
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

11人 建物サービス業
(1)8時15分～17時00分 146,880円～146,880円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 11人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　15,000円まで 24,000人

16010- 8654521
21人 自動車小売業

(1)8時30分～17時00分 173,320円～300,000円
雇用期間の定めなし 3人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　12,900円まで 170人
年2回（前年度実績） 16010- 8700421

45人 他に分類されない卸売業
(1)8時00分～17時00分 163,100円～198,050円

雇用期間の定めなし 31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 200人
年2回（前年度実績） 16040- 2153921

10人 医薬品・化粧品小売業
(1)10時00分～19時00分 160,000円～180,000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 150人
年2回（前年度実績） 17010- 9743821

12人 遊戯場
(1)8時30分～17時00分 228,150円～246,675円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)16時30分～1時00分 4人 雇用・労災・健康・厚生
なし

245人
18010- 7995421

15人 遊戯場
(1)8時30分～17時00分 224,250円～246,675円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)16時30分～1時00分 5人 雇用・労災・健康・厚生
なし

245人
18010- 7997621

4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～17時00分 166,400円～199,680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）
又は20時00分～5時00分 33人

年2回（前年度実績）40,000円～100,000円 16040- 2150421
7人 歯科診療所

(1)8時30分～18時20分 143,000円～169,000円
雇用期間の定めなし (2)8時30分～17時00分 5人 雇用・労災・健康・厚生

(3)8時30分～12時30分 実費支給（上限あり）
月額　6,000円まで 7人
年2回（前年度実績） 16040- 2156721

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- 2704521

1人 無機化学工業製品製造業
260,000円～340,000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　30,000円まで 72人
年2回（前年度実績） 13070-23542021

35人 その他の金属製品製造業
(1)8時00分～16時45分 180,000円～200,000円

雇用期間の定めなし 10人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 38人
年2回（前年度実績）50,000円～300,000円 16040- 2143321

4人 児童福祉事業
(1)7時15分～18時15分 175,000円～219,600円

雇用期間の定めなし (2)15時45分～10時15分 4人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）

又は7時15分～18時15分 月額　30,000円まで 2,023人
年2回（前年度実績）50,000円～180,000円 09010-11188721

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　9,500円まで 11,740人
年2回（前年度実績） 15070- 4594921

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　9,500円まで 11,740人
年2回（前年度実績） 15070- 4595121

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　9,500円まで 11,740人
年2回（前年度実績） 15070- 4596021

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　9,500円まで 11,740人
年2回（前年度実績） 15070- 4597721

 下新川郡入
善町

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

16

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

15

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

14

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

新潟県新潟市南区清水４５０１番
地１

 魚津市 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
栃木県宇都宮市南大通り２－６－
１　ＫＩＤＳ　１ＳＴ　ＢＬＤ

