
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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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） 16010-10865621

0人 各種食料品小売業
(1)6時00分～15時00分 191,000円～280,000円

雇用期間の定めなし (2)7時00分～16時00分 0人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)8時00分～17時00分 実費支給（上限なし） 拠出
3,195人

年2回（前年度実績） 16010-10909521
497人 その他の電気機械器具製造業

(1)8時00分～16時45分 170,500円～320,000円
雇用期間の定めなし 157人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり） 給付
月額　108,000円まで 75,505人
年2回（前年度実績） 16040- 2681121

189人 電子応用装置製造業
(1)8時30分～17時30分 200,000円～300,000円

雇用期間の定めなし (2)13時00分～15時00分 53人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり） 拠出
月額　100,000円まで 357人
年2回（前年度実績） 16040- 2683721

5人 水産食料品製造業
(1)9時00分～18時00分 200,000円～250,000円

雇用期間の定めなし (2)8時00分～17時00分 4人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　25,000円まで 5人
年2回（前年度実績） 16040- 2684821

110人 病院
(1)8時30分～17時00分 203,000円～213,000円

雇用期間の定めなし 75人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　18,400円まで 147人
年2回（前年度実績） 16040- 2687421

10人 一般貨物自動車運送業
(1)8時00分～17時00分 230,000円～280,000円

雇用期間の定めなし 2人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　12,000円まで 56人
年2回（前年度実績） 16040- 2690021

5人 一般貨物自動車運送業
(1)8時00分～17時00分 230,000円～280,000円

雇用期間の定めなし 1人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　12,000円まで 56人
年2回（前年度実績） 16040- 2691721

10人 経済団体
(1)8時45分～17時30分 150,600円～182,200円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 5人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　5,000円まで 23人
年2回（前年度実績） 16040- 2692821

6人 倉庫業（冷蔵倉庫業を除く）

(1)8時00分～17時00分 190,000円～220,000円
雇用期間の定めなし 1人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　31,600円まで 70人
年2回（前年度実績）10,000円～400,000円 22040- 3498621

0人 各種食料品小売業
(1)6時00分～15時00分 191,000円～280,000円

雇用期間の定めなし (2)7時00分～16時00分 0人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)8時00分～17時00分 実費支給（上限なし） 拠出
3,195人

年2回（前年度実績） 16010-10766521
0人 各種食料品小売業

(1)6時00分～15時00分 191,000円～280,000円
雇用期間の定めなし (2)7時00分～16時00分 0人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)8時00分～17時00分 実費支給（上限なし） 拠出
3,195人

年2回（前年度実績） 16010-10770021
40人 一般産業用機械・装置製造業

(1)8時00分～16時45分 170,000円～250,000円
雇用期間の定めなし 10人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし） 給付
207人

年2回（前年度実績） 16010-10782521
80人 自動車小売業

(1)8時30分～17時00分 162,820円～236,300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（上限あり）
月額　12,900円まで 170人
年2回（前年度実績） 16010-10797721

39人 一般産業用機械・装置製造業

(1)8時00分～16時45分 170,000円～250,000円
雇用期間の定めなし 5人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限なし） 給付
39人

年2回（前年度実績） 16040- 2667821
104人 老人福祉・介護事業

(1)7時00分～16時00分 162,300円～190,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)9時15分～18時15分 76人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　22,500円まで 132人
年2回（前年度実績） 16040- 2670321

