
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人 老人福祉・介護事業
(1)9時00分～18時00分 279,200円～349,200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　21,000円まで 11人
年2回（前年度実績） 16010-15867521

23人 一般貨物自動車運送業
(1)8時00分～17時00分 160,000円～160,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)16時00分～1時00分 3人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限なし）
2,200人

年2回（前年度実績）50,000円～ 16040- 3981721
167人 その他の食料品製造業

(1)8時30分～17時00分 212,800円～387,500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- 3966821
7人 学校教育支援機関

(1)8時00分～17時00分 170,000円～200,000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　20,000円まで 13人
年1回（前年度実績）50,000円～100,000円 16040- 3974821

6人 学校教育支援機関
(1)8時00分～17時00分 170,000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　20,000円まで 13人
年1回（前年度実績）50,000円～100,000円 16040- 3976521

138人 ニット生地製造業
(1)8時10分～17時00分 168,000円～240,000円

雇用期間の定めなし (2)16時40分～1時30分 92人 雇用・労災・健康・厚生
(3)0時50分～8時20分 実費支給（上限あり）

月額　15,000円まで 138人
16040- 3980021

16人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

190,000円～210,000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（上限なし）
又は22時00分～9時00分 45,183人

年2回（前年度実績）200,000円～300,000円 13040-82852621
14人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

190,000円～210,000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（上限なし）
又は22時00分～9時00分 45,183人

年2回（前年度実績）200,000円～300,000円 13040-82860321
14人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

190,000円～210,000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（上限なし）
又は22時00分～9時00分 45,183人

年2回（前年度実績）200,000円～300,000円 13040-83465521
50人 一般土木建築工事業

(1)8時30分～17時30分 350,000円～550,000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　30,000円まで 325人
年2回（前年度実績）0円～500,000円 15010-26328621

12人 一般土木建築工事業
(1)7時30分～17時00分 180,000円～360,000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 12人
年2回（前年度実績） 16040- 3949821

31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 10人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　30,000円まで 31人
年2回（前年度実績） 16040- 3950421

31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 160,000円～220,000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　30,000円まで 31人
年2回（前年度実績） 16040- 3951321

31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 160,000円～260,000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　30,000円まで 31人
年2回（前年度実績） 16040- 3952621

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 150,000円～180,000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 265人
年2回（前年度実績） 16040- 3953921

177人 電子応用装置製造業
(1)8時30分～17時30分 180,000円～300,000円

雇用期間の定めなし (2)13時00分～15時00分 47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 384人
年2回（前年度実績） 16040- 3954121

