
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 旅館，ホテル
(1)5時00分～14時00分 300,000円～400,000円

雇用期間の定めなし (2)14時00分～23時00分 0人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限なし）

又は5時00分～23時00分 15,000人
年2回（前年度実績） 13040- 7482321

120人 鮮魚小売業
(1)7時00分～15時30分 270,000円～270,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 60人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 120人

16010- 1400121
7人 産業機械器具卸売業

(1)8時30分～18時30分 201,000円～273,200円
雇用期間の定めなし (2)8時30分～17時00分 1人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限なし）
43人

年2回（前年度実績） 16010- 1446821
2人 労働者派遣業

(1)8時00分～17時00分 155,396円～155,396円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 2人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 550人

16010- 1463221
44人 電気工事業

(1)8時00分～17時00分 147,000円～180,000円
雇用期間の定めなし (2)8時00分～15時00分 3人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　15,000円まで 60人
年2回（前年度実績） 16040-  399021

7人 スポーツ施設提供業
(1)8時00分～17時00分 220,000円～250,000円

雇用期間の定めなし 4人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）

又は13時00分～22時00分 月額　15,000円まで 7人
16040-  401621

55人 警備業
(1)8時00分～17時00分 181,440円～201,600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）

303人
16040-  404021

32人 その他のはん用機械・同部分品製造業

(1)8時00分～17時00分 180,000円～260,000円
雇用期間の定めなし 11人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　30,000円まで 33人
年2回（前年度実績） 16040-  408521

98人 病院
(1)8時30分～17時30分 220,000円～300,000円

雇用期間の定めなし 69人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　31,600円まで 425人
年2回（前年度実績） 16040-  409421

4人 医薬品・化粧品小売業
(1)9時00分～18時00分 150,000円～200,000円

雇用期間の定めなし (2)9時00分～13時00分 4人 雇用・労災・健康・厚生
(3)9時00分～14時00分 実費支給（上限あり）

月額　15,000円まで 8人
年2回（前年度実績） 16040-  410921

13人 一般貨物自動車運送業
(1)8時00分～17時00分 190,000円～300,000円

雇用期間の定めなし (2)8時30分～17時00分 3人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 16人
年2回（前年度実績） 16040-  411121

13人 製材業，木製品製造業
(1)7時40分～17時00分 250,000円～350,000円

雇用期間の定めなし 3人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 18人
年2回（前年度実績）150,000円～500,000円 16040-  412021

13人 製材業，木製品製造業
(1)7時40分～17時00分 257,900円～504,600円

雇用期間の定めなし 3人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　18,500円まで 18人
年2回（前年度実績）100,000円～450,000円 16040-  413721

3人 不動産代理業・仲介業
(1)9時30分～18時30分 220,000円～220,000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　40,000円まで 1,654人
年2回（前年度実績）0円～ 13040- 6445821

8人 産業機械器具卸売業
(1)8時20分～17時30分 250,000円～350,000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） 拠出
月額　20,000円まで 138人
年3回（前年度実績） 15030-  573221

11人 建築材料卸売業
(1)8時20分～17時30分 160,000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（上限あり） 拠出
月額　20,000円まで 67人
年3回（前年度実績） 15030-  574521

14

ルームアドバイザー職／魚津店 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

大東建託リーシング　株式会社  魚津市 他

 魚津市 日祝他
1人

新潟県上越市上中田１１７８番地 025-525-8181 毎　週

1人
新潟県上越市上中田１１７８番地 025-525-8181 その他

変形（1
年単位）

宇奈月通運株式会社  黒部市 日他

1人
東京都港区港南２－１６－１

 下新川郡入
善町

土日
1人

富山県下新川郡入善町入膳４５５
－１

0765-72-1011 毎　週

1人
富山県下新川郡入善町入膳４５５
－１

0765-72-1011 毎　週

16

一般事務（魚津営業所） 40歳以下 正社員

株式会社エム・エー・シー

03-6718-9241 その他

15

配達兼ルートセールス員（魚津） 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　エム・エー・シー　テ
クノロジー

 魚津市 日祝他

2人
富山県黒部市宇奈月温泉３８３－
１

 黒部市 日祝他
1人

富山県黒部市堀高６０－１ 0765-57-2677 その他

1人
富山県魚津市石垣３８９ 0765-23-6366 その他

13

現場監督 59歳以下 正社員

株式会社　米澤製材所

0765-62-1026 その他

12

建築士 59歳以下 正社員

株式会社　米澤製材所  下新川郡入
善町

土日他

11

荷役業務 64歳以下 正社員

10

医療事務員 不問 正社員

有限会社　すこやか

0765-72-4344 その他

9

保健師（浦田クリニック） 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

医療法人社団　ホスピィー  魚津市 日祝他

8

自動化装置の電気配線作業 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　山口技研  下新川郡入
善町