1

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

3人
富山県富山市赤田４８７－１

 下新川郡入
善町

他
3人

富山県富山市水橋中村町２５１番
地１

076-479-9701 毎　週

【先週１週間　　５月　１６日　～　５月　２０日に受理】

賃金

通勤手当

賞与（前年度実績）

4

資材購買業務（未経験可） 59歳以下 正社員
フレック
ス

株式会社　シキノハイテック

076-421-1500 その他

3

資材部門における材料調達・取引
先様との窓口業務

35歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

京セラ株式会社　富山入善工場  下新川郡入
善町

日祝他

2

鮮魚技術者【食品スーパーの鮮魚
部門】

44歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社　大阪屋ショップ  黒部市　他 他

1人
富山県黒部市宇奈月町下立２８２
９

 魚津市 日他
1人

富山県魚津市吉島８２９ 0765-22-3477 毎　週

1人
富山県下新川郡入善町入膳５６０
番地

0765-74-2811 その他

7

管理者（営業所幹部候補）【総合
職】

59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　此川運輸

0765-65-0011 毎　週

6

管理栄養士 64歳以下 正社員

医療法人社団　信和会（魚津神経
サナトリウム）

 魚津市 他

5

注文受付・接客スタッフ 不問 正社員

株式会社　食品企画Ｋｏｎｏ．  黒部市 他

1人
富山県黒部市宇奈月町下立６５６

 黒部市 日他
1人

富山県黒部市宇奈月町下立６５６ 0765-65-0013 その他

1人
富山県魚津市江口１７８４－１ 0765-22-3486 毎　週

10

フォークリフトオペレーター／富
山営業所

59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

第一倉庫　株式会社

0765-65-0013 その他

9

自主事業の企画運営、美術館業務
全般、喫茶業務補助ほか

不問 正社員以外

一般社団法人　黒部・宇奈月温泉
観光局

 黒部市 他

8

管理者（営業所幹部候補） 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　此川運輸  黒部市　他 日他

3人
富山県富山市赤田４８７－１

 下新川郡入
善町

日祝他
1人

静岡県静岡市清水区辻１丁目１４
番２２号

054-367-0178 その他

1人
富山県黒部市若栗３２１２－１ 0765-57-2850 毎　週

13

機械オペレーター 59歳以下 正社員

津根精機　株式会社

076-421-1500 その他

12

惣菜部門担当者【食品スーパー惣
菜部門】

44歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社　大阪屋ショップ  黒部市　他 他

11

精肉技術者【食品スーパーの精肉
部門】

44歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社　大阪屋ショップ  黒部市　他 他

6人
富山県富山市野口８４２番地

 下新川郡入
善町

土日他
3人

富山県富山市婦中町高日附８５２ 076-469-3330 毎　週

3人
富山県富山市赤田４８７－１ 076-421-1500 その他

16

日勤専従介護員（特別養護老人
ホーム）

不問 正社員以外
交替制あ
り

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

076-436-6110 その他

15

機械オペレーター 59歳以下 正社員

株式会社　津根ワグナー・カーバ
イト

 下新川郡入
善町

土日他

14

自動車整備士（富山営業所・新川
営業所・呉西ＳＣいずれか）

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　他 日祝他

 黒部市 他
1人

富山県黒部市宇奈月町下立３７ 0765-65-1180 その他

3人
富山県下新川郡入善町上野８８８
１

0765-72-3033 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。

18人 海面漁業
(1)1時00分～11時30分 192,000円～270,000円

雇用期間の定めなし (2)1時00分～9時00分 1人 雇用・労災・健康・厚生
(3)1時00分～6時00分 なし

18人
年1回（前年度実績） 16040- 2671621

3人 洗濯業
(1)10時00分～19時00分 170,000円～200,000円

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

月額　10,000円まで 170人
年2回（前年度実績）30,000円～ 16040- 2672921

1人 電気工事業
(1)8時00分～17時00分 180,000円～300,000円

雇用期間の定めなし 1人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 1人

16040- 2688321
5人 木造建築工事業

(1)8時30分～17時30分 170,000円～250,000円
雇用期間の定めなし 5人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 5人
年3回（前年度実績） 16040- 2660421

27人 産業廃棄物処理業
(1)8時00分～17時00分 245,870円～245,870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）
月額　25,000円まで 27人
年2回（前年度実績） 16040- 2662621

4人 自動車整備業
(1)8時30分～17時30分 165,000円～357,000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 4人
年1回（前年度実績）50,000円～200,000円 16040- 2663921