028-666-7560 その他

13

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

0765-32-5666 毎　週

12

保育士（病院内）泊駅／キッズあ
さひ

18歳～62歳 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社　キッズコーポレーショ
ン

 下新川郡朝
日町

土日祝他

11

一般事務 64歳以下 正社員

株式会社　バンテクニカ  魚津市 土日他
1人

富山県魚津市西尾崎３８３

 魚津市 日他
1人

東京都渋谷区広尾１－４－６ 03-3444-0233 その他

1人
石川県小松市向本折町５７－１ 0761-20-2510 その他

10

【高圧・特殊ガス営業管理職】
（所長補佐）／魚津出張所

66歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

高千穂化学工業株式会社

0765-57-2525 その他

9

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

8

歯科衛生士 不問 正社員

前田歯科クリニック  黒部市 日祝
1人

富山県黒部市若栗２５３５

 黒部市 土日他
2人

富山県下新川郡入善町小摺戸１７
４５

0765-78-1051 毎　週

3人
福井県福井市開発５丁目１０１１ 0776-52-3200 その他

7

自動車用ゴム部品溶着成形 不問 正社員

小路産業株式会社

0776-52-3200 その他

6

ホールスタッフ（契約社員）　Ｕ
ＳＡ魚津店

18歳以上 正社員以外
交替制あ
り

株式会社　大西商事  魚津市 他

5

店舗営業（ホールスタッフ）ＵＳ
Ａ黒部店

18歳以上 正社員以外
交替制あ
り

株式会社　大西商事  黒部市 他

59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

富山いすゞ自動車　株式会社  黒部市 日祝他

2人
福井県福井市開発５丁目１０１１

 下新川郡入
善町

他
1人

石川県金沢市小立野１丁目２－７ 076-256-5278 その他

1人
富山県黒部市沓掛６３５ 0765-54-1162 その他

076-432-8600 毎　週

【先週１週間　　４月　１１日～　４月　１５日に受理】

賃金

通勤手当

賞与（前年度実績）

4

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）

076-436-6110 その他

3

出荷軽作業 不問 正社員以外
変形（1
年単位）

株式会社　卵のタカムラ  黒部市 日他

2

サービス営業（新川営業所）

1

受付案内他事務作業（富山労災病
院）

不問 正社員以外

太平ビルサービス　株式会社　富
山支店

1人
富山県富山市野口８４２番地

 魚津市 土日祝他
1人

富山県富山市桜橋通り２－２５ 
富山第一生命ビル８階

℡ 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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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　　４月　１１日～　４月　１５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。

14人 労働者派遣業
(1)8時20分～17時00分 193,678円～201,414円

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

200人
16010- 8393721

13人 労働者派遣業
(1)8時20分～17時00分 190,000円～260,000円

雇用期間の定めなし 6人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限なし）

200人
年2回（前年度実績） 16010- 8398321

8人 セメント・同製品製造業
(1)7時45分～16時45分 180,000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（上限あり） 厚生
月額　9,000円まで 8人
年2回（前年度実績）150,000円～300,000円 16040- 2129921

14人 産業用機械器具賃貸業
(1)7時50分～17時00分 160,000円～200,000円

雇用期間の定めなし 4人 雇用・労災・健康・厚生・財形・その他

実費支給（上限なし）
18人

年2回（前年度実績） 16040- 2136621
3人 綱・網・レース・繊維粗製品製造業

(1)8時30分～17時00分 140,000円～150,000円
雇用期間の定めなし 2人 雇用・労災・健康・厚生

一定額
月額　4,000円まで 8人
年2回（前年度実績） 16040- 2138121

15人 ゴムベルト・ゴムホース・工業用ゴム製品製造業

(1)16時00分～1時00分 170,400円～170,400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　5,000円まで 30人

16040- 2139021
12人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

(1)5時30分～14時30分 163,400円～180,600円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)8時30分～17時30分 11人 雇用・労災・健康・厚生

(3)10時30分～19時30分 実費支給（上限あり）
月額　30,000円まで 18,072人
年2回（前年度実績）4,000円～200,000円 17010- 9417921

20人 その他の専門サービス業
(1)8時00分～17時00分 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00分 月額　16,100円まで 177人
年2回（前年度実績） 16010- 8294121

129人 病院
(1)8時45分～17時30分 170,000円～190,000円

雇用期間の定めなし 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- 2113021

224人 プラスチックフィルム・シート・床材・合成皮革製造業

(1)8時40分～17時20分 162,500円～274,500円
雇用期間の定めなし 34人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり） 給付
月額　100,000円まで 224人
年2回（前年度実績） 16040- 2114721

76人 清涼飲料製造業
(1)8時45分～17時00分 160,000円～180,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 23人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　19,800円まで 83人
年2回（前年度実績） 16040- 2115821

20人 建設用・建築用金属製品製造業（製缶板金業を含む）

(1)8時00分～17時00分 180,000円～230,000円
雇用期間の定めなし 4人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限なし）
49人

年2回（前年度実績） 16040- 2116221
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- 2118421

9人 老人福祉・介護事業
(1)8時30分～17時30分 153,000円～162,750円

雇用期間の定めなし 9人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　13,500円まで 280人
年2回（前年度実績） 16040- 2121021

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- 2124221

67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 189,000円～256,800円
雇用期間の定めなし (2)16時20分～1時00分 3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　7,000円まで 133人
年2回（前年度実績） 16040- 2125521