日他

44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

木下通信工業　株式会社  魚津市 日祝他

1人
富山県下新川郡入善町道古１８３

 魚津市　他 他
3人

富山県魚津市吉島２丁目５－１７ 0765-22-8648 その他

1人
富山県黒部市田家新１５７１－１ 0765-52-0234 なし

 魚津市　他 他

2人
富山県魚津市上村木１丁目１４－
１１

 黒部市 日他
1人

富山県富山市本町３番２５号　富
山本町ビル３Ｆ

076-443-9010 毎　週

1人
富山県富山市針原中町５０３番地 076-451-8001 その他

7

警備員（交通誘導、駐車場スタッ
フ）

18歳～64歳 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　パトロード富山　新川
支社

0765-24-4380 その他

6

フロアマネージャー 59歳以下 正社員
交替制あ
り

デイズゴルフ株式会社  黒部市 他

5

一般事務

 黒部市 他
3人

東京都品川区大井１丁目３５－３ 03-3777-5650 その他

【先週１週間　　１月　１１日　～　１月　１４日に受理】

賃金

通勤手当

賞与（前年度実績）

4

鶏卵食品加工（卵の検査・梱包） 不問 有期雇用派遣労働者

株式会社　グレート　富山支店

076-432-8172 その他

3

ルート営業職（入善営業所） 33歳以下 正社員
変形（1
年単位）

山崎機工　株式会社  下新川郡入
善町

日他

2

鮮魚調理・販売 不問 正社員以外
変形（1
年単位）

株式会社鮮魚河瀬

1

調理人スタッフ（宇奈月） 18歳～64歳 正社員
変形（1
年単位）

ルートインジャパン　株式会社
東京本部

3人
富山県富山市柳町１丁目２番１０
号

℡ 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　　１月　１１日　～　１月　１４日に受理】

賃金

通勤手当

賞与（前年度実績）

℡ ０７６５－２４－０３６５

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

◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。

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

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

その際はあしからずご了承ください。

9人 建物サービス業
(1)8時30分～17時30分 165,000円～200,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)13時00分～22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 520人

16010- 1350221
2人 労働者派遣業

(1)8時00分～17時00分 194,206円～219,537円
雇用期間の定めなし (2)16時45分～0時45分 0人 雇用・労災・健康・厚生

(3)0時30分～8時30分 実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 80人

16020-  750021
21人 その他の専門サービス業

(1)8時15分～17時00分 152,520円～167,300円
雇用期間の定めなし (2)8時00分～17時00分 21人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　50,000円まで 88,000人
年2回（前年度実績） 16020-  787521

15人 一般土木建築工事業
(1)8時00分～17時00分 270,000円～380,000円

雇用期間の定めなし 3人 雇用・労災・健康・厚生
一定額
月額　5,000円まで 15人
年2回（前年度実績） 16040-  376221

15人 一般土木建築工事業
(1)8時00分～17時00分 220,000円～350,000円

雇用期間の定めなし 3人 雇用・労災・健康・厚生
一定額
月額　5,000円まで 15人
年2回（前年度実績） 16040-  377521

15人 建物サービス業
(1)6時00分～15時00分 180,000円～250,000円

雇用期間の定めなし (2)9時30分～18時30分 14人 雇用・労災・健康・厚生
(3)10時00分～19時00分 実費支給（上限あり）

月額　10,000円まで 17人
年2回（前年度実績） 16040-  378421

5人 土木工事業（舗装工事業を除く）

(1)8時00分～17時00分 250,000円～450,000円
雇用期間の定めなし 3人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　15,000円まで 7人
年2回（前年度実績） 16040-  380121

5人 土木工事業（舗装工事業を除く）

(1)8時00分～17時00分 200,000円～350,000円
雇用期間の定めなし 3人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　15,000円まで 7人
年2回（前年度実績） 16040-  381021

42人 一般土木建築工事業
(1)8時00分～17時00分 205,000円～371,000円

雇用期間の定めなし 4人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限なし） 拠出

42人
年3回（前年度実績） 16040-  382721

22人 一般土木建築工事業
(1)8時15分～17時15分 170,000円～250,000円

雇用期間の定めなし 3人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 22人
年2回（前年度実績） 16040-  385521

365人 自動車・同附属品製造業
(1)8時00分～16時50分 190,738円～222,528円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)21時00分～5時50分 48人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　30,000円まで 365人

16040-  387321
365人 自動車・同附属品製造業

(1)8時00分～16時50分 190,738円～222,528円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)21時00分～5時50分 48人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　30,000円まで 365人

16040-  388621
16人 自動車・同附属品製造業

(1)8時00分～17時00分 163,800円～179,880円
雇用期間の定めなし 3人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　5,000円まで 16人
年2回（前年度実績） 16040-  389921

365人 自動車・同附属品製造業
(1)8時00分～16時50分 190,738円～222,528円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)21時00分～5時50分 48人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　30,000円まで 365人

16040-  390721
365人 自動車・同附属品製造業

(1)8時00分～17時00分 194,880円～227,360円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 48人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　30,000円まで 365人

16040-  391821
9人 他に分類されない小売業

(1)8時30分～18時00分 170,000円～320,000円
雇用期間の定めなし (2)8時30分～17時30分 3人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり） 厚生
月額　20,000円まで 11人
年2回（前年度実績） 16040-  393521