10人 障害者福祉事業
(1)8時30分～17時15分 156,000円～160,000円

雇用期間の定めなし (2)9時00分～17時45分 8人 雇用・労災・健康・厚生
(3)8時30分～12時15分 実費支給（上限あり）

月額　15,000円まで 23人
年2回（前年度実績） 16040- 2665021

19人 建物サービス業
(1)8時00分～17時15分 201,500円～250,000円

雇用期間の定めなし (2)20時00分～5時00分 6人 雇用・労災・健康・厚生
(3)8時00分～17時00分 実費支給（上限あり）

月額　10,000円まで 150人
年2回（前年度実績）300,000円～700,000円 16040- 2666721

4人 保険媒介代理業
(1)9時30分～19時00分 213,000円～218,900円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 2人 雇用・労災・健康・厚生・その他

実費支給（上限あり）
月額　30,000円まで 38人
年2回（前年度実績）50,000円～ 17010-12256021

15人 老人福祉・介護事業
(1)7時30分～16時30分 212,000円～257,000円

雇用期間の定めなし (2)10時00分～19時00分 10人 雇用・労災・健康・厚生
(3)16時00分～10時00分 実費支給（上限あり）

月額　30,000円まで 36人
年2回（前年度実績） 16020- 6040021

43人 一般貨物自動車運送業
(1)8時00分～17時00分 229,300円～253,300円

雇用期間の定めなし 26人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり） 拠出
月額　50,000円まで 182,651
年2回（前年度実績） 16020- 6063621

0人 老人福祉・介護事業
(1)7時30分～16時30分 212,000円～257,000円

雇用期間の定めなし (2)10時00分～19時00分 0人 雇用・労災・健康・厚生
(3)16時00分～10時00分 実費支給（上限あり）

月額　30,000円まで 15人
年2回（前年度実績） 16020- 6069221

15人 老人福祉・介護事業
(1)7時30分～16時30分 212,000円～257,000円

雇用期間の定めなし (2)10時00分～19時00分 10人 雇用・労災・健康・厚生
(3)16時00分～10時00分 実費支給（上限あり）

月額　30,000円まで 15人
年2回（前年度実績） 16020- 6072121

20人 老人福祉・介護事業
(1)7時30分～16時30分 212,000円～257,000円

雇用期間の定めなし (2)10時00分～19時00分 15人 雇用・労災・健康・厚生
(3)16時00分～10時00分 実費支給（上限あり）

月額　30,000円まで 36人
年2回（前年度実績） 16020- 6073021

14人 自動車整備業
(1)9時00分～18時00分 144,705円～247,500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（上限あり） 厚生
月額　2,000円まで 18人

16040- 2654621
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 155,000円～220,000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- 2656121

