
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
その他の各種商品小売業（従業者が常時５０人未満のもの）

(1)8時00分～16時45分 260,000円～290,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)13時00分～21時45分 4人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし）
又は0時00分～23時59分 13,070人

年2回（前年度実績）0円～660,000円 13040-97004221
11人 各種食料品小売業

(1)8時00分～18時00分 210,000円～210,000円
雇用期間の定めなし 8人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし）
159人

年2回（前年度実績） 16010-17801021
8人 各種食料品小売業

(1)8時00分～17時30分 200,000円～240,000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）
159人

年2回（前年度実績） 16010-17803821
10人 労働者派遣業

(1)8時00分～16時45分 208,888円～208,888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（上限なし）
50人

16010-17735521
8人 一般貨物自動車運送業

(1)8時00分～17時00分 240,000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　11,300円まで 8人
年2回（前年度実績） 16040- 4461421

17人 老人福祉・介護事業
(1)8時30分～17時30分 250,000円～270,000円

雇用期間の定めなし 15人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　12,000円まで 33人
年2回（前年度実績） 16040- 4462321

186人 電子デバイス製造業
(1)8時10分～17時00分 170,000円～170,000円

雇用期間の定めなし 103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 242人
年2回（前年度実績） 16040- 4464921

9人 とび・土工・コンクリート工事業

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

実費支給（上限なし）
9人

16040- 4465121
9人 とび・土工・コンクリート工事業

(1)8時00分～17時00分 200,000円～370,000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 9人

16040- 4466021
9人 とび・土工・コンクリート工事業

(1)8時00分～17時00分 200,000円～370,000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 9人

16040- 4467721
9人 とび・土工・コンクリート工事業

(1)8時00分～17時00分 200,000円～370,000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 9人

16040- 4469221
8人 建物サービス業

(1)8時00分～17時00分 147,822円～174,844円
雇用期間の定めなし 7人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
日額　400円まで 150人
年2回（前年度実績）10,000円～30,000円 16040- 4451221

23人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

(1)4時45分～13時45分 200,000円～250,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)13時45分～22時45分 20人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし）
44,031人

年2回（前年度実績）70,000円～200,000円 16040- 4453421
13人 パン・菓子製造業

(1)7時15分～16時30分 170,000円～180,000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）
月額　10,000円まで 26人
年2回（前年度実績） 16040- 4456921

13人 パン・菓子製造業
(1)8時00分～17時30分 170,000円～180,000円

雇用期間の定めなし (2)8時30分～18時00分 9人 雇用・労災・健康・厚生
(3)7時30分～17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） 16040- 4457121

1,027人 他に分類されない小売業
(1)8時45分～18時00分 179,000円～233,000円

雇用期間の定めなし (2)10時45分～20時00分 594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　19,000円まで 11,465人
年2回（前年度実績） 15070-10013121

1

店舗運営職／富山県魚津市（魚津
シーサイド）

18歳以上 正社員以外
交替制あ
り

株式会社　ファミリーマート

2人
富山県富山市東岩瀬町３１５番地

　魚津市 他
1人

東京都港区芝浦３－１－２１ 
ｍｓｂ　Ｔａｍａｃｈｉ　田町ス

03-6436-7600 毎　週

【先週１週間　　８月　２２日～　８月　２６日に受理】

賃金

通勤手当

賞与（前年度実績）

4

受付案内事務 不問 有期雇用派遣労働者

株式会社　ライフワーク北陸

076-438-0870 その他

3

お惣菜調理・販売スタッフ（チー
フ候補／富山県内）

40歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社　マルチョウ神戸屋 魚津市　他 他

2

店長候補（精肉技術スタッフ） 59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社　マルチョウ神戸屋 魚津市　他 他

1人
富山県魚津市弥源寺５５０

　黒部市 土日祝他
1人

富山県富山市新庄町１５７－１ 076-492-0077 毎　週

3人
富山県富山市東岩瀬町３１５番地 076-438-0870 その他

7

出荷管理 44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

朝日電子　株式会社

0765-32-3856 その他

6

生活相談員 不問 正社員

有限会社　隠居くらぶ 　黒部市 日他

5

ダンプ運転手 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

有限会社　新興商事 　魚津市 日祝他

1人
富山県下新川郡入善町上野７２３
２

　下新川郡朝
日町

日祝他
1人

富山県下新川郡朝日町大家庄３５
８－１

0765-82-1740 その他

1人
富山県黒部市田家新７６５番地２ 0765-56-5703 毎　週

10

仕上げ工及び作業見習い 不問 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　司

0765-72-0100 その他

9

鳶（とび）工及び見習い工 不問 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　司 　下新川郡入
善町