0765-22-3477 毎　週

16

総務事務 30歳以下 正社員

株式会社　シキノハイテック  魚津市 日他
1人

富山県魚津市吉島８２９

 黒部市 土日他
2人

富山県黒部市新町１１０番地甲ー
２

0765-52-1330 毎　週

2人
富山県下新川郡入善町道古１８３ 0765-72-4344 その他

15

網戸用ネットの検査（ＹＫＫＡＰ
（株）越湖製造所）

59歳以下 正社員

中野工業　株式会社

0765-72-4344 その他

14

自動化機械のメカ組立【　初心者
歓迎！　】

40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

13

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）

株式会社　山口技研  下新川郡入
善町

日他
2人

富山県下新川郡入善町道古１８３

 下新川郡入
善町

日他
1人

富山県下新川郡入善町道古１８３ 0765-72-4344 その他

1人
富山県下新川郡入善町入膳１９６
６

0765-72-0510 その他

12

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

025-244-7311 毎　週

11

建築・土木施工管理　♪作業動画
公開中♪

64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

中山建設　株式会社  下新川郡入
善町

日他

10

土木技術者（現場経験者・魚津
市）

64歳以下 正社員

株式会社　エムエーシー　新潟事
務所

 魚津市 土日祝他
3人

新潟県新潟市中央区東大通２－２
－９－７０８

 魚津市 他
2人

東京都港区港南二丁目１８番１号
ＪＲ品川イーストビル５階

03-6833-5064 毎　週

2人
東京都港区港南二丁目１８番１号
ＪＲ品川イーストビル５階

03-6833-5064 毎　週

9

接客・調理／魚津本江店 18歳以上 正社員以外

株式会社　すき家

03-6833-5064 毎　週

8

接客・調理／魚津本江店 18歳以上 正社員以外

株式会社　すき家  魚津市 他

7

接客・調理／８号黒部店 18歳以上 正社員以外

株式会社　すき家  黒部市 他

不問 正社員

特定非営利活動法人　教育研究所
宇奈月自立塾

 黒部市 他

2人
東京都港区港南二丁目１８番１号
ＪＲ品川イーストビル５階

 魚津市 日他
2人

富山県魚津市本江８５０ 0765-24-1000 その他

2人
富山県黒部市宇奈月温泉５５０９
－１６

0765-62-9681 毎　週

土日他

1人
富山県黒部市宇奈月温泉５５０９
－１６

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

6

機械保全 59歳以下 正社員
交替制あ
り

オーアイ工業　株式会社

0765-62-9681 毎　週

5

支援員 不問 正社員

特定非営利活動法人　教育研究所
宇奈月自立塾

 黒部市 他

事務員

076-461-7765 毎　週

【先週１週間　　７月　２５日　～　７月　２９日に受理】

賃金

通勤手当

賞与（前年度実績）

4

0765-78-2809 毎　週

3

ＩＴエンジニア・システム運用保
守

59歳以下 正社員

株式会社ウーケ  下新川郡入
善町

土日他

2

製造作業職 18歳以上 正社員以外
交替制あ
り

アサヒロジ株式会社　名古屋支社
北陸支店

 下新川郡入
善町

1

ケアマネ（魚津エリア） 59歳以下 正社員

株式会社　うちくるライフ

1人
富山県下新川郡入善町若栗新３２
１－１　アサヒ飲料株式会社北陸

 魚津市 土日他
1人

富山県富山市西野新４７番地

℡ 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

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　　７月　２５日　～　７月　２９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。

11人 労働者派遣業
(1)8時00分～17時00分 176,000円～200,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)20時00分～5時00分 8人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　15,000円まで 105人

16040- 3955021
3人 労働者派遣業

(1)8時00分～17時00分 183,840円～191,500円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)20時00分～5時00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 105人

16040- 3957821
54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00分 170,000円～190,000円
雇用期間の定めなし (2)8時10分～17時20分 18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 54人
年2回（前年度実績） 16040- 3958221

54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00分 170,000円～190,000円
雇用期間の定めなし (2)8時10分～17時20分 18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 54人
年2回（前年度実績） 16040- 3959521

54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00分 170,000円～190,000円
雇用期間の定めなし (2)8時10分～17時20分 18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 54人
年2回（前年度実績） 16040- 3960321

54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00分 170,000円～200,000円
雇用期間の定めなし (2)8時10分～17時20分 18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 54人
年2回（前年度実績） 16040- 3961621

3人 労働者派遣業
(1)8時00分～16時50分 219,240円～234,900円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)21時00分～5時50分 0人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　15,000円まで 105人

16040- 3962921
31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 160,000円～220,000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　30,000円まで 31人
年2回（前年度実績） 16040- 3963121

31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 10人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　30,000円まで 31人
年2回（前年度実績） 16040- 3964021

16人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

190,000円～210,000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（上限なし）
又は22時00分～9時00分 45,183人

年2回（前年度実績）200,000円～300,000円 13040-82529421
8人 民間放送業（有線放送業を除く）

(1)8時30分～17時30分 160,000円～180,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 6人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし）
16人

年2回（前年度実績） 16040- 3937921
4人 広告業

(1)8時30分～17時30分 200,000円～250,000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）
4人

年2回（前年度実績） 16040- 3939021
5人 パン・菓子製造業

(1)8時30分～17時30分 170,000円～170,000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 51人
年1回（前年度実績）10,000円～100,000円 16040- 3940221

30人 一般土木建築工事業
(1)7時30分～17時00分 250,000円～350,000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（上限あり）
月額　15,000円まで 33人
年2回（前年度実績）300,000円～800,000円 16040- 3945921