2人
富山県下新川郡入善町吉原４７３
３－１

19

0765-72-0643 その他

18

店員（魚津・滑川市内） 61歳以下 正社員以外
変形（1
年単位）

株式会社　富山第一ドライクリー
ニング

 魚津市 他

17

定置網漁業 18歳～64歳 正社員

有限会社　目合又大謀網  下新川郡入
善町

日他

1人
富山県黒部市宇奈月町浦山８０４
－１ 

1人
富山県魚津市三ケ７３９－１ 0765-22-5252 その他

21

営業職（ルート営業） 40歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　エスアール　富山事業
所

0765-65-1233 その他

20

社内業務（広報等） 40歳以下 正社員
変形（1
年単位）

フォルムゼノマ株式会社  黒部市 日祝他

電気工事 不問 正社員

株式会社　Ｇｌｅｅｔｅｃ  黒部市 日祝他

1人
富山県下新川郡朝日町横尾１２４
５

 魚津市 日祝他
2人

富山県魚津市横枕２４８－６ 0765-24-6311 その他

1人
富山県黒部市荻生５２５３－２ 0765-56-7531 その他

24

設備保全業務【京セラ】 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　新川ビルサービス

0765-83-2266 その他

23

支援員及び児童指導員 59歳以下 正社員
交替制あ
り

特定非営利活動法人　わかくさ会  魚津市 日祝他

22

自動車整備士 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

有限会社　黒東モータース  下新川郡朝
日町

日祝他

1人
石川県金沢市北安江２－２４－８
信開北安江ビル１Ｆ

 下新川郡入
善町

他
1人

富山県下新川郡入善町入膳５１８
９

0765-74-0246 毎　週

2人
富山県魚津市大光寺１０１０－１
４

0765-55-4126 その他

27

乗務（セールスドライバー）【呉
東】

64歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

ヤマト運輸株式会社　富山主管支
店

076-265-5066 毎　週

26

介護職員（介護支援専門員）【グ
ループホーム黒部】

64歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

ケアスタジオ　株式会社  黒部市 他

25

営業職　来店型保険ショップアド
バイザー　未経験者歓迎

不問 正社員以外

ティ・アイ・エス株式会社  魚津市 他

1人
富山県高岡市関町６－２

 魚津市 他
5人

富山県射水市本開発３０５－１ 0766-55-1935 その他

1人
富山県高岡市関町６－２ 0766-54-6346 その他

30

介護職員（介護支援専門員）【ケ
アホーム生地】

64歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

ケアスタジオ　株式会社

0766-54-6346 その他

29

介護職員（介護支援専門員）【グ
ループホーム入善】

18歳～64歳 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社　ウェルフェアサービス  下新川郡入
善町

他

28

介護職員（介護支援専門員）【グ
ループホームうわの】

18歳～64歳 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社　ウェルフェアサービス  下新川郡入
善町

他

1人
富山県黒部市前沢１９１８－６

 黒部市 他
1人

富山県高岡市関町６－２ 0766-54-6346 その他

1人
富山県高岡市関町６－２ 0766-54-6346 その他

0765-54-1377 その他

32

軽作業（図面を見ながら穴あけ作
業）

44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

31

事務職 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

有限会社　カーメインテナンス朝
倉

 黒部市 日祝他

1人
富山県下新川郡入善町道古１８３ 0765-72-4344 その他
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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　　５月　１６日　～　５月　２０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。

104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 200,000円～350,000円
雇用期間の定めなし (2)10時00分～15時00分 24人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　50,000円まで 138人
年2回（前年度実績） 16040- 2657021

10人 酒場，ビヤホール
(1)15時00分～0時00分 210,000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

13170-12471821
5人 電気通信・信号装置工事業

(1)8時30分～17時30分 190,000円～290,000円
雇用期間の定めなし 1人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　31,600円まで 140人
年3回（前年度実績） 16010-10529221

10人 一般乗用旅客自動車運送業
169,900円～219,000円

雇用期間の定めなし 2人 雇用・労災・健康・厚生・財形

なし
又は5時30分～23時00分 496人

年2回（前年度実績） 16010-10568721
56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30分～17時20分 170,000円～180,000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（上限あり） 拠出
月額　30,000円まで 56人
年2回（前年度実績） 16040- 2636421

7人 一般廃棄物処理業
(1)8時00分～16時30分 242,000円～250,000円

雇用期間の定めなし (2)8時00分～12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　5,000円まで 8人
年2回（前年度実績） 16040- 2637321

4人 遊戯場
(1)9時00分～17時00分 150,000円～150,000円

雇用期間の定めなし (2)16時30分～0時30分 1人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　15,000円まで 4人

16040- 2639921
10人 管工事業（さく井工事業を除く）

(1)8時00分～17時00分 205,000円～300,000円
雇用期間の定めなし 1人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 10人
年3回（前年度実績） 16040- 2640721

10人 管工事業（さく井工事業を除く）

(1)8時00分～17時00分 205,000円～300,000円
雇用期間の定めなし 1人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 10人
年3回（前年度実績） 16040- 2642221

9人 その他の生産用機械・同部分品製造業

(1)8時00分～17時00分 193,600円～352,000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　10,000円まで 9人

16040- 2644421
9人 その他の生産用機械・同部分品製造業

(1)8時00分～17時00分 176,000円～220,000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　10,000円まで 9人