1人
富山県下新川郡入善町入膳３４３
６－４

0765-72-3007 その他

28

金型製作

有限会社　上田商事  下新川郡入
善町

土日他

 下新川郡入
善町

土日他
1人

富山県下新川郡入善町福島６１５
番地

0765-72-5511 毎　週

1人
富山県下新川郡入善町福島６１５
番地

0765-72-5511 毎　週

32

ルート営業 40歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　イリス  下新川郡入
善町

日祝他

2人
富山県下新川郡入善町入膳２９３

31

技術系スタッフ 不問 正社員以外

アイシン・メタルテック　株式会
社

0765-72-0272 毎　週

30

検査・測定 不問 正社員以外
交替制あ
り

アイシン・メタルテック　株式会
社

 下新川郡入
善町

土日他

29

研削工 64歳以下 正社員

不問 正社員以外
交替制あ
り

アイシン・メタルテック　株式会
社

0765-57-2510 その他

27

マシンオペレーター 不問 正社員以外
交替制あ
り

アイシン・メタルテック　株式会
社

 下新川郡入
善町

土日他

26

一般事務 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　新川マリン  黒部市 日祝他

 下新川郡入
善町

土日他
1人

富山県下新川郡入善町福島６１５
番地

0765-72-5511 毎　週

2人
富山県下新川郡入善町福島６１５
番地

0765-72-5511 毎　週

23

現場管理技術者 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

有限会社　北陸緑化  魚津市 日祝他

1人
富山県黒部市荻生２５３８

 魚津市 水木他
1人

富山県魚津市港町７－８ 0765-22-0016 毎　週

1人
富山県魚津市釈迦堂１－１３－１ 0765-22-3192 その他

変形（1
年単位）

松倉建設　株式会社  黒部市 日祝他

1人
富山県魚津市釈迦堂１－１３－１

 魚津市 他
1人

富山県魚津市新金屋１－１２－３
８　インテリジェントセンタービ

0765-22-0266 その他

2人
富山県黒部市前沢６６５ 0765-54-0777 その他

25

住宅リフォームの営業職 59歳以下 正社員

株式会社　関口組

0765-22-3192 その他

24

現場監督（見習い） 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

有限会社　北陸緑化  魚津市 日祝他

2人
富山県黒部市前沢６６５

 魚津市 土日祝他
2人

富山県高岡市あわら町１－１　高
岡市農協会館６Ｆ

0766-29-2887 毎　週

1人
富山県高岡市大坪町３丁目７－４
０　大坪ビル４Ｆ

0766-24-8413 その他

22

介護職員 64歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

有限会社　ブルーム

0765-54-0777 その他

21

土木作業員 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

松倉建設　株式会社  黒部市 日祝他

20

土木技術者 59歳以下 正社員

19

医療事務（正社員）【富山労災病
院】外来業務

59歳以下 正社員
交替制あ
り

株式会社　ニチイ学館　高岡支店

076-434-1881 毎　週

18

ホース製造業務【トヨックス】 18歳以上 無期雇用派遣労働者
交替制あ
り

株式会社　ステップ  黒部市 日祝他

17

施設管理・企画運営・広報（自然
豊かな場所でのお仕事）

不問 正社員以外
交替制あ
り

株式会社　バロン  黒部市 他
1人

富山県富山市北代５２９８
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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　　１月　１１日　～　１月　１４日に受理】

賃金

通勤手当

賞与（前年度実績）

℡ ０７６５－２４－０３６５

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

◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。

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

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

その際はあしからずご了承ください。

5人 その他の家具・装備品製造業

(1)8時00分～17時00分 150,000円～240,000円
雇用期間の定めなし 0人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　5,000円まで 6人

16040-  395321
59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 146,000円～156,000円
雇用期間の定めなし 30人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　7,000円まで 133人
年2回（前年度実績） 16040-  397921

9人 他に分類されない卸売業
(1)8時30分～17時30分 222,000円～316,000円

雇用期間の定めなし 3人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限なし） 拠出

67人
年2回（前年度実績） 17020-  435721

20人 自動車小売業
(1)9時30分～18時15分 145,800円～194,400円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 4人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 178人

16010- 1153621
100人 労働者派遣業

(1)9時00分～16時45分 170,170円～170,170円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 80人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
日額　600円まで 100人

16010- 1205221
1人 労働者派遣業

(1)8時00分～16時40分 185,678円～201,151円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)16時00分～0時40分 0人 雇用・労災・健康・厚生

(3)0時00分～8時40分 実費支給（上限あり）
月額　24,400円まで 11,850人

16010- 1216321
40人 パン・菓子製造業

(1)4時30分～13時30分 200,000円～210,000円
雇用期間の定めなし 24人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 50人
年1回（前年度実績）10,000円～100,000円 16040-  350821

71人 建設用・建築用金属製品製造業（製缶板金業を含む）

(1)21時30分～6時30分 170,000円～200,000円
雇用期間の定めなし 19人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
日額　250円まで 258人
年2回（前年度実績） 16040-  352521

40人 パン・菓子製造業
(1)9時00分～18時00分 180,000円～190,000円

雇用期間の定めなし 24人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 50人
年1回（前年度実績）10,000円～100,000円 16040-  353421

7人 一般診療所
(1)8時30分～17時30分 200,000円～265,000円

雇用期間の定めなし (2)8時00分～17時00分 7人 雇用・労災・健康・厚生
(3)9時00分～18時00分 実費支給（上限あり）

月額　10,000円まで 7人
年2回（前年度実績） 16040-  355621

40人 パン・菓子製造業
(1)6時00分～15時00分 180,000円～190,000円

雇用期間の定めなし 24人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 50人
年1回（前年度実績）10,000円～100,000円 16040-  358021

40人 パン・菓子製造業
(1)7時00分～16時00分 180,000円～190,000円

雇用期間の定めなし 24人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 50人
年1回（前年度実績）10,000円～100,000円 16040-  360521

70人 電子デバイス製造業
(1)8時15分～17時00分 240,030円～409,500円

雇用期間の定めなし 45人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　25,000円まで 103人
年2回（前年度実績） 16040-  364921

70人 電子デバイス製造業
(1)8時15分～17時00分 240,030円～409,500円

雇用期間の定めなし 45人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　25,000円まで 103人
年2回（前年度実績） 16040-  365121

70人 電子デバイス製造業
(1)8時15分～17時00分 185,262円～339,129円

雇用期間の定めなし 45人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　25,000円まで 103人
年2回（前年度実績） 16040-  366021

70人 電子デバイス製造業
(1)8時15分～17時00分 153,510円～158,508円

雇用期間の定めなし 45人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　25,000円まで 103人
年2回（前年度実績） 16040-  368821