日祝他

8

事務・営業 不問 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　司 　下新川郡入
善町

日祝他

3人
富山県下新川郡入善町上野７２３
２

　下新川郡入
善町

日祝他
2人

富山県下新川郡入善町上野７２３
２

0765-72-0100 その他

3人
富山県下新川郡入善町上野７２３
２

0765-72-0100 その他

13

調理 18歳以上 正社員以外
交替制あ
り

エームサービスジャパン株式会社
ＹＫＫ寮事業所

0765-72-0100 その他

12

洗濯・清掃作業【アイシン新和
（株）】

64歳以下 正社員以外

株式会社　新川ビルサービス 　下新川郡入
善町

土日祝

11

鉄工及び作業見習い 不問 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　司 　下新川郡入
善町

日祝他

2人
富山県黒部市三日市１０７８－１

　黒部市 他
1人

富山県黒部市堀切１３００ 
（ＹＫＫ光志寮内事務所）

0765-57-2258 毎　週

1人
富山県下新川郡入善町入膳５１８
９

0765-74-0246 毎　週

16

販売・店舗運営職（リージョナル
社員）

35歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社　コメリ

0765-54-0002 毎　週

15

和・洋菓子の販売 64歳以下 正社員
交替制あ
り

株式会社　昌栄堂 　黒部市 水他

14

和・洋菓子の製造 64歳以下 正社員

株式会社　昌栄堂 　黒部市 水他

　下新川郡朝
日町

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
富山県黒部市三日市１０７８－１ 0765-54-0002 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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℡ 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。

1,027人 他に分類されない小売業
(1)8時45分～18時00分 179,000円～233,000円

雇用期間の定めなし (2)10時45分～20時00分 594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　19,000円まで 11,465人
年2回（前年度実績） 15070-10014021

1,027人 他に分類されない小売業
(1)8時45分～18時00分 179,000円～233,000円

雇用期間の定めなし (2)10時45分～20時00分 594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　19,000円まで 11,465人
年2回（前年度実績） 15070-10015721

1,027人 他に分類されない小売業
(1)8時45分～18時00分 179,000円～233,000円

雇用期間の定めなし (2)10時45分～20時00分 594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　19,000円まで 11,465人
年2回（前年度実績） 15070-10017221

160人 一般乗用旅客自動車運送業
162,700円～219,000円

雇用期間の定めなし 16人 雇用・労災・健康・厚生・財形

なし
又は5時00分～0時00分の 525人

年2回（前年度実績） 16010-17680421
30人 児童福祉事業

182,000円～207,000円
雇用期間の定めなし 29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　50,000円まで 73人

年2回（前年度実績） 16010-17704321
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- 4437421
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- 4438321
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- 4439621
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 210,000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- 4443221

23人 倉庫業（冷蔵倉庫業を除く）

(1)8時30分～17時30分 195,840円～228,480円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)9時00分～18時00分 3人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　50,000円まで 4,800人

16040- 4444521
170人 病院

(1)8時00分～17時00分 236,500円～277,600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 170人
年2回（前年度実績） 16040- 4446321

235人 貴金属・宝石製品製造業
(1)8時30分～17時30分 160,000円～250,000円

雇用期間の定めなし 156人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり） 拠出
月額　25,000円まで 472人
年2回（前年度実績）260,000円～800,000円 16040- 4448921

14人 その他の飲食料品小売業
(1)8時30分～17時00分 180,000円～260,000円

雇用期間の定めなし (2)14時00分～22時00分 9人 雇用・労災・健康・厚生
(3)22時00分～7時30分 実費支給（上限あり） 厚生

月額　15,000円まで 30人
年2回（前年度実績） 15100- 1650421

3人 一般土木建築工事業
(1)8時15分～17時15分 217,000円～247,000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（上限なし）
90人

年3回（前年度実績） 16020-10183121
6人 他に分類されない非営利的団体

(1)9時30分～18時15分 163,100円～177,000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）
30人

年2回（前年度実績） 16040- 4428521
5人 製材業，木製品製造業

(1)8時00分～17時00分 200,000円～250,000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