16040- 2645321
23人 燃料小売業

(1)7時30分～16時30分 200,000円～320,000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10時30分～19時30分 月額　20,000円まで 23人

年2回（前年度実績）140,000円～300,000円 16040- 2649021
5人 医薬品・化粧品小売業

(1)8時30分～17時30分 170,000円～170,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)10時00分～19時00分 3人 雇用・労災・健康・厚生

(3)11時00分～20時00分 実費支給（上限なし）
又は8時30分～20時00分 6,864人

17080- 4051821
4人 一般土木建築工事業

(1)7時40分～16時50分 264,000円～264,000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）
月額　10,000円まで 4人
年2回（前年度実績）200,000円～600,000円 16040-   15620

15人 建物サービス業
(1)9時00分～15時00分 900円～920円

雇用期間の定めなし 0人 雇用・労災
実費支給（上限あり）
月額　13,000円まで 116人

16010-10844821
18人 その他の専門サービス業

(1)8時00分～17時00分 900円～1,200円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)8時30分～17時30分 16人 雇用・労災

(3)8時30分～12時00分 実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 26人
年2回（前年度実績） 16010-10863421

2

介護職（ケアセンター春日の郷） 不問 パート労働者

有限会社　北陸ケアサービス  下新川郡入
善町

土日他
1人

富山県富山市水橋中村町２５１番
地１

076-479-9701 毎　週

1

総合事務職 不問 パート労働者

株式会社　オフィスケィ  黒部市 日他
5人

富山県富山市鶴ヶ丘町１０２番地
１

076-452-5211 毎　週

46

土木作業員、樹木伐採員 不問 正社員以外

株式会社　朝倉組  黒部市 土日
1人

富山県黒部市宇奈月町音沢４６１ 0765-65-0188 毎　週

33

機械設計業務 59歳以下 正社員
フレック
ス

株式会社ＴＳＳ　朝日工場  下新川郡朝
日町

土日祝他
2人

富山県下新川郡朝日町草野２７１
－３

0765-82-1100 毎　週

44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

大和電建　株式会社　富山支店

0422-36-6788 その他

34

正社員店舗スタッフ（魚民　黒部
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  黒部市 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

 黒部市 日他
1人

富山県富山市婦中町西本郷４３６
－６３

076-421-5511 その他

35

総合職（黒部営業所）

38

可燃物・不燃物の収集運搬 59歳以下 正社員

有限会社　朝日ビューティロック

076-432-5532 その他

37

アルミサッシの組立、配達業務 61歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　アイザック・ユー  魚津市 日祝

36

ミニバス（普通車）運転手（黒部
自動車営業所）

59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

富山地方鉄道　株式会社  黒部市 他

1人
富山県下新川郡入善町上野７２５
３－２

 下新川郡朝
日町

日他
1人

富山県下新川郡朝日町藤塚４３０
番地

0765-82-1351 その他

1人
富山県魚津市大海寺野１１８１ 0765-22-0939 その他

 下新川郡入
善町

他

1人
富山県富山市桜町１丁目１番３６
号

41

土木作業及び重機オペレーター 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　スペースシステム

0765-72-1810 毎　週

40

現場管理（見習い可） 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　スペースシステム  魚津市 日他

39

店舗管理 18歳以上 正社員
交替制あ
り

株式会社　北陸ロータリー　サー
ビスエリアｉｎ入善

2人
富山県下新川郡朝日町泊４５５－
４

 魚津市 日他
1人

富山県魚津市本江３２０７－３ 0765-24-6225 その他

1人
富山県魚津市本江３２０７－３ 0765-24-6225 その他

44

（魚津市）セルフガソリンスタン
ドの運営管理及び自動車整備

64歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

有限会社　浜岡商店

0765-32-4033 その他

43

簡単な軽作業 不問 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　Ｍ．Ｋ．Ｅ  下新川郡朝
日町

他

42

簡単な軽作業 44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　Ｍ．Ｋ．Ｅ  下新川郡朝
日町

他

 魚津市 他
5人

富山県魚津市末広町２－２０ 0765-24-1450 その他

2人
富山県下新川郡朝日町泊４５５－
４

0765-32-4033 その他

076-274-6111 その他

45

医療事務（契約社員）　富山１：
朝日、入善、黒部、魚津

不問 正社員以外
変形
（1ヶ月

株式会社　クスリのアオキ  下新川郡朝
日町

他
1人

石川県白山市松本町２５１２
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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
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賃金
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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。