46

品質管理業務 44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

テクノプラス　株式会社  魚津市 日他

 魚津市 日他
2人

富山県魚津市道坂２４２ 0765-32-8134 その他

2人
富山県魚津市道坂２４２ 0765-32-8134 その他

変形（1
年単位）

株式会社　東京ブレッド  黒部市 日祝他

2人
富山県魚津市道坂２４２

 魚津市 日他
2人

富山県魚津市道坂２４２ 0765-32-8134 その他

1人
富山県黒部市石田１１６８－１７ 0765-32-3321 その他

48

樹脂コネクタの目視検査・包装
（軽作業）

59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

テクノプラス　株式会社

0765-32-8134 その他

47

機械オペレーター 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

テクノプラス　株式会社  魚津市 日他

1人
富山県黒部市石田１１６８－１７

 黒部市 日祝他
1人

富山県黒部市生地中区１０４－３ 0765-54-9888 その他

1人
富山県黒部市石田１１６８－１７ 0765-32-3321 その他

45

生産管理業務 44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

テクノプラス　株式会社

0765-32-3321 その他

44

パン製造員（リバース部門）
【７：００～１６：００】

64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　東京ブレッド  黒部市 日祝他

43

パン製造員（ライン部門）【６：
００～１５：００】

64歳以下 正社員

42

看護師・准看護師 59歳以下 正社員
交替制あ
り

医療法人社団　孫喜会　藤が丘ク
リニック

0765-52-1330 毎　週

41

パン製造員（包装部門）【９：０
０～１８：００】

64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　東京ブレッド  黒部市 日祝他

40

アルミ建材の切断（ＹＫＫＡＰ
（株）荻生製造所）

18歳～59歳 正社員

中野工業　株式会社  黒部市 土日他

37

県立高校でのパソコン初期化作業 不問 正社員以外

株式会社　スキル  魚津市　他 土日祝他

1人
富山県黒部市新町１１０番地甲ー
２

 黒部市 日祝他
1人

富山県黒部市石田１１６８－１７ 0765-32-3321 その他

11人
富山県富山市新富町１－１－１２
富山駅前ビル８Ｆ

076-432-1127 毎　週

有限会社　長崎新サッシ工業  黒部市 土日他

2人
富山県富山市内幸町７－９

 魚津市 火他
1人

富山県富山市田中町五丁目４番７
号

076-425-2355 その他

1人
石川県小松市向本折町５７－１ 0761-20-2510 その他

39

パン製造員（仕込）【４：３０～
１３：３０】

64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　東京ブレッド

076-431-0439 毎　週

38

アルミ材の仕分・運搬作業等 不問 有期雇用派遣労働者
交替制あ
り

日研トータルソーシング　株式会
社　富山事業所

 黒部市 土日他

1人
富山県下新川郡入善町椚山４２３
６－１０

 黒部市 土日祝他
1人

富山県黒部市荻生８６０ 0765-52-1892 毎　週

36

車の洗車・清掃・回送（魚津店） 不問 正社員以外
変形（1
年単位）

株式会社　日産サティオ富山

0765-72-5770 毎　週

35

物品配送（黒部市、富山県内東部
地区）

40歳以下 正社員

昭和電気北陸（株）  黒部市 日祝他

34

部品付・検査 64歳以下 正社員

33

木製家具製造工 44歳以下 正社員

株式会社　テクノウッド寺田
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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　　１月　１１日　～　１月　１４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。

48人 電子デバイス製造業
(1)8時15分～17時00分 185,262円～339,129円

雇用期間の定めなし 27人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　25,000円まで 73人
年2回（前年度実績） 16040-  370621

48人 電子デバイス製造業
(1)8時15分～17時00分 240,030円～409,500円

雇用期間の定めなし 27人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　25,000円まで 73人
年2回（前年度実績） 16040-  372121

48人 電子デバイス製造業
(1)8時15分～17時00分 153,510円～158,508円

雇用期間の定めなし 27人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　25,000円まで 73人
年2回（前年度実績） 16040-  373021

0人 障害者福祉事業
(1)9時00分～18時00分 170,000円～170,000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　21,000円まで 185人
年2回（前年度実績） 17010- 1245521

10人 一般貨物自動車運送業
(1)9時00分～18時05分 224,640円～224,640円

雇用期間の定めなし 2人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　26,000円まで 2,028人

18010-  992321
13人 配達飲食サービス業

(1)10時30分～19時30分 170,000円～170,000円
雇用期間の定めなし (2)11時00分～20時00分 4人 雇用・労災・健康・厚生・その他

(3)13時00分～22時00分 実費支給（上限あり）
月額　8,000円まで 935人
年2回（前年度実績） 01020-  776421

1,070人 他に分類されない小売業
(1)8時45分～18時00分 184,000円～193,000円

雇用期間の定めなし (2)10時45分～20時00分 630人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)12時00分～21時15分 実費支給（上限あり） 拠出
月額　9,200円まで 11,740人
年2回（前年度実績） 15070-  435421

1,070人 他に分類されない小売業
(1)8時45分～18時00分 184,000円～193,000円

雇用期間の定めなし (2)10時45分～20時00分 630人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)12時00分～21時15分 実費支給（上限あり） 拠出
月額　9,200円まで 11,740人
年2回（前年度実績） 15070-  443421

1,070人 他に分類されない小売業
(1)8時45分～18時00分 184,000円～193,000円

雇用期間の定めなし (2)10時45分～20時00分 630人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)12時00分～21時15分 実費支給（上限あり） 拠出
月額　9,200円まで 11,740人
年2回（前年度実績） 15070-  449721

1,070人 他に分類されない小売業
(1)8時45分～18時00分 184,000円～193,000円

雇用期間の定めなし (2)10時45分～20時00分 630人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)12時00分～21時15分 実費支給（上限あり） 拠出
月額　9,200円まで 11,740人
年2回（前年度実績） 15070-  451421

53人 都道府県機関
(1)8時30分～17時15分 194,700円～213,500円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 36人 公災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　55,000円まで 15,384人
年2回（前年度実績） 16010-  983121

9人 その他の専門サービス業
200,000円～300,000円

雇用期間の定めなし 9人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）

又は7時00分～19時30分 月額　24,500円まで 177人
年2回（前年度実績）100,000円～450,000円 16010- 1081921

9人 その他の専門サービス業
180,000円～250,000円

雇用期間の定めなし 9人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）

又は8時30分～19時30分 月額　24,500円まで 177人
年2回（前年度実績）100,000円～350,000円 16010- 1103921

72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 208,000円～330,000円
雇用期間の定めなし 24人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり） 拠出・給付
月額　50,000円まで 1,111人
年2回（前年度実績） 16040-  324021