30人 一般土木建築工事業
(1)7時30分～17時00分 220,000円～330,000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（上限あり）
月額　15,000円まで 33人
年2回（前年度実績）150,000円～400,000円 16040- 3946121

2人 機械設計業
(1)9時00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）
月額　30,000円まで 12人

16040- 3947021

1人
富山県魚津市新金屋１－１１ー７ 
レジデンス前田１階

0765-23-4050 毎　週

0765-54-1575 その他

32

機械設計技術者、電気設計技術者 59歳以下 正社員

トーヨー技研株式会社　富山支店  魚津市 土日祝他

31

建設作業員★ＹｏｕＴｕｂｅ作業
動画公開中★

59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　新興  黒部市 日他
2人

富山県黒部市若栗３０２－１

 黒部市 日他
2人

富山県黒部市若栗３０２－１ 0765-54-1575 その他

1人
富山県黒部市石田１１６８－１７ 0765-32-3321 毎　週

30

土木施工技術者★ＹｏｕＴｕｂｅ
作業動画公開中★

59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　新興

0765-24-0121 その他

29

事務員（一般事務・経理事務） 64歳以下 正社員

株式会社　東京ブレッド  黒部市 土日祝他

28

一般広告製作、施工 不問 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　ニイカワ広告社  魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市浜経田３３１６－１

 下新川郡入
善町

土日祝他
1人

富山県黒部市三日市２０番地（黒
部市国際文化センタ－内）

0765-57-3311 毎　週

2人
東京都港区港南二丁目１８番１号
ＪＲ品川イーストビル５階

03-6833-5064 毎　週

27

ケーブルテレビの窓口・受付、事
務補助

不問 正社員以外

株式会社新川コミュニティ放送

0765-72-4344 その他

26

接客・調理／８号黒部店 18歳以上 正社員以外

株式会社　すき家  黒部市 他

25

機械設計または電気設計（自動化
省力化機械・専用機）

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

 下新川郡入
善町

日他
2人

富山県下新川郡入善町道古１８３ 0765-72-4344 その他

1人
富山県下新川郡入善町入膳７８３
２－１

0765-74-1136 毎　週

24

技術営業（製造業未経験者でも大
丈夫！！）

35歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　山口技研

0765-22-0939 その他

23

車載部品の仕上げ・検査業務 18歳以上 有期雇用派遣労働者
交替制あ
り

株式会社アイティ興産  下新川郡入
善町

土日他

22

アルミサッシの加工業務 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
1人

富山県魚津市大海寺野１１８１

 魚津市 日祝
1人

富山県魚津市大海寺野１１８１ 0765-22-0939 その他

1人
富山県魚津市大海寺野１１８１ 0765-22-0939 その他

21

アルミサッシの組立業務 61歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　アイザック・ユー

0765-22-0939 その他

20

アルミサッシの部品付け業務 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

19

アルミサッシのバー材切断業務 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
1人

富山県魚津市大海寺野１１８１

 下新川郡入
善町

土日他
2人

富山県下新川郡入善町入膳７８３
２－１

0765-74-1136 毎　週

2人
富山県下新川郡入善町入膳７８３
２－１

0765-74-1136 その他

18

砂型成型業務 18歳以上 有期雇用派遣労働者
交替制あ
り

株式会社アイティ興産

17

自動車ゴム製品製造 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  下新川郡入
善町

日他
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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　　７月　２５日　～　７月　２９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 一般診療所
(1)9時00分～18時30分 270,000円～300,000円

雇用期間の定めなし (2)9時30分～19時00分 6人 雇用・労災・健康・厚生
(3)8時30分～13時00分 実費支給（上限あり）

月額　10,000円まで 6人
年2回（前年度実績） 16040- 3948721

104人 老人福祉・介護事業
(1)8時30分～17時30分 183,300円～199,600円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 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- 3909221

6人 自動車整備業
(1)9時00分～18時00分 235,000円～260,000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　5,000円まで 6人
年2回（前年度実績）680,000円～800,000円 16040- 3910621

13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～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）
月額　7,200円まで 13人
年2回（前年度実績） 16040- 3915821