56人 その他の専門サービス業
(1)8時30分～12時45分 930円～935円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 52人 雇用・労災
実費支給（上限あり）
月額　50,000円まで 91,184人

16020- 6209121
40人 各種食料品小売業

(1)7時30分～12時30分 880円～900円
雇用期間の定めなし 30人 労災

なし
110人

16040- 2679421
40人 各種食料品小売業

(1)9時00分～13時00分 880円～900円
雇用期間の定めなし 30人 労災

なし
110人

16040- 2680921
98人 病院

(1)8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)8時00分～14時00分 69人 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- 2682021

0人 婦人・子供服小売業
(1)16時00分～20時00分 900円～900円

雇用期間の定めなし 0人 労災
実費支給（上限あり）
月額　5,000円まで 25人

16040- 2685221
12人 障害者福祉事業

2,000円～2,000円
雇用期間の定めなし 10人 労災

実費支給（上限あり）
又は8時00分～17時00分 月額　10,000円まで 112人

16040- 2686521
45人 その他の社会保険・社会福祉・介護事業

(1)8時15分～12時00分 882円～1,310円
雇用期間の定めなし 42人 労災

なし
45人

年2回（前年度実績） 16040- 2689621
104人 老人福祉・介護事業

(1)21時45分～8時15分 1,000円～1,200円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 76人 労災

実費支給（上限あり）
月額　22,500円まで 132人

16040- 2668221
25人 その他のプラスチック製品製造業

(1)9時00分～16時00分 900円～1,100円
雇用期間の定めなし (2)10時00分～15時00分 24人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 25人

16040- 2669521
6人 他に分類されない小売業

900円～1,200円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 5人 労災

実費支給（上限あり）
又は9時00分～16時00分 月額　5,000円まで 6人

16040- 2674021
0人 園芸サービス業

880円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 0人 労災

実費支給（上限あり）
又は8時00分～17時00分 日額　500円まで

16040- 2675721
0人 園芸サービス業

880円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 0人 労災

実費支給（上限あり）
又は8時00分～17時00分 日額　500円まで

16040- 2676821
5人 木造建築工事業

900円～1,200円
雇用期間の定めなし 5人 労災

実費支給（上限あり）
又は8時30分～17時30分 月額　10,000円まで 5人

16040- 2659821
51人 電子デバイス製造業

(1)9時15分～15時00分 1,000円～1,500円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 31人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
月額　25,000円まで 82人
年2回（前年度実績）10,000円～30,000円 16040- 2661321

9人 旅館，ホテル
1,050円～1,300円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 5人 労災
実費支給（上限なし）