167人 その他の食料品製造業
(1)8時30分～17時00分 161,600円～243,200円

雇用期間の定めなし 23人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限なし）
167人

年2回（前年度実績） 16040-  325721
6人 管工事業（さく井工事業を除く）

(1)8時00分～17時00分 200,000円～380,000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　5,000円まで 6人
年2回（前年度実績）100,000円～300,000円 16040-  327221

64

解体作業員 59歳以下 正社員

株式会社　ライフシステム  魚津市 土日祝他

変形
（1ヶ月

株式会社　ジェック経営コンサル
タント

 黒部市 他

1人
富山県魚津市袋１７５

 下新川郡入
善町

土日他
1人

富山県下新川郡入善町下飯野２３
２番地の５

0765-76-0023 毎　週

1人
富山県魚津市本江２４１０ 0765-24-5111 毎　週

0765-22-6990 毎　週

1人
富山県富山市湊入船町３番３０号

 黒部市 他
2人

富山県富山市湊入船町３番３０号 076-444-0035 その他

1人
富山県富山市新総曲輪１－７ 076-431-4111 毎　週

63

品質管理業務 59歳以下 正社員

株式会社ウーケ

076-444-0035 その他

62

経理 59歳以下 正社員

株式会社　スギノマシン  魚津市 土日他

61

特産品販売スタッフ 62歳以下 正社員

60

店舗運営マネージャー候補 62歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社　ジェック経営コンサル
タント

025-371-4115 その他

59

保健師（産育休代替職員・新川厚
生センター）

不問 正社員以外

富山県庁  黒部市 土日祝

58

店舗販売職／地域正社員（ホーム
社員）

59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社　コメリ  下新川郡入
善町

他

55

店舗販売職／地域正社員（ホーム
社員）

59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社　コメリ  魚津市 他

1人
新潟県新潟市南区清水４５０１番
地１

 黒部市 他
1人

新潟県新潟市南区清水４５０１番
地１

025-371-4115 その他

1人
新潟県新潟市南区清水４５０１番
地１

025-371-4115 その他

変形
（1ヶ月

株式会社うちくるアシスト  黒部市 土日他

1人
新潟県新潟市南区清水４５０１番
地１

 魚津市 土日他
1人

北海道函館市柏木町２４番１９号 0138-31-0141 毎　週

3人
福井県福井市問屋町１－５４ 0776-24-9481 その他

57

店舗販売職／地域正社員（ホーム
社員）

59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社　コメリ

025-371-4115 その他

56

店舗販売職／地域正社員（ホーム
社員）

59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社　コメリ  黒部市 他

1人
石川県金沢市福久１丁目１０６番 
うちくる金沢福久内

 魚津市 日他
2人

富山県魚津市道坂２４３－３ 0765-32-8049 その他

2人
富山県魚津市道坂２４３－３ 0765-32-8049 その他

54

エリア限定正社員（富山魚津店） 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　テンフォー

076-461-7765 毎　週

53

ドライバー（黒部営業所） 不問 正社員以外

セイノースーパーエクスプレス
株式会社

 黒部市 日祝他

52

施設支援スタッフ（うちくる黒部
病院前）

59歳以下 正社員

51

樹脂コネクタの目視検査・包装
（軽作業）

59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

立山精密　株式会社

0765-32-8049 その他

50

品質管理業務 44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

立山精密　株式会社  魚津市 日他

49

機械オペレーター 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

立山精密　株式会社  魚津市 日他
2人

富山県魚津市道坂２４３－３
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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　　１月　１１日　～　１月　１４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。

6人 管工事業（さく井工事業を除く）

(1)8時00分～17時00分 200,000円～380,000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　5,000円まで 6人
年2回（前年度実績）100,000円～300,000円 16040-  328521

6人 管工事業（さく井工事業を除く）

(1)8時00分～17時00分 200,000円～380,000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　5,000円まで 6人
年2回（前年度実績）100,000円～300,000円 16040-  329421

65人 その他の食料品製造業
(1)8時00分～17時00分 152,500円～200,000円

雇用期間の定めなし 30人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり） 厚生
月額　12,000円まで 65人
年2回（前年度実績） 16040-  330921

65人 その他の食料品製造業
(1)12時00分～21時00分 152,500円～200,000円

雇用期間の定めなし 30人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり） 厚生
月額　12,000円まで 65人
年2回（前年度実績） 16040-  332021

167人 その他の食料品製造業
(1)6時30分～15時00分 209,000円～298,200円

雇用期間の定めなし (2)18時30分～3時00分 23人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限なし）
167人

年2回（前年度実績） 16040-  337421
30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 180,000円～190,000円
雇用期間の定めなし 17人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　15,000円まで 30人
年2回（前年度実績） 16040-  339621

4人 歯科診療所
(1)9時00分～18時00分 260,000円～300,000円

雇用期間の定めなし 3人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限なし） 厚生

4人
年2回（前年度実績） 16040-  340021

82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 144,000円～160,000円
雇用期間の定めなし 44人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
日額　250円まで 258人
年2回（前年度実績） 16040-  342821

71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 144,000円～170,000円
雇用期間の定めなし 19人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
日額　250円まで 258人
年2回（前年度実績） 16040-  343221

71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 170,000円～200,000円
雇用期間の定めなし (2)16時20分～1時00分 19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）
日額　250円まで 258人
年2回（前年度実績） 16040-  344521

49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 161,070円～176,410円
雇用期間の定めなし 25人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり） 拠出
月額　5,000円まで 60人
年2回（前年度実績） 16040-  345421