0765-72-5770 毎　週

32

機械オペレーター 64歳以下 正社員
交替制あ
り

有限会社　長崎新サッシ工業  黒部市 土日他
2人

富山県下新川郡入善町椚山４２３
６－１０

 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

1人
富山県魚津市大光寺４５０ 0765-24-8822 その他

31

部品付・検査 64歳以下 正社員

有限会社　長崎新サッシ工業

0765-72-4344 その他

30

事務員 44歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

社会福祉法人　新川老人福祉会  魚津市 日他

29

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
1人

富山県下新川郡入善町道古１８３

 魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市川縁５－７ 0765-22-3694 その他

1人
富山県下新川郡朝日町平柳５００ 0765-82-1133 その他

28

事務【本社】 44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　広浜

0765-74-7220 毎　週

27

現場事務 不問 正社員以外

ニットービバレッジ　株式会社  下新川郡朝
日町

日他

26

プラントエンジニア 59歳以下 正社員
フレック
ス

株式会社サンリッツ  下新川郡入
善町

日祝他
3人

富山県下新川郡入善町下上野４０
－１

 魚津市 土日他
1人

富山県魚津市東尾崎３４８４－１ 0765-31-6200 毎　週

1人
富山県富山市湊入船町３番３０号 076-444-0035 毎　週

25

介護職（デイサービス） 59歳以下 正社員

医療法人　深川病院

076-262-5900 その他

24

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

 黒部市 他

23

調理補助（有磯苑）富山県下新川
郡

不問 正社員以外
交替制あ
り

富士産業　株式会社  下新川郡朝
日町

他
1人

石川県金沢市本町２－１１－７
金沢フコク生命駅前ビル１０Ｆ

 黒部市 日他
4人

富山県黒部市生地中区５８ 0765-57-0117 その他

1人
富山県魚津市新角川１－６－５ 0765-24-0480 毎　週

22

（請）ゴム製品製造（黒部市） 18歳以上 正社員
変形（1
年単位）

有限会社　エムテックス宝田

0765-54-0001 その他

21

網製造 64歳以下 正社員

有限会社　松田漁具店  魚津市 土日祝

20

一般事務 40歳以下 正社員
変形（1
年単位）

大平リース　株式会社  黒部市 日祝他
1人

富山県黒部市田家新５８４－１

 黒部市 日祝他
1人

富山県黒部市田家新９６９ 0765-52-0495 その他

5人
富山県富山市新桜町４－２８　朝
日生命富山ビル　４階

076-433-8434 毎　週

19

生コン製造及び品質管理 35歳以下 正社員
変形（1
年単位）

黒部生コンクリート工業　株式会
社

076-433-8434 毎　週

18

網戸の組立・検査・梱包 40歳以下 正社員

株式会社　ビート　北陸支店  黒部市 土日祝他

17

網戸の組立・検査・梱包（日勤） 不問 正社員以外

株式会社　ビート　北陸支店  黒部市 土日祝他
5人

富山県富山市新桜町４－２８　朝
日生命富山ビル　４階
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67人 建設用・建築用金属製品製造業（製缶板金業を含む）

(1)6時20分～15時00分 172,000円～202,000円
雇用期間の定めなし (2)13時00分～21時40分 3人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　7,000円まで 133人
年2回（前年度実績） 16040- 2126421

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- 2127321

124人 老人福祉・介護事業
(1)6時30分～15時30分 159,200円～167,600円

雇用期間の定めなし (2)8時00分～17時00分 111人 雇用・労災・健康・厚生
(3)10時15分～19時15分 実費支給（上限あり）

月額　18,700円まで 140人
年2回（前年度実績） 16040- 2128621

4人 建物サービス業
(1)9時30分～14時30分 900円～950円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 4人 雇用・労災
実費支給（上限あり）
月額　15,000円まで 24,000人

16010- 8656321
3人 管理，補助的経済活動を行う事業所（６８不動産取引業）

(1)8時00分～13時00分 950円～950円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)14時00分～18時00分 3人 雇用・労災・健康・厚生

(3)9時30分～18時00分 実費支給（上限あり）
月額　3,000円まで 3人
年2回（前年度実績） 16040- 2152621

45人 他に分類されない卸売業
1,000円～1,000円

雇用期間の定めなし 31人 労災
実費支給（上限あり）

又は8時00分～17時00分 月額　50,000円まで 200人
16040- 2154121

28人 病院
(1)6時45分～9時15分 900円～950円

雇用期間の定めなし (2)10時45分～13時30分 21人 労災
(3)16時30分～19時00分 実費支給（上限あり）

日額　1,264円まで 425人
16040- 2155021

4人 菓子・パン小売業
(1)9時00分～13時00分 890円～890円

雇用期間の定めなし (2)13時00分～19時00分 4人 雇用・労災
(3)12時00分～20時30分 実費支給（上限あり）
又は9時30分～20時30分 月額　5,000円まで 180人

16010- 8613321
3人 その他の飲食店

(1)17時00分～21時00分 950円～950円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 2人 労災

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 110人

16010- 8425521
187人 一般乗用旅客自動車運送業

910円～910円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 17人 雇用・労災・健康・厚生

なし
又は5時55分～21時33分 496人

16010- 8445921
27人 他に分類されない事業サービス業

(1)8時30分～13時00分 910円～930円
雇用期間の定めなし 27人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
又は8時30分～17時15分 月額　50,000円まで 751人

16010- 8340121
15人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

(1)10時00分～15時00分 950円～1,050円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)18時00分～22時00分 4人 雇用・労災・健康・厚生