なし
5人

16040- 4433721

1人
新潟県新潟市南区清水４５０１番
地１

19

販売・店舗運営職（リージョナル
社員）

35歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社　コメリ

025-371-4115 その他

18

販売・店舗運営職（リージョナル
社員）

35歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社　コメリ 　魚津市 他

17

販売・店舗運営職（リージョナル
社員）

35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

3人
富山県富山市桜町１丁目１番３６
号

　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

22

自動車部品の運搬・出荷 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

076-432-5532 毎　週

21

保育士 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

社会福祉法人　富山学院福祉会 　黒部市 日祝

20

鉄道運輸職（駅員等） 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 他

2人
富山県下新川郡入善町福島６１５
番地

　下新川郡入
善町

土日他
3人

富山県下新川郡入善町福島６１５
番地

0765-72-5511 毎　週

3人
富山県富山市大町１６－１ 076-492-2201 その他

25

総務・人事 59歳以下 正社員

株式会社　スギノマシン

0765-72-5511 毎　週

24

設備保全 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

23

金型製作 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

4人
富山県黒部市沓掛５６０

　魚津市 土日他
1人

富山県魚津市本江２４１０ 0765-24-5111 毎　週

2人
富山県下新川郡入善町福島６１５
番地

0765-72-5511 毎　週

28

ジュエリーチェーンへの金具部品
付

59歳以下 正社員

株式会社　桑山　富山工場

0765-52-0400 毎　週

27

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

　黒部市 日祝他

26

軽作業・仕分け・ピッキング 不問 正社員以外

日本梱包運輸倉庫　株式会社　富
山営業所

　黒部市 土日他

1人
新潟県糸魚川市大字田海５５２５

　魚津市 土日他
1人

富山県魚津市宮津１２８８－１ 0765-24-2711 毎　週

1人
富山県黒部市荻生８２１ 0765-54-5400 毎　週

31

児童指導員 40歳以下 正社員

一般財団法人　黒部市施設管理公
社

025-562-1277 毎　週

30

道路巡回運転員 59歳以下 正社員

道路技術サービス　株式会社 黒部市　他 他

29

小売販売員　《急　募》 18歳以上 正社員
交替制あ
り

合名会社　早川屋（セブンイレブ
ン青海八久保店）

下新川郡朝日
町　他

他

1人
富山県下新川郡朝日町道下７０８

　黒部市 日他
1人

富山県黒部市三日市２９８１ 0765-54-1171 毎　週

2人
富山県射水市橋下条５２７ 0766-56-4748 毎　週

0765-83-2220 その他

32

ネットショップ管理、運営 不問 正社員以外
変形（1
年単位）

尾山製材　株式会社 　下新川郡朝
日町

日祝他
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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　　８月　２２日～　８月　２６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。

70人 旅館，ホテル
(1)10時00分～19時00分 185,000円～300,000円

雇用期間の定めなし (2)12時00分～21時00分 55人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限なし）

又は7時30分～16時30分 15,000人
年2回（前年度実績） 16040- 4435221

91人 障害者福祉事業
(1)8時30分～17時15分 148,600円～148,600円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 63人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　9,000円まで 118人

16040- 4436521
15人 化学製品卸売業

(1)8時30分～17時30分 180,000円～195,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)17時30分～8時30分 2人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし）
61人

27180-11181721
136人 病院

(1)8時30分～17時15分 208,500円～326,900円
雇用期間の定めなし (2)16時30分～8時30分 106人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり） 厚生
月額　20,000円まで 136人
年2回（前年度実績） 16040- 4417821

83人 病院
(1)8時30分～17時00分 400,000円～400,000円

雇用期間の定めなし (2)16時30分～1時00分 75人 雇用・労災・健康・厚生
(3)0時30分～9時00分 実費支給（上限あり）

月額　50,000円まで 83人
16040- 4418221

40人 パン・菓子製造業
(1)8時00分～17時00分 180,000円～180,000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 53人
年1回（前年度実績）10,000円～100,000円 16040- 4421621

10人 医薬品・化粧品小売業
(1)10時00分～19時00分 300,000円～500,000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）
月額　20,000円まで 150人
年2回（前年度実績） 17010-20646321