10人 ガラス・同製品製造業
(1)8時30分～17時30分 155,000円～190,000円

雇用期間の定めなし 2人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　24,400円まで 10人

16040-  346321
31人 金属加工機械製造業

(1)8時00分～16時45分 163,000円～265,000円
雇用期間の定めなし (2)20時00分～4時45分 18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-  347621

8人
管理，補助的経済活動を行う事業所（９５その他のサービス業）

(1)8時30分～17時15分 208,000円～208,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 3人 雇用・労災・健康・厚生

なし
25人

16040-    2220
16人 他に分類されない非営利的団体

(1)16時00分～8時30分 950円～1,100円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 13人 雇用・労災

実費支給（上限なし）
又は8時15分～17時15分 318人

16010- 1461721
2人 労働者派遣業

(1)8時30分～17時00分 950円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 2人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 550人

16010- 1462821

78

作業員 不問 正社員以外

公益財団法人　魚津市体育協会  魚津市 火日他
1人

富山県魚津市北鬼江２８９８－３ 0765-22-1263 毎　週

交替制あ
り

中野工業　株式会社  黒部市 土日他

 魚津市 日祝
1人

富山県魚津市友道１３３５ 0765-22-2323 その他

1人
富山県黒部市生地芦崎字下浦３３
２－１９

0765-56-8184 毎　週

0765-52-0888 毎　週

77

製造ラインマシンオペレーター及
び検査業務

44歳以下 正社員
交替制あ
り

カナヤママシナリー　株式会社  黒部市 土日他
2人

富山県黒部市沓掛３２５９

1人
富山県黒部市新町１１０番地甲ー
２

 黒部市 土日他
1人

富山県黒部市新町１１０番地甲ー
２

0765-52-1330 毎　週

2人
富山県黒部市新町１１０番地甲ー
２

0765-52-1330 毎　週

76

総合事務員 44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　吉森ガラス

0765-52-1330 毎　週

75

部品のピッキング及び出荷作業
【黒部越湖製造所】

69歳以下 正社員

有限会社　村宗  黒部市 土日他

74

アルミ加工・部品付作業（ＹＫＫ
ＡＰ（株）荻生製造所）

59歳以下 正社員

73

玄関ドアの組立（ＹＫＫＡＰ
（株）荻生製造所）

59歳以下 正社員

中野工業　株式会社

0765-74-9188 毎　週

72

部品の仕分け・袋詰め作業（ＹＫ
ＫＡＰ（株）越湖製造所）

59歳以下 正社員

中野工業　株式会社  黒部市 土日他

71

歯科衛生士 59歳以下 正社員

ＣＯＳＭＯ２１歯科クリニック  下新川郡入
善町

火日

70

品質管理 35歳以下 正社員

株式会社　モルデックス

生産設備保守・保全業務（交替勤
務）

59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社ウーケ  下新川郡入
善町

他

1人
富山県下新川郡入善町椚山１３３
６番地 

 魚津市 土日他
1人

富山県魚津市本新町２８－７ 0765-22-0353 毎　週

1人
富山県下新川郡入善町下飯野２３
２番地の５

0765-76-0023 その他

69

68

出荷（ピッキング）業務 44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

石川製麺　株式会社  魚津市 他

67

一般事務 44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

石川製麺　株式会社  魚津市 他

1人
富山県魚津市大海寺野６２１ 0765-24-5511 その他

1人
富山県魚津市大海寺野６２１

 魚津市 土日祝他
1人

富山県魚津市袋１７５ 0765-22-6990 毎　週

1人
富山県魚津市袋１７５ 0765-22-6990 毎　週

0765-24-5511 その他

66

配管工・現場管理 59歳以下 正社員

株式会社　ライフシステム

65

土木作業員 59歳以下 正社員

株式会社　ライフシステム  魚津市 土日祝他

2

鶏卵食品加工（卵の検査・梱包） 不問 有期雇用派遣パート

株式会社　グレート　富山支店  黒部市 日他
1人

富山県富山市本町３番２５号　富
山本町ビル３Ｆ

076-443-9010 毎　週

1

介護スタッフ（けんせいきょう
輝くろべ）

不問 パート労働者
変形
（1ヶ月

富山県生活協同組合  黒部市 他
1人

富山県富山市金屋５５５ 076-443-8800 毎　週
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職種 年齢・ 区分 交代制 従業員数 業種

区分 事業所名 就業場所 雇用期間 就業時間 休日 うち女性 加入保険

事業所所在地 電話番号 求人数 週休二日 企業全体 求人番号

【先週１週間　　１月　１１日　～　１月　１４日に受理】

賃金

通勤手当

賞与（前年度実績）

℡ ０７６５－２４－０３６５

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

◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。

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

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

その際はあしからずご了承ください。

9人 書籍・文房具小売業
(1)8時45分～12時45分 900円～950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　3,000円まで 98人
年2回（前年度実績）0円～20,000円 16040-  400321

53人 建設用・建築用金属製品製造業（製缶板金業を含む）

(1)9時00分～15時00分 880円～900円
雇用期間の定めなし 42人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
又は8時00分～17時00分 日額　250円まで 258人

16040-  402921
6人 障害者福祉事業

(1)6時00分～9時30分 880円～880円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)16時00分～20時00分 5人 労災

実費支給（上限あり）
月額　9,000円まで 118人

16040-  403121
53人 警備業

(1)8時00分～17時00分 1,080円～1,200円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 2人 労災

実費支給（上限なし）
303人

16040-  405721
8人 老人福祉・介護事業

(1)9時00分～13時00分 880円～930円
雇用期間の定めなし 8人 労災

実費支給（上限あり）
月額　7,000円まで 70人
年2回（前年度実績）0円～150,000円 16040-  406821

16人 老人福祉・介護事業
880円～1,630円

雇用期間の定めなし 15人 労災
実費支給（上限あり）

又は6時00分～22時00分 月額　12,500円まで 26人
年1回（前年度実績） 16040-  407221

20人 医薬品・化粧品小売業
880円～880円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 18人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限なし）