167人 その他の食料品製造業
(1)7時30分～16時00分 199,000円～288,200円

雇用期間の定めなし (2)15時30分～0時00分 23人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)23時30分～8時00分 実費支給（上限なし）
167人

年2回（前年度実績） 16040- 3916221
65人 児童福祉事業

(1)8時30分～17時15分 171,700円～171,700円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)7時15分～16時00分 50人 公災・健康・厚生

(3)11時15分～20時00分 実費支給（上限あり）
月額　55,000円まで
年2回（前年度実績） 16040- 3917521

18人 その他の飲食料品小売業
(1)8時00分～16時30分 140,800円～144,000円

雇用期間の定めなし (2)7時30分～12時30分 12人 雇用・労災・健康・厚生
一定額
月額　2,000円まで 18人

16040- 3920121
418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 57人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　30,000円まで 418人

16040- 3921021
5人 パン・菓子製造業

(1)8時30分～17時30分 150,000円～160,000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 51人
年1回（前年度実績）10,000円～100,000円 16040- 3922721

58人 冠婚葬祭業
(1)9時00分～17時00分 158,800円～216,400円

雇用期間の定めなし 20人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり） 拠出・給付
又は9時00分～17時30分 月額　24,000円まで 508人

年2回（前年度実績） 16040- 3923821
46人 金属加工機械製造業

(1)8時00分～16時45分 150,000円～220,000円
雇用期間の定めなし 13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- 3924221

23人 金属加工機械製造業
(1)8時00分～16時45分 160,000円～260,000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　20,000円まで 108人
年2回（前年度実績） 16040- 3925521

16人 老人福祉・介護事業
(1)8時00分～17時00分 150,000円～200,000円

雇用期間の定めなし (2)9時00分～18時00分 14人 雇用・労災・健康・厚生
(3)17時00分～9時00分 実費支給（上限あり）

月額　10,000円まで 19人
16040- 3932221

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- 3933521
12人 建物サービス業

(1)8時40分～17時20分 195,000円～265,000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 150人
年2回（前年度実績）50,000円～300,000円 16040- 3934421

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- 3935321

 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
富山県下新川郡入善町入膳５１８
９

0765-74-0246 毎　週

48

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

0765-72-3033 毎　週

47

物流業務【サンリッツ入善工場】
★リーダー候補★

44歳以下 正社員

株式会社　新川ビルサービス  下新川郡入
善町

土日他

46

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
3人

富山県下新川郡入善町上野８８８
１

 下新川郡入
善町

他
3人

富山県魚津市相木４９７－１ 0765-22-8508 その他

2人
富山県黒部市沓掛３２５９ 0765-52-0888 毎　週

45

介護職員 18歳以上 正社員
交替制あ
り

とわ　合同会社

0765-52-0888 毎　週

44

溶接工 40歳以下 正社員

カナヤママシナリー　株式会社  下新川郡入
善町

土日他

43

検査・仕上 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
1人

富山県黒部市沓掛３２５９

 魚津市 他
1人

富山県魚津市大光寺坊丸１３２３
－２

0765-22-3330 その他

1人
富山県黒部市石田１１６８－１７ 0765-32-3321 毎　週

42

一般事務（互助会管理など） 40歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

オークス株式会社　新川支社

0765-72-5511 毎　週

41

一般事務 64歳以下 正社員

株式会社　東京ブレッド  黒部市 土日祝他

40

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
2人

富山県下新川郡入善町福島６１５
番地

 魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市木下新４１３ 0765-22-4760 その他

3人
富山県黒部市石田６７７１ 0765-52-1354 その他

39

盛り付け及び調理・仕込業務、洗
浄補助

不問 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　ミールサービス

0765-76-0023 その他

38

福祉指導員、心理、保育士 不問 正社員以外
交替制あ
り

富山県立黒部学園  黒部市 他

37

工場内製品製造作業 59歳以下 正社員
交替制あ
り

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下飯野２３
２番地の５

 黒部市 日祝他
1人

富山県黒部市沓掛３２５９－６ 0765-54-0007 その他

1人
富山県下新川郡入善町上野６７８
－４

0765-72-4121 その他

36

品質管理・出荷 44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

金山工業株式会社

0765-65-1180 毎　週

35

自動車整備士 不問 正社員
変形（1
年単位）

有限会社　上原自動車商会  下新川郡入
善町

日祝他

34

看護師（デイサービスセンター） 不問 正社員以外

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 土日他
1人

富山県黒部市宇奈月町下立３７

 魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市吉島１丁目８番１０
号

0765-32-3323 なし

33

看護師・准看護師 59歳以下 正社員

医療法人社団　こうちウィメンズ
クリニック

3／5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　　７月　２５日　～　７月　２９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。
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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。