(3)22時00分～1時00分 実費支給（上限なし）
又は9時00分～0時00分の 108人

16010- 8372621
0人 耕種農業

880円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 0人 その他

なし
又は8時00分～17時00分 0人

16040- 2145921
48人 旅館，ホテル

(1)9時00分～17時00分 900円～950円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 16人 労災

実費支給（上限なし）
又は9時00分～17時00分 1,744人

16040- 2146121
53人 建設用・建築用金属製品製造業（製缶板金業を含む）

(1)8時00分～16時00分 880円～1,100円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 15人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
又は8時00分～17時00分 月額　20,000円まで 64人

16040- 2147021
5人 各種食料品小売業

900円～900円
雇用期間の定めなし 3人 雇用・労災

なし
又は9時00分～19時30分 45人

16040- 2148721

0765-78-1935 その他

35

調理員 59歳以下 正社員
交替制あ
り

社会福祉法人　舟見寿楽苑  下新川郡入
善町

他
1人

富山県下新川郡入善町舟見１６６
４番地

 下新川郡入
善町

土日他
2人

富山県下新川郡入善町入膳２９３ 0765-72-0272 毎　週

1人
富山県下新川郡入善町椚山４２３
６－１０

0765-72-5770 毎　週

34

研削工 64歳以下 正社員

有限会社　上田商事

33

機械オペレーター・検査 64歳以下 正社員
交替制あ
り

有限会社　長崎新サッシ工業  黒部市 土日他

1

客室清掃（ホテルグランミラー
ジュ）

不問 パート労働者

太平ビルサービス　株式会社　富
山支店

 魚津市 他
5人

富山県富山市桜橋通り２－２５ 
富山第一生命ビル８階

076-432-8600 その他

2

アップルヒルのインフォメーショ
ン

不問 パート労働者
交替制あ
り

株式会社　新川興産  魚津市 他
2人

富山県魚津市上村木４８６－１ 0765-22-2837 毎　週

3

出荷軽作業 不問 パート労働者

株式会社　卵のタカムラ  黒部市 日他
1人

富山県黒部市沓掛６３５ 0765-54-1162 毎　週

4

業務補助 59歳以下 パート労働者

医療法人社団　ホスピィー  魚津市 他
1人

富山県魚津市石垣３８９ 0765-23-6366 毎　週

5

菓子・パン販売店員（魚津店） 59歳以下 パート労働者
交替制あ
り

株式会社　フルールリブラン  魚津市 他
2人

富山県富山市上飯野１の１ 076-452-0188 毎　週

6

食器洗浄（北陸電力（株）魚津寮
内食堂）

不問 パート労働者

株式会社　ユニード  魚津市 土日祝
1人

富山県富山市八尾町舘本郷１２９
８

076-454-4513 毎　週

7

バス運転手（契約社員／黒部自動
車営業所）

不問 パート労働者

富山地方鉄道　株式会社  黒部市 他
5人

富山県富山市桜町１丁目１番３６
号

076-432-5532 毎　週

8

医療事務（あさひ総合病院） 59歳以下 パート労働者

株式会社　セラム　富山営業所  下新川郡朝
日町

土日祝他
2人

富山県富山市本町３－２５　富山
本町ビル３０２

076-441-9990 毎　週

9

ホールスタッフ・調理補助（８番
らーめん）

不問 パート労働者

株式会社　ダイショウ 黒部市　他 他
10人

富山県富山市千代田町７－５０
８番らーめん奥田店２Ｆ

076-471-8567 その他

10

野菜の収穫、袋詰め作業 不問 パート労働者

種田農園  魚津市 他
2人

富山県魚津市仏田１４４７ 0765-22-5773 毎　週

11

送迎ドライバー 不問 パート労働者

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

富山県黒部市宇奈月温泉２６７ 0765-62-1111 毎　週

12

アルミ製網戸の製作 不問 パート労働者

株式会社　石崎建材社  魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市横枕６４７－１ 0765-24-7477 その他

13

お弁当の調理・配達 不問 パート労働者

有限会社　テイスト　本家かまど
や入善店

 下新川郡入
善町

他
1人

富山県下新川郡入善町荒又５４７ 0765-72-2503 その他
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4人 洗濯業
880円～880円

雇用期間の定めなし 4人 労災
実費支給（上限あり）

又は8時00分～12時00分 月額　3,000円まで 170人
16040- 2151321

335人 ゴムベルト・ゴムホース・工業用ゴム製品製造業

(1)6時30分～12時30分 1,000円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)12時30分～18時00分 126人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
月額　15,000円まで 431人
年2回（前年度実績）50,000円～100,000円 16040- 2141521