又は8時30分～21時00分 7,476人
年2回（前年度実績）40,000円～240,000円 21030-  947521

7人 婦人・子供服小売業
(1)10時00分～13時00分 900円～950円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)10時00分～14時00分 6人 労災
(3)10時00分～15時30分 実費支給（上限あり）

月額　8,000円まで 8,000人
年2回（前年度実績） 16040-  375821

15人 建物サービス業
(1)7時00分～13時00分 1,000円～1,500円

雇用期間の定めなし (2)13時00分～19時00分 14人 雇用・労災
なし

17人
年2回（前年度実績） 16040-  379321

9人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

(1)10時00分～14時00分 880円～880円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 7人 雇用・労災

実費支給（上限なし）
2,084人

年2回（前年度実績）20,000円～20,000円 16040-  384221
8人 その他のはん用機械・同部分品製造業

(1)9時00分～15時00分 900円～1,000円
雇用期間の定めなし 1人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
月額　15,000円まで 8人

16040-  394421
59人 建設用・建築用金属製品製造業（製缶板金業を含む）

(1)9時10分～14時00分 980円～980円
雇用期間の定めなし 30人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
又は8時20分～17時00分 月額　7,000円まで 133人

16040-  396621
17人 市町村機関

(1)8時30分～14時30分 898円～898円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)9時30分～18時00分 12人 雇用・労災

(3)15時00分～20時00分 実費支給（上限あり）
月額　34,890円まで 938人
年2回（前年度実績） 16040-  398121

72人 すし店
900円～950円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 45人 労災
実費支給（上限なし）

又は9時00分～0時00分の
13040- 5728421

8人 ゴムベルト・ゴムホース・工業用ゴム製品製造業

(1)8時00分～12時00分 880円～880円
雇用期間の定めなし (2)9時00分～13時00分 8人 労災

(3)9時00分～15時00分 なし
又は8時00分～17時00分 8人

16040-  356921
18人 その他の電気機械器具製造業

1,200円～1,300円
雇用期間の定めなし 13人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
又は8時00分～17時05分 日額　100円まで 18人

16040-  357121

4

建材部品の袋詰め 59歳以下 パート労働者

中野工業　株式会社  黒部市 土日他
1人

富山県黒部市新町１１０番地甲ー
２

0765-52-1330 毎　週

3

事務補助 不問 パート労働者

北日本新聞　古川販売店  黒部市 土日祝他
1人

富山県黒部市宇奈月町浦山９６７
－５

0765-65-7002 毎　週

6

警備員（交通誘導員） 18歳以上 パート労働者

株式会社　パトロード富山　新川
支社

 魚津市　他 他
5人

富山県魚津市吉島２丁目５－１７ 0765-22-8648 毎　週

5

世話人（石田の家） 不問 パート労働者

社会福祉法人　新川むつみ園  黒部市 他
1人

富山県下新川郡入善町浦山新２２
０８

0765-78-1131 毎　週

8

介護職（訪問） 64歳以下 パート労働者

特定非営利活動法人　パートナー  下新川郡入
善町

他
1人

富山県下新川郡入善町上野１６７
２

0765-74-2072 その他

7

調理【入善町東狐】 65歳以下 パート労働者

特定非営利活動法人生活支援セン
ター　アットホーム新川

 下新川郡入
善町

水木金日
1人

富山県魚津市吉島１１１８－１ 0765-24-0315 毎　週

10

販売員 不問 パート労働者
交替制あ
り

株式会社西松屋チェーン　魚津店  魚津市 他
1人

富山県魚津市友道１０５９番１ 0765-22-1988 その他

9

パートチーフ候補（Ｖドラッグ
魚津エリア）

不問 パート労働者

中部薬品　株式会社（Ｖ・ｄｒｕ
ｇ）

 魚津市 他
1人

岐阜県多治見市高根町４－２９ 0572-27-3356 毎　週

12

調理補助 不問 パート労働者

株式会社　ＮＥＣライベックス  下新川郡入
善町

他
1人

富山県下新川郡入善町入膳５６０ 0765-72-4453 毎　週

11

介護職員 64歳以下 パート労働者

有限会社　ブルーム  魚津市 他
1人

富山県魚津市新金屋１－１２－３
８　インテリジェントセンタービ

0765-22-0266 その他

14

部品付・検査 64歳以下 パート労働者

有限会社　長崎新サッシ工業  黒部市 土日他
1人

富山県下新川郡入善町椚山４２３
６－１０

0765-72-5770 毎　週

13

汎用フライス工 不問 パート労働者

コアー技研　株式会社  魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市小川寺２６８－５ 0765-31-9025 その他

16

フロア・キッチン・切り付け（黒
部店）

不問 パート労働者
交替制あ
り

株式会社　はま寿司  黒部市 他
1人

東京都港区港南２ー１８－１ 
ＪＲ品川イーストビル

0120-314-520 毎　週

15

図書館業務「会計年度任用職員」 不問 パート労働者

黒部市教育委員会  黒部市 他
1人

富山県黒部市三日市１３０１ 0765-54-2111 毎　週

18

運転主体及び軽作業 59歳以下 パート労働者

黒部工業　株式会社  下新川郡入
善町

土日祝他
1人

富山県下新川郡入善町新屋２２２
０

0765-78-2383 毎　週

17

ゴム加工・検査 不問 パート労働者

有限会社　幸建興工業（ＳＫＫ）  黒部市 土日他
1人

富山県黒部市中新９９ 0765-54-2558 毎　週
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職種 年齢・ 区分 交代制 従業員数 業種

