163 毎　週

6

工場内作業員 不問 パート労働者

高槻電器工業株式会社　富山工場
（設備製作工場）

 魚津市 日祝他
3人

富山県魚津市小川寺４７０ 0765-31-7131 毎　週

5

歯科衛生士 40歳以下 パート労働者

山口歯科医院  魚津市 他
2人

富山県魚津市上村木１－１１－８ 0765-22-1255 毎　週

4

歯科助手 35歳以下 パート労働者

山口歯科医院  魚津市 他
2人

富山県魚津市上村木１－１１－８ 0765-22-1255 毎　週

3

事務及びフロント 不問 パート労働者

株式会社　スカイホテル　スカイ
ホテル魚津

 魚津市 他
2人

富山県魚津市駅前新町４－２ 0765-24-9333 毎　週

ID: @cwr7681m

県東部ハローワークのイベント情報を

ＬＩＮＥでまとめてお届けします !

ハローワーク魚津
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