3人 水産食料品製造業
900円～900円

雇用期間の定めなし 3人 雇用・労災
実費支給（上限あり）

又は9時30分～18時00分 月額　10,000円まで 18人
16040- 2144621

100人 各種食料品小売業
(1)15時00分～22時00分 920円～1,058円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 65人 雇用・労災
実費支給（上限なし）

又は9時00分～20時00分 9,432人
年2回（前年度実績） 16040- 2131821

100人 各種食料品小売業
(1)7時00分～11時00分 920円～1,058円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)7時00分～14時00分 65人 雇用・労災
実費支給（上限なし）

9,432人
年2回（前年度実績） 16040- 2132221

3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ヶ月以上） (2)16時00分～20時00分 1人 労災
実費支給（上限あり）
月額　9,000円まで 118人

16040- 2133521
91人 障害者福祉事業

(1)8時30分～17時15分 880円～880円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 63人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
月額　9,000円まで 118人

16040- 2134421
98人 病院

(1)9時00分～13時00分 950円～1,200円
雇用期間の定めなし 69人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
日額　1,264円まで 425人
年2回（前年度実績）0円～50,000円 16040- 2135321

4人 建物サービス業
(1)8時30分～17時00分 900円～900円

雇用期間の定めなし (2)8時30分～12時00分 4人 雇用・労災
実費支給（上限あり）
日額　400円まで 150人
年2回（前年度実績）5,000円～50,000円 16040- 2140221

25人 労働者派遣業
(1)5時00分～9時00分 1,000円～1,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 10人 労災
実費支給（上限あり）

又は5時00分～9時00分の 日額　2,000円まで 180人
12010-11097821

27人 その他の専門サービス業
(1)6時00分～15時30分 1,200円～1,200円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 14人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　16,100円まで 177人

16010- 8286121
58人 一般乗用旅客自動車運送業

(1)9時00分～15時00分 950円～950円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 11人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　11,300円まで 58人

16040- 2117521
13人 老人福祉・介護事業

(1)8時00分～12時00分 910円～1,000円
雇用期間の定めなし (2)13時00分～17時00分 11人 労災

(3)14時00分～18時00分 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- 2120121

14

清掃員（入善町） 不問 パート労働者

株式会社　富山第一ドライクリー
ニング

 下新川郡入
善町

他
1人

富山県魚津市三ケ７３９－１ 0765-22-5252 毎　週

15

ボイラー施設管理 不問 パート労働者
交替制あ
り

北星ゴム工業株式会社  黒部市 日他
1人

富山県黒部市岡３６２－１４ 0765-52-0001 その他

16

調理・接客 不問 パート労働者
交替制あ
り

株式会社　植万  黒部市 月他
2人

富山県黒部市三日市３６４６ 0765-52-0229 その他

17

レジ作業 不問 パート労働者

株式会社　原信　黒部店  黒部市 他
2人

富山県黒部市荻生西小路７６８６ 0765-54-5111 毎　週

18

商品の製造・加工・陳列 不問 パート労働者

株式会社　原信　黒部店  黒部市 他
4人

富山県黒部市荻生西小路７６８６ 0765-54-5111 毎　週

19

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

20

生活支援員 不問 パート労働者

社会福祉法人　新川むつみ園  下新川郡入
善町

他
1人

富山県下新川郡入善町浦山新２２
０８

0765-78-1131 毎　週

21

医療事務 59歳以下 パート労働者

医療法人社団　ホスピィー  魚津市 日祝
1人

富山県魚津市石垣３８９ 0765-23-6366 毎　週

22

日常清掃作業【入善町総合体育
館】

64歳以下 パート労働者

株式会社　新川ビルサービス  下新川郡入
善町

月他
1人

富山県下新川郡入善町入膳５１８
９

0765-74-0246 毎　週

23

商品陳列スタッフ（お仕事ナン
バー：１０４２００２０）

不問 パート労働者

エイジスマーチャンダイジング
サービス　株式会社

 下新川郡入
善町

他
2人

千葉県千葉市花見川区幕張町３－
７７２７－１

043-213-2006 その他

24

貨物運搬スタッフ（黒部峡谷鉄
道）

不問 パート労働者
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

富山県富山市湊入船町３番３０号 076-444-0035 毎　週

25

事務職（請求書の作成等） 69歳以下 パート労働者
交替制あ
り

魚津交通株式会社  魚津市 土日祝
1人

富山県魚津市本江２８６０－２ 0765-22-0640 毎　週

26

介護職員【入善町東狐】 65歳以下 パート労働者
交替制あ
り

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

他
1人

富山県魚津市吉島１１１８－１ 0765-24-0315 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

4／4