170人 病院
(1)9時00分～15時00分 1,400円～1,650円

雇用期間の定めなし 135人 雇用・労災
実費支給（上限あり）

又は8時00分～16時00分 月額　20,000円まで 170人
16040- 4460521

17人 老人福祉・介護事業
(1)8時00分～12時00分 1,400円～1,400円

雇用期間の定めなし (2)13時00分～17時00分 15人 労災
実費支給（上限あり）
月額　12,000円まで 33人

16040- 4463621
14人 採石業，砂・砂利・玉石採取業

950円～1,200円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 4人 労災・財形

なし
又は7時30分～16時30分 82人

年2回（前年度実績）0円～50,000円 16040- 4468821
4人 金属加工機械製造業

1,200円～1,500円
雇用期間の定めなし 1人 労災

実費支給（上限あり）
又は8時00分～17時00分 月額　5,000円まで 4人

16040- 4470621
25人 水産食料品製造業

910円～950円
雇用期間の定めなし 21人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
又は8時00分～16時55分 月額　10,000円まで 28人

年2回（前年度実績）10,000円～20,000円 16040- 4471921
1人 その他の運輸に附帯するサービス業

(1)9時00分～18時00分 1,000円～1,125円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 3人 労災

実費支給（上限あり）
月額　27,500円まで 1,978人

17010-20941521
430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 430人
年2回（前年度実績）50,000円～100,000円 16040- 4450821

23人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

(1)4時45分～13時30分 1,300円～1,500円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)13時45分～22時30分 20人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし）
又は9時00分～18時00分 44,031人

16040- 4455621
13人 パン・菓子製造業

(1)8時00分～15時00分 930円～950円
雇用期間の定めなし (2)10時00分～17時00分 9人 雇用・労災・健康・厚生

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- 4458021

9

販売員 不問 パート労働者
交替制あ
り

株式会社　昌栄堂 　黒部市 水他
1人

富山県黒部市三日市１０７８－１ 0765-54-0002 毎　週

8

調理補助 18歳以上 パート労働者
交替制あ
り

エームサービスジャパン株式会社
ＹＫＫ寮事業所

　黒部市 他
2人

富山県黒部市堀切１３００ 
（ＹＫＫ光志寮内事務所）

0765-57-2258 毎　週

7

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

6

送迎運転手 不問 パート労働者

日本道路興運株式会社　金沢支店 黒部市　他 土日祝他
2人

石川県金沢市高畠３－１２４　五
高ビル２Ｆ

076-292-0141 毎　週

5

袋詰・箱詰作業員 64歳以下 パート労働者

株式会社　四十物昆布 　黒部市 土日祝他
1人

富山県黒部市生地中区３３９－５ 0765-57-0321 毎　週

4

機械部品加工 不問 パート労働者

株式会社　虎谷鉄工 　魚津市 土日他
1人

富山県魚津市北鬼江２７８２ 0765-22-5762 毎　週

3

一般事務 不問 パート労働者

小川建設工業　株式会社　骨材部 　下新川郡朝
日町

日他
1人

富山県下新川郡朝日町三枚橋６ 0765-83-3011 毎　週

2

介護職員【デイサービス隠居くら
ぶ】

不問 パート労働者

有限会社　隠居くらぶ 　黒部市 日他
4人

富山県黒部市田家新７６５番地２ 0765-56-5703 毎　週

1

看護師・准看護師（デイサービ
ス）

69歳以下 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

34

職業指導員 不問 正社員以外

社会福祉法人　新川むつみ園

33

スタッフ 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

ルートインジャパン株式会社（グ
ランヴィリオホテル宇奈月温泉）

　黒部市 他

1人
大阪府守口市寺内町２丁目７番２
７号 

　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

2人
富山県黒部市宇奈月温泉７－２６ 0765-62-1236 その他

37

正看護師（病棟勤務） 59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

医療法人社団　　健心会　坂東病
院

06-6997-7560 毎　週

36

看護師 59歳以下 正社員
交替制あ
り

医療法人社団　秋桜　丸川病院 　下新川郡入
善町

他

35

高圧ガス製造設備管理（魚津） 18歳以上 正社員以外
変形
（1ヶ月

エア・ウォーター・ダイオー　株
式会社

　魚津市 他

　下新川郡朝
日町

他
1人

富山県下新川郡朝日町道下９００ 0765-83-2299 その他

3人
富山県下新川郡入善町青島３９６
番地１

0765-72-5150 その他

1人
石川県金沢市小立野１丁目２－７ 076-256-5278 毎　週

0765-32-3321 その他

39

薬剤師［入善／はまにし薬局］◎
パート可。就業時間相談可。

59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　瑠璃光（瑠璃光薬局） 　下新川郡入
善町

日他

38

パン製造員（オーブン）【８：０
０～１７：００】

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
1人

富山県黒部市石田１１６８－１７
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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　　８月　２２日～　８月　２６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。