又は0時00分～23時59分 3,209人
17010-12230021

0人 老人福祉・介護事業
(1)9時00分～13時00分 1,200円～1,400円

雇用期間の定めなし 0人 雇用・労災
実費支給（上限あり）
日額　200円まで 130人

17020- 3368821

18

看護師（デイサービスＣＨＡＣＨ
ＡＣＨＡ黒部）

59歳以下 パート労働者

長寿メディカル　株式会社  黒部市 土日他
1人

石川県小松市上小松町丙４１－１ 0761-22-2115 毎　週

17

ホテルフロントスタッフ　アパホ
テル〈魚津駅前〉

20歳以上 パート労働者
交替制あ
り

アパホテル　株式会社  魚津市 他
3人

石川県金沢市広岡１丁目９－２８ 076-232-8533 その他

16

工場労務作業・工場間の運搬作業 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

15

社内業務（広報等） 59歳以下 パート労働者

フォルムゼノマ株式会社  黒部市 日祝他
1人

富山県黒部市荻生５２５３－２ 0765-56-7531 その他

14

事務補助 不問 パート労働者

そうけん  下新川郡入
善町

他
1人

富山県下新川郡入善町東狐３０９
－９

090-8702-
1274

毎　週

13

庭木剪定等の作業補助 不問 パート労働者

そうけん  下新川郡入
善町

他
1人

富山県下新川郡入善町東狐３０９
－９

090-8702-
1274

毎　週

12

ＨＰ作成（オープニングスタッ
フ）

不問 パート労働者

くろべの太陽　株式会社  黒部市 日他
2人

富山県黒部市若栗２７８８番地１ 0765-52-0173 その他

11

組立・検査 69歳以下 パート労働者

アイテクノ  黒部市 土日祝他
2人

富山県黒部市宇奈月町下立１１０
３

0765-65-1827 毎　週

10

夜勤専従介護職員 18歳以上 パート労働者

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
1人

富山県黒部市宇奈月町下立３７ 0765-65-1180 毎　週

9

介護職員 69歳以下 パート労働者

アイ福祉サポート　株式会社  黒部市 日他
2人

富山県黒部市生地芦区３４ 0765-33-4460 毎　週

8

ケアマネ－ジャー（双葉） 不問 パート労働者

社会福祉法人　にいかわ苑  下新川郡入
善町

他
1人

富山県下新川郡入善町横山７８－
１

0765-74-2520 毎　週

7

子供服販売　Ｆ．０．ＫＩＤＳ
（メルシー）

不問 パート労働者

エヌテーアール株式会社  黒部市 他
1人

富山県魚津市新金屋２丁目９－６ 0765-24-3851 その他

6

運転手（スコール） 60歳～70歳 パート労働者

医療法人社団　ホスピィー  魚津市
月火水木
金土

1人
富山県魚津市石垣３８９ 0765-23-6366 毎　週

5

レジ業務 不問 パート労働者

有限会社　さんせん  黒部市 他
1人

富山県黒部市田家新７４２ 0765-54-0099 毎　週

4

青果業務 不問 パート労働者

有限会社　さんせん  黒部市 他
1人

富山県黒部市田家新７４２ 0765-54-0099 毎　週

3

医療事務【黒部市民病院】窓口業
務

不問 パート労働者

株式会社　ニチイ学館　高岡支店  黒部市 土日祝他
1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
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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　　５月　１６日　～　５月　２０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。

27人 その他の専門サービス業
(1)7時15分～16時00分 1,050円～1,050円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)8時30分～17時30分 14人 雇用・労災・健康・厚生
(3)9時30分～18時30分 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

16010-10632221
27人 その他の専門サービス業

880円～1,180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）
又は7時00分～18時00分 月額　16,100円まで 177人

16010-10635321
27人 その他の専門サービス業

880円～1,180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）
又は7時00分～18時00分 月額　16,100円まで 177人

16010-10637921
19人 一般産業用機械・装置製造業

(1)8時00分～17時00分 880円～1,000円
雇用期間の定めなし 6人 雇用・労災

実費支給（上限なし）
19人

16040- 2655921
1人 一般診療所

(1)8時00分～12時00分 1,200円～1,300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　8,000円まで 1人
年2回（前年度実績）200,000円～200,000円 16040- 2658721

32人 市町村機関
(1)8時30分～17時15分 1,339円～1,339円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)8時30分～12時30分 13人 公災
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- 2635521

180人 病院
(1)8時00分～13時30分 1,000円～1,000円

雇用期間の定めなし (2)10時00分～15時30分 135人 雇用・労災
(3)10時00分～14時00分 実費支給（上限あり）

月額　20,000円まで 180人
16040- 2638621

4人 美容業
(1)9時30分～16時00分 950円～950円

雇用期間の定めなし (2)14時00分～19時00分 4人 雇用・労災
(3)9時30分～17時00分 実費支給（上限あり）

月額　10,000円まで 4人
年2回（前年度実績）160,000円～160,000円 16040- 2641821

9人 その他の生産用機械・同部分品製造業

(1)8時00分～17時00分 1,000円～1,300円
雇用期間の定めなし 4人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
又は8時00分～17時00分 月額　10,000円まで 9人