区分 事業所名 就業場所 雇用期間 就業時間 休日 うち女性 加入保険

事業所所在地 電話番号 求人数 週休二日 企業全体 求人番号

【先週１週間　　１月　１１日　～　１月　１４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。

40人 パン・菓子製造業
900円～900円

雇用期間の定めなし 24人 雇用・労災
実費支給（上限あり）

又は6時00分～19時00分 月額　10,000円まで 50人
年1回（前年度実績）10,000円～100,000円 16040-  359721

3人 歯科診療所
(1)17時00分～19時30分 1,000円～1,300円

雇用期間の定めなし 3人 労災
実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 3人

16040-  361421
17人 ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業

(1)9時00分～14時35分 890円～890円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 9人 雇用・労災

実費支給（上限なし）
39人

16040-  367721
70人 電子デバイス製造業

(1)9時15分～15時00分 910円～945円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 45人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
月額　25,000円まで 103人
年2回（前年度実績）10,000円～30,000円 16040-  369221

48人 電子デバイス製造業
(1)9時15分～15時00分 910円～945円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 27人 雇用・労災
実費支給（上限あり）
月額　25,000円まで 73人
年2回（前年度実績）10,000円～30,000円 16040-  374721

17人 基礎素材産業用機械製造業

(1)9時00分～12時00分 890円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 1人 労災

実費支給（上限なし）
又は13時00分～17時00分 480人

26020- 1279621
68人 他に分類されない事業サービス業

1,200円～4,800円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 20人 労災

実費支給（上限なし）
又は8時00分～21時00分 210人

13040- 5348221
15人 その他の飲食料品小売業

900円～900円
雇用期間の定めなし 9人 労災

実費支給（上限あり）
又は10時00分～0時00分 月額　5,000円まで 135人

16010- 1044821
85人 百貨店，総合スーパー

(1)8時00分～12時00分 900円～1,050円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 68人 労災

実費支給（上限あり）
月額　30,000円まで 1,052人
年2回（前年度実績）14,800円～95,600円 16040-  322921

85人 百貨店，総合スーパー
(1)6時00分～15時00分 880円～1,030円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 68人 労災
実費支給（上限あり）

又は6時00分～15時00分 月額　30,000円まで 1,052人
年2回（前年度実績）14,800円～95,600円 16040-  323121

18人 その他の電気機械器具製造業

882円～1,000円
雇用期間の定めなし 13人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
又は8時00分～17時05分 日額　100円まで 18人

16040-  326821
65人 その他の食料品製造業

877円～900円
雇用期間の定めなし 30人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
又は8時00分～17時00分 月額　12,000円まで 65人

年2回（前年度実績）10,000円～50,000円 16040-  331121
65人 その他の食料品製造業

(1)12時00分～21時00分 877円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 30人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　9,000円まで 65人
年2回（前年度実績）10,000円～50,000円 16040-  333721

4人 歯科診療所
(1)9時00分～16時00分 1,600円～1,800円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)9時00分～14時00分 3人 労災
実費支給（上限なし）

4人
年2回（前年度実績）0円～150,000円 16040-  341721

20

歯科受付 不問 パート労働者

山口歯科医院　山口学  魚津市 水土他
2人

富山県魚津市上村木１ー１１－８ 0765-22-1255 毎　週

19

パン製造員 64歳以下 パート労働者

株式会社　東京ブレッド  黒部市 日祝他
1人

富山県黒部市石田１１６８－１７ 0765-32-3321 毎　週

22

樹脂コネクタの目視検査・包装
（軽作業）

不問 パート労働者

テクノプラス　株式会社  魚津市 日他
2人

富山県魚津市道坂２４２ 0765-32-8134 その他

21

仕上げ作業 不問 パート労働者

東洋ゼンマイ　株式会社  黒部市 日祝他
1人

富山県黒部市岡４３５ 0765-52-0208 その他

24

一般事務（魚津市）パート 不問 パート労働者

カンケンテクノ　株式会社  魚津市 土日祝他
1人

京都府長岡京市神足太田３０－２ 075-955-8823 毎　週

23

樹脂コネクタの目視検査・包装
（軽作業）

不問 パート労働者

立山精密　株式会社  魚津市 日他
2人

富山県魚津市道坂２４３－３ 0765-32-8049 その他

26

店内スタッフ（魚津店／パート） 不問 パート労働者

有限会社　シーアンドエス  魚津市 他
3人

富山県富山市天正寺１０８３ 
　　　　　カワカミビル８階

076-422-2210 毎　週

25

調査員／現地直行直帰（富山県） 不問 パート労働者

アルゴジャパンリサーチ株式会社  魚津市　他 他
5人

東京都港区西新橋２－８－６　住
友不動産日比谷ビル９階

03-5860-9490 毎　週

28

畜産スタッフ（マックスバリュ黒
部コラーレ前店）

不問 パート労働者

マックスバリュ北陸　株式会社
マックスバリュ黒部コラーレ前店

 黒部市 他
2人

富山県黒部市植木７７１番１ 0765-54-3522 その他

27

寿司（マックスバリュ黒部コラー
レ前店）

不問 パート労働者

マックスバリュ北陸　株式会社
マックスバリュ黒部コラーレ前店

 黒部市 他
2人

富山県黒部市植木７７１番１ 0765-54-3522 その他

30

一般事務 不問 パート労働者

石川製麺　株式会社  魚津市 他
1人

富山県魚津市大海寺野６２１ 0765-24-5511 毎　週

29

電子部品組立加工 59歳以下 パート労働者

黒部工業　株式会社  下新川郡入
善町

土日祝他
1人

富山県下新川郡入善町新屋２２２
０

0765-78-2383 毎　週

32

歯科衛生士 不問 パート労働者

ＣＯＳＭＯ２１歯科クリニック  下新川郡入
善町

火日
1人

富山県下新川郡入善町椚山１３３
６番地 

0765-74-9188 毎　週

31

出荷（ピッキング）業務 不問 パート労働者

石川製麺　株式会社  魚津市 他
1人

富山県魚津市大海寺野６２１ 0765-24-5511 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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