13人 パン・菓子製造業
(1)8時00分～15時00分 930円～950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）
月額　5,000円まで 26人
年2回（前年度実績） 16040- 4459721

25人 パン・菓子製造業
(1)6時30分～9時30分 930円～930円

雇用期間の定めなし (2)8時00分～12時00分 19人 労災
なし

25人
16040- 4441721

9人 他に分類されない非営利的団体

(1)17時00分～21時30分 880円～910円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 5人 労災

なし
9人

16040- 4442821
23人 倉庫業（冷蔵倉庫業を除く）

(1)9時00分～15時00分 1,200円～1,400円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)13時00分～18時00分 3人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
又は9時00分～18時00分 月額　50,000円まで 4,800人

16040- 4445421
50人 他に分類されないサービス業

(1)7時00分～16時00分 1,160円～1,160円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)9時00分～18時00分 26人 労災

実費支給（上限あり）
月額　50,000円まで 221人
年2回（前年度実績）30,000円～50,000円 17010-20766421

4人 建物サービス業
(1)8時00分～12時00分 908円～908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 24,161人

16010-17663521
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

16010-17550521
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)9時00分～18時00分 950円～950円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 3人 労災

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- 4425721

15人 ゴムベルト・ゴムホース・工業用ゴム製品製造業

(1)9時00分～12時00分 900円～1,000円
雇用期間の定めなし 7人 労災

実費支給（上限あり）
月額　5,000円まで 30人

16040- 4426821
14人 その他の飲食料品小売業

(1)8時30分～13時00分 920円～940円
雇用期間の定めなし (2)13時00分～17時00分 9人 労災

(3)17時00分～22時00分 実費支給（上限あり）
月額　5,000円まで 14人
年2回（前年度実績）5,000円～30,000円 16040- 4429421

14人 その他の飲食料品小売業
(1)22時00分～7時30分 920円～950円

雇用期間の定めなし 9人 労災
実費支給（上限あり）
月額　5,000円まで 14人
年2回（前年度実績）5,000円～30,000円 16040- 4430921

30人 ゴムベルト・ゴムホース・工業用ゴム製品製造業

(1)6時00分～8時00分 1,000円～1,000円
雇用期間の定めなし 22人 労災

実費支給（上限あり）
日額　100円まで 30人
年5回（前年度実績）5,000円～ 16040- 4434821

3人 他に分類されない卸売業
(1)8時30分～14時30分 910円～910円

雇用期間の定めなし (2)11時00分～15時00分 3人 労災
実費支給（上限あり）

又は8時30分～16時00分 月額　4,000円まで 14人
16040- 4419521

0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） 0人 労災
実費支給（上限あり）

又は8時30分～17時30分 月額　5,000円まで 6人
16040- 4420321

91人 障害者福祉事業
(1)9時00分～15時00分 910円～910円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 63人 雇用・労災
実費支給（上限あり）
月額　9,000円まで 118人

16040- 4422921
20人 市町村機関

(1)9時00分～16時00分 1,019円～1,119円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 18人 雇用・公災・健康・厚生