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- 3936621

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
202人

年2回（前年度実績） 16010-15697721
0人 機械器具小売業（自動車，自転車を除く）

930円～1,150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（上限なし）
又は10時00分～20時00分 19,985人

年2回（前年度実績）～70,000円 10020-11430721
3人 鮮魚小売業

900円～1,200円
雇用期間の定めなし 2人 労災

なし
又は8時00分～17時00分 4人

16020- 9137721
0人 他に分類されない生活関連サービス業

900円～900円
雇用期間の定めなし 0人 労災

なし
又は8時30分～18時00分 0人

16010-15817221
2人 電気通信・信号装置工事業

(1)12時00分～16時30分 900円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)13時00分～17時30分 2人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
月額　150,000円まで 571人

16010-15820921
136人 病院

950円～1,300円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 106人 労災

実費支給（上限あり）
又は8時30分～17時30分 月額　20,000円まで 136人

年2回（前年度実績）60,000円～200,000円 16040- 3971121
4人 学習塾

900円～1,000円
雇用期間の定めなし 4人 労災

実費支給（上限あり）
又は15時30分～20時30分 日額　110円まで 4人

16040- 3973721
1人 耕種農業

(1)8時00分～17時00分 880円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)8時00分～12時00分 0人 その他

(3)13時00分～17時00分 なし
1人

16040- 3977421
1人 パン・菓子製造業

(1)12時00分～16時00分 900円～950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　5,000円まで 26人
年2回（前年度実績） 16040- 3979621

15人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

1,050円～1,050円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 8人 労災

実費支給（上限あり）
又は9時00分～23時00分 月額　50,000円まで 23,385人

13070-47904521
14人 老人福祉・介護事業

(1)16時00分～10時00分 900円～970円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 12人 労災

実費支給（上限なし）
16人

16040- 3956721
26人 老人福祉・介護事業

(1)8時00分～16時45分 903円～903円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 22人 労災

実費支給（上限あり）
月額　55,000円まで 34人

16040- 3943321
3人 建物サービス業

(1)7時00分～9時30分 1,100円～1,100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 1,900人

16010-15734021
6人 他に分類されない小売業

(1)12時45分～17時00分 969円～1,151円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 4人 労災

実費支給（上限あり）
月額　7,900円まで 11,465人

18040- 3881121
6人 他に分類されない小売業

(1)8時45分～13時00分 969円～1,099円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 4人 労災