16040- 2643521
12人 建設用・建築用金属製品製造業（製缶板金業を含む）

935円～980円
雇用期間の定めなし 9人 労災

実費支給（上限あり）
又は8時20分～17時00分 月額　5,000円まで 14人

年2回（前年度実績） 16040- 2647921
23人 燃料小売業

(1)7時30分～13時30分 1,000円～1,000円
雇用期間の定めなし 4人 労災

なし
23人

16040- 2651521
8人 燃料小売業

(1)7時00分～11時00分 1,000円～1,000円
雇用期間の定めなし (2)10時00分～17時00分 1人 労災

(3)17時30分～23時00分 なし
又は7時00分～23時00分 16人

16070- 1702721
4人 老人福祉・介護事業

1,400円～1,500円
雇用期間の定めなし 3人 労災

実費支給（上限あり）
又は8時30分～13時30分 日額　200円まで 130人

17020- 3266321

31

看護師（デイサービスＣｈａＣｈ
ａＣｈａ）

59歳以下 パート労働者

長寿メディカル　株式会社  下新川郡入
善町

土日他
1人

石川県小松市上小松町丙４１－１ 0761-22-2115 毎　週

30

ガソリンスタンド店員（魚津ＳＳ
／パートタイム）

不問 パート労働者

丸三商事　株式会社  魚津市 他
2人

富山県滑川市上小泉３５ 076-475-0760 毎　週

29

（魚津市）セルフガソリンスタン
ドの運営及び自動車整備

不問 パート労働者

有限会社　浜岡商店  魚津市 他
3人

富山県魚津市末広町２－２０ 0765-24-1450 その他

28

建材部品組立・検査 不問 パート労働者

ナカジンラフター株式会社  黒部市 土日祝他
1人

富山県黒部市生地２６３ 0765-57-0835 毎　週

27

簡単な軽作業 不問 パート労働者

株式会社　Ｍ．Ｋ．Ｅ  下新川郡朝
日町

他
2人

富山県下新川郡朝日町泊４５５－
４

0765-32-4033 その他

26

エステティシャン 不問 パート労働者

株式会社　ソフィア 
エステティックジュビラン　プラ

 魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市北鬼江２－１８－１
０

0765-32-4620 その他

25

調理員（調理補助） 不問 パート労働者

医療法人社団　一志会　池田リハ
ビリテーション病院

 黒部市 日祝他
1人

富山県黒部市荻生８２１ 0765-54-5400 毎　週

24

建築技術専門員 不問 パート労働者

黒部市教育委員会  黒部市
火木土日
祝他

1人
富山県黒部市三日市１３０１ 0765-54-2111 毎　週

23

看護師 59歳以下 パート労働者

医療法人社団　大崎医院  魚津市 日祝
1人

富山県魚津市北鬼江２丁目１２－
２６

0765-24-0301 なし

22

金属加工（穴あけ・フライス盤） 不問 パート労働者

株式会社　水島機械設計  下新川郡朝
日町

日祝他
1人

富山県下新川郡朝日町月山４８－
２

0765-83-3508 その他

21

物販コーナー販売スタッフ（黒部
峡谷鉄道欅平駅売店）

不問 パート労働者

株式会社　ジェック経営コンサル
タント

 黒部市 他
2人

富山県富山市湊入船町３番３０号 076-444-0035 毎　週

20

食堂調理スタッフ（黒部峡谷鉄道
欅平駅食堂）

不問 パート労働者

株式会社　ジェック経営コンサル
タント

 黒部市 他
4人

富山県富山市湊入船町３番３０号 076-444-0035 毎　週

19

物販コーナー販売スタッフ（黒部
峡谷鉄道宇奈月駅売店）

不問 パート労働者

株式会社　ジェック経営コンサル
タント

 黒部市 他
5人

富山県富山市湊入船町３番３０号 076-444-0035 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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