実費支給（上限なし）
400人

年2回（前年度実績） 16040- 4424021

25

管理栄養士 不問 パート労働者

魚津市役所 　魚津市 土日祝
1人

富山県魚津市釈迦堂１丁目１０－
１

0765-23-1020 毎　週

24

事務員（医療補助） 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

土日祝他
1人

富山県下新川郡入善町浦山新２２
０８

0765-78-1131 毎　週

23

ネットショップ運営スタッフ
【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
1人

富山県黒部市若栗２７８８番地１ 0765-52-0173 その他

22

調理・接客 不問 パート労働者
交替制あ
り

南茂商事　株式会社 　下新川郡朝
日町

土日祝他
1人

富山県下新川郡朝日町桜町１０５
４番地

0765-83-3181 毎　週

21

配達（ルート配送） 不問 パート労働者

有限会社　エムテックス宝田 　黒部市 土日他
1人

富山県黒部市生地中区５８ 0765-57-0117 毎　週

20

小売販売員（夜間） 18歳以上 パート労働者

合名会社　早川屋（セブンイレブ
ン　富山朝日町月山店）

　下新川郡朝
日町

他
1人

富山県下新川郡朝日町字沼割４８
－１

0765-83-0767 毎　週

19

小売販売員 不問 パート労働者

合名会社　早川屋（セブンイレブ
ン　富山朝日町月山店）

　下新川郡朝
日町

他
1人

富山県下新川郡朝日町字沼割４８
－１

0765-83-0767 毎　週

18

ゴム製品製造（自社）９：００～
１２：００

不問 パート労働者

有限会社　エムテックス宝田 　黒部市 日他
2人

富山県黒部市生地中区５８ 0765-57-0117 毎　週

17

アップルヒルのインフォメーショ
ン

不問 パート労働者

株式会社　新川興産 　魚津市 他
1人

富山県魚津市上村木４８６－１ 0765-22-2837 毎　週

16

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

15

富山労災病院電話交換業務 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 土日祝
1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 毎　週

14

清掃員（契約社員） 不問 パート労働者
交替制あ
り

中日本ハイウェイ・メンテナンス
北陸株式会社

　魚津市 他
1人

石川県金沢市西念３丁目１番９号 076-261-8111 毎　週

13

軽作業・仕分け・ピッキング 不問 パート労働者

日本梱包運輸倉庫　株式会社　富
山営業所

　黒部市 土日祝他
3人

富山県黒部市沓掛５６０ 0765-52-0400 その他

12

受付 不問 パート労働者

特定非営利活動法人　黒部まちづ
くり協議会

　黒部市 月他
1人

富山県黒部市新牧野２２０ 0765-56-9687 なし

11

炊飯補助と清掃 不問 パート労働者

黒部製パン　有限会社 　黒部市 土日祝他
1人

富山県黒部市石田８５６ 0765-52-1318 毎　週

10

和・洋菓子の製造 不問 パート労働者

株式会社　昌栄堂 　黒部市 水他
2人

富山県黒部市三日市１０７８－１ 0765-54-0002 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　　８月　２２日～　８月　２６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。

8人 医薬品・化粧品小売業
2,000円～2,500円

雇用期間の定めなし 7人 労災
実費支給（上限あり）

又は9時00分～18時00分 月額　20,000円まで 150人
17010-20647621

26

薬剤師・パート［入善町／はまに
し薬局］◎就業時間相談可

不問 パート労働者

株式会社　瑠璃光（瑠璃光薬局） 　下新川郡入
善町

日祝他
1人

石川県金沢市小立野１丁目２－７ 076-256-5278 毎　週

令和４年９月１３日（火）

１４：００～1時間程度【受付開始 １３：４５～】

魚津公共職業安定所　１階　会議室

・

★　新型コロナウィルス感染防止のため、今後の状況により中止になる場合があります。
　　ご迷惑をお掛けしますが、ご理解・ご協力の程よろしくお願いいたします。

・事前予約制です。参加を希望される方は、ハローワークで申込ください。

該当の求人に興味のある方、面接を希望される方はお気軽にご参加ください。
説明を聞くだけでもかまいません。

・面接を希望される方は、履歴書をご持参ください。
　また求職登録が済んでない方は、 事前に求職登録が必要になります。

・雇用保険受給中の方は、この説明会への参加は求職活動実績になります。

～ 55歳以上のお仕事を探しておられる方へ ～

社会福祉法人 新川むつみ園
会社説明会・面接会のお知らせ

（事前予約制）
定員1０名：定員になり次第、締め切ります

54歳以下の方も参加

できます

場 所

日 時

＊参加時は、手洗い・マスクの着用など感染防止にご協力ください。会場は、換気やアルコール消毒など感染防止に配慮しておりますが、

体調の優れない方は参加を控えていただきますようお願い致します。

お申し込みは相談窓口までどうぞ

就業場所 求人NO. 年齢 人数

フルタイム 生活支援員 16040-3597521 不問 1人

生活支援員 16040-3599321 不問 1人

事務員（医療補助） 16040-4422921 不問 １人

調理補助 16040-3596221 不問 1人

世話人（石田の家） 16040-4197221 不問 1人

世話人（上原の家） 16040-3383921 不問 １人

入善町

職種

パートタイム
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