実費支給（上限あり）
月額　7,900円まで 11,465人

18040- 3882021

3人
富山県富山市婦中町高日附８５２ 076-469-3330 毎　週

0765-72-0643 その他

50

機械オペレーター 59歳以下 正社員

津根精機　株式会社  下新川郡入
善町

土日他

49

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
2人

富山県下新川郡入善町吉原４７３
３－１

1

パート／店舗スタッフ／入善店／
１２３４

不問 パート労働者
交替制あ
り

株式会社　ヤマダデンキ  下新川郡入
善町

他
1人

群馬県高崎市栄町１－１ 027-345-8725 毎　週

2

パック詰、鮮魚加工（アップルヒ
ル内）

不問 パート労働者

株式会社ＦＣＣ  魚津市 他
1人

富山県高岡市宮脇町１００３ 0766-27-6666 毎　週

3

ポスティングスタッフ 不問 パート労働者

よろづ  魚津市　他 土日祝他
12人

富山県富山市上本町６－８　照田
ビル２Ｆ

076-482-5462 毎　週

4

電話交換手（黒部市民病院） 不問 パート労働者
交替制あ
り

株式会社　ほくつう　富山支社  黒部市 土日祝他
1人

富山県富山市綾田町１丁目７番２
３号

076-431-1111 毎　週

5

ベットメイク等環境整備 不問 パート労働者

医療法人社団　秋桜　丸川病院  下新川郡入
善町

他
2人

富山県下新川郡入善町青島３９６
番地１

0765-72-5150 毎　週

6

採点業務 不問 パート労働者

公文式　黒部三日市教室  黒部市
月水金土
日他

1人
富山県黒部市三日市紅屋１２８７
－１１　のとやビル２階

090-4326-
9591

毎　週

7

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
1人

富山県魚津市仏田１４４７ 0765-22-5773 毎　週

8

販売員 不問 パート労働者

株式会社　昌栄堂  魚津市 他
1人

富山県黒部市三日市１０７８－１ 0765-54-0002 毎　週

9

接客・調理（丸亀製麺　黒部店）
＊急募＊

不問 パート労働者

株式会社丸亀製麺  黒部市 他
3人

東京都渋谷区道玄坂１－２１－１
渋谷ソラスタ１９階

03-4221-8900 その他

10

介護職（グループホーム・夜勤の
み）

18歳以上 パート労働者
変形
（1ヶ月

特定非営利活動法人　木ここち  黒部市 他
1人

富山県黒部市立野１２９－１ 0765-32-5363 毎　週

11

ボイラー、会館管理、運営、施設
の環境整備

不問 パート労働者

社会福祉法人　黒部市社会福祉協
議会

 黒部市
月火水木
金他

1人
富山県黒部市金屋４６４－１ 0765-54-1082 毎　週

12

清掃（アルビス黒部）＃午前中 不問 パート労働者

アルコット　株式会社  黒部市 他
2人

富山県富山市二口町３丁目５番地
－５

076-421-9330 毎　週

13

日用品売場担当（コメリ入善店）
パート

不問 パート労働者

株式会社コメリ　北陸ストアサ
ポートセンター

 下新川郡入
善町

他
1人

福井県坂井市丸岡町玄女１４－１ 
株式会社コメリ　北陸ストアサ

0776-67-3400 その他

14

花売場担当（コメリ入善店）パー
ト

不問 パート労働者

株式会社コメリ　北陸ストアサ
ポートセンター

 下新川郡入
善町

他
1人

福井県坂井市丸岡町玄女１４－１ 
株式会社コメリ　北陸ストアサ

0776-67-3400 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　　７月　２５日　～　７月　２９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 他に分類されない小売業
(1)8時45分～13時00分 900円～900円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)12時45分～17時00分 4人 労災
実費支給（上限あり）
月額　7,900円まで 11,465人

18040- 3883721
6人 他に分類されない小売業

(1)16時45分～19時30分 900円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 4人 労災

実費支給（上限あり）
月額　7,900円まで 11,465人

18040- 3884821
44人 老人福祉・介護事業

(1)7時30分～9時00分 925円～1,065円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)15時45分～17時30分 39人 労災

実費支給（上限あり）
月額　50,000円まで 91,184人

16010-15691421
2人 建物サービス業

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

実費支給（上限あり）
月額　5,000円まで 25人

16040- 3912121
4人 建物サービス業

(1)8時30分～12時00分 880円～880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- 3913021
1人 耕種農業

(1)8時00分～16時30分 880円～950円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 1人 その他

なし
又は8時00分～16時30分 1人

16040- 3914721
21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～14時50分 920円～920円
雇用期間の定めなし (2)8時20分～14時10分 11人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　7,000円まで 21人
年2回（前年度実績）～60,000円 16040- 3918421

16人 老人福祉・介護事業
1,200円～2,000円

雇用期間の定めなし 14人 労災
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 19人
16040- 3926421

16人 老人福祉・介護事業
880円～1,500円

雇用期間の定めなし 14人 労災
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 19人
16040- 3927321

16人 老人福祉・介護事業
880円～1,000円

雇用期間の定めなし 14人 労災
実費支給（上限あり）

又は7時00分～19時00分 月額　10,000円まで 19人
16040- 3928621

6人 自動車小売業
1,000円～1,000円

雇用期間の定めなし 3人 雇用・労災
なし

又は9時30分～20時30分 16人
年2回（前年度実績） 16040- 3929921

16人 老人福祉・介護事業
(1)17時00分～9時00分 967円～1,090円

雇用期間の定めなし 14人 雇用・労災
実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 19人

16040- 3930721
3人 老人福祉・介護事業

880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7時00分～20時00分 月額　5,000円まで 19人

16040- 3931821
1人 老人福祉・介護事業

(1)9時00分～13時00分 1,010円～1,160円
雇用期間の定めなし 0人 労災

実費支給（上限あり）
日額　200円まで 130人

17020- 4980521
0人 老人福祉・介護事業

(1)9時00分～13時00分 1,010円～1,160円
雇用期間の定めなし 0人 労災

実費支給（上限あり）
日額　200円まで 130人

17020- 4981421

15

レジ担当（コメリ入善店）アルバ
イト

不問 パート労働者

株式会社コメリ　北陸ストアサ
ポートセンター

 下新川郡入
善町

他
2人

福井県坂井市丸岡町玄女１４－１ 
株式会社コメリ　北陸ストアサ

0776-67-3400 その他

16

レジ担当（コメリ入善店）夕方ア
ルバイト

不問 パート労働者

株式会社コメリ　北陸ストアサ
ポートセンター

 下新川郡入
善町

他
3人

福井県坂井市丸岡町玄女１４－１ 
株式会社コメリ　北陸ストアサ

0776-67-3400 その他

17

通所介護送迎車運転業務／ニチイ
ケアセンター黒部

不問 パート労働者

株式会社　ニチイ学館　ヘルスケ
ア事業富山支店

 黒部市 日他
1人

富山県富山市新富町１－１－１２
富山駅前ビル５階 

076-442-2888 毎　週

18

清掃（特別養護老人ホーム　越路
さくら）

不問 パート労働者

株式会社　四葉クリーン  黒部市 他
1人

富山県黒部市吉田２１１２ 0765-32-4289 毎　週

19

清掃（有磯海サービスエリア　下
り）

不問 パート労働者

株式会社　四葉クリーン  魚津市 他
2人

富山県黒部市吉田２１１２ 0765-32-4289 毎　週

20

ねぎの出荷作業員 不問 パート労働者

のばたけ  黒部市 日他
3人

富山県黒部市宇奈月町栃屋４２３ 0765-65-0715 その他

21

アルミ建材製造 59歳以下 パート労働者

有限会社　木下建材  黒部市 土日祝他
1人

富山県魚津市北鬼江２９３１ 0765-22-5997 毎　週

22

正看護師 不問 パート労働者

とわ　合同会社  下新川郡入
善町

他
1人

富山県魚津市相木４９７－１ 0765-22-8508 毎　週

23

介護員【資格有り】 不問 パート労働者

とわ　合同会社  下新川郡入
善町

他
8人

富山県魚津市相木４９７－１ 0765-22-8508 毎　週

24

介護員【資格なし】 不問 パート労働者

とわ　合同会社  下新川郡入
善町

他
4人

富山県魚津市相木４９７－１ 0765-22-8508 毎　週

25

中古カー用品作業スタッフ 不問 パート労働者
交替制あ
り

アップガレージ富山魚津店  魚津市 水他
3人

富山県魚津市大光寺１７２１番地 0765-32-3022 毎　週

26

介護【夜勤専従】 18歳以上 パート労働者
変形
（1ヶ月

とわ　合同会社  下新川郡入
善町

他
4人

富山県魚津市相木４９７－１ 0765-22-8508 毎　週

27

訪問介護 不問 パート労働者

とわ　合同会社  魚津市 日他
4人

富山県魚津市相木４９７－１ 0765-22-8508 毎　週

28

介護職（午前）【デイサービスＣ
ｈａＣｈａＣｈａ】

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

29

介護職（午前）【デイサービスＣ
ＨＡＣＨＡＣＨＡ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
2人

石川県小松市上小松町丙４１－１ 0761-22-2115 毎　週
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