
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

12人 産業用電気機械器具製造業

(1)8時00分～16時45分 170,000円～280,000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（上限あり）
月額　50,000円まで 75人
年2回（前年度実績） 16010-19253821

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20分～17時00分 148,000円～148,000円
雇用期間の定めなし 53人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　8,000円まで 77人
年2回（前年度実績） 16040- 5014921

14人 燃料小売業
(1)8時30分～17時15分 300,700円～480,300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） 拠出
月額　21,600円まで 40人
年2回（前年度実績） 16040- 5019221

18人 建設用・建築用金属製品製造業（製缶板金業を含む）

(1)10時20分～19時00分 201,000円～250,003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　10,000円まで 34人
年2回（前年度実績） 16040- 5020621

14人 燃料小売業
(1)8時30分～17時15分 201,900円～309,500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） 拠出
月額　21,600円まで 40人
年2回（前年度実績） 16040- 5021921

3人 写真機・時計・眼鏡小売業

(1)10時00分～19時00分 217,150円～239,150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） 拠出
月額　50,000円まで 4,633人
年2回（前年度実績）535,500円～535,500円 22010-25095321

2人 骨材・石工品等製造業
(1)9時00分～18時00分 250,000円～250,000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　20,000円まで 116人
年2回（前年度実績）200,000円～1,000,000円 16020-11140421

2人 土木工事業（舗装工事業を除く）

(1)8時00分～17時00分 225,500円～266,500円
雇用期間の定めなし 0人 雇用・労災・健康・厚生

なし
2人

年2回（前年度実績） 16040- 4995521
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- 4996421

4人 建築工事業（木造建築工事業を除く）

(1)8時30分～17時30分 171,200円～188,320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

実費支給（上限あり）
月額　7,000円まで 4人
年2回（前年度実績） 16040- 4998621

66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～16時50分 170,000円～190,000円
雇用期間の定めなし 14人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　16,500円まで 66人
年2回（前年度実績） 16040- 4999921

85人 電気工事業
(1)8時00分～16時45分 199,500円～254,500円

雇用期間の定めなし 14人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限なし） 拠出
85人

年2回（前年度実績） 16040- 5000821
20人 児童福祉事業

(1)8時30分～17時00分 160,000円～185,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 20人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　13,400円まで 20人
年1回（前年度実績） 16040- 5001221

20人 児童福祉事業
(1)8時30分～17時00分 160,000円～185,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)7時00分～15時30分 20人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)9時30分～18時00分 実費支給（上限あり）
月額　13,400円まで 20人
年1回（前年度実績） 16040- 5002521

18人 農林水産業協同組合（他に分類されないもの）

(1)8時30分～17時30分 163,200円～163,200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（上限なし）
35人

年2回（前年度実績）60,000円～100,000円 16040- 5003421
7人 一般貨物自動車運送業

(1)7時30分～16時30分 183,000円～219,000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　15,000円まで 7人
年2回（前年度実績）100,000円～200,000円 16040- 5004321

 下新川郡入
善町

土日祝他
1人

富山県富山市婦中町西本郷４３６
－３６

076-464-5515 毎　週

2

作業員（検査）【ＹＫＫＡＰ越湖
製造所】

64歳以下 正社員

有限会社　辻口工業  黒部市 土日他
2人

富山県魚津市大海寺野５００８

 黒部市 日他
1人

富山県黒部市中新４８４

【先週１週間　　９月　５日～　９月　９日に受理】

賃金

通勤手当

賞与（前年度実績）

1

機械板金製作（入善工場） 59歳以下 正社員

株式会社　北越

0765-22-0393 毎　週

3

自動車整備職（管理職候補） 不問 正社員
変形（1
年単位）

黒部モビリティサービス　株式会
社

 黒部市 日他

 黒部市 土日他
1人

富山県黒部市荒俣２０５番地 0765-56-8372 毎　週

1人
富山県黒部市中新４８４ 0765-52-0165 その他

4

部品付けと包装（ＹＫＫＡＰ
（株）荻生製造所）

69歳以下 正社員

有限会社　木島アルミ建材

 黒部市 他
1人

富山県高岡市福岡町下老子７３３ 0766-64-3051 その他

1人
静岡県静岡市葵区伝馬町８－６ 054-275-5011 その他

7

営業社員（個人営業）求！将来の
会社を担う幹部候補

39歳以下 正社員
変形（1
年単位）

山岡石材工業　株式会社

8

造園・剪定 不問 正社員

飛世造園  魚津市 土日他
1人

富山県魚津市川縁　１０５３

0765-52-0165 その他

6

店舗スタッフ（正社員）／魚津市 59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社　メガネトップ　（眼鏡
市場・アルク・レンズスタイル・

 魚津市 他

5

営業職 不問 正社員
変形（1
年単位）

黒部モビリティサービス　株式会
社

0765-24-8273 毎　週

 魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市横枕２４８

 黒部市 日祝他
1人

富山県黒部市植木４９１番地－１ 0765-56-6880 その他

1人
富山県魚津市大光寺１０１０－１
４

0765-55-4126 その他

10

事務職（総務及び経理） 不問 正社員以外
変形（1
年単位）

有限会社　リバース工房

9

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

 魚津市 土日祝他
2人

富山県魚津市双葉町４－３ 0765-22-0543 毎　週

1人
富山県黒部市吉田２００ 0765-54-8665 毎　週

13

保育士（育休代替） 不問 正社員以外

宗教法人　華王寺　川原保育園

0765-24-3666 その他

12

ビル管理 不問 正社員

黒部エムテック　株式会社  黒部市 日祝他

11

検査工及び機械オペレーター 35歳以下 正社員
変形（1
年単位）

北真工業　株式会社

0765-22-0543 その他

15

一般事務【魚の駅「生地」】 不問 正社員以外

くろべ漁業協同組合  黒部市 水他

14

保育士 不問 正社員以外
交替制あ
り

宗教法人　華王寺　川原保育園  魚津市 日祝他
2人

富山県魚津市双葉町４－３

 黒部市 日他
1人

富山県黒部市生地中区１５１－１ 0765-57-0200 その他

1人
富山県黒部市生地中区３６５ 0765-57-0101 毎　週

16

大型運転手 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

有限会社　桜栄運輸

℡ 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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9人 農林水産業協同組合（他に分類されないもの）

(1)8時00分～17時00分 163,200円～163,200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

実費支給（上限なし）
35人

年2回（前年度実績）60,000円～100,000円 16040- 5005621
721人 病院

(1)7時00分～15時30分 174,216円～178,908円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)16時30分～0時45分 572人 雇用・労災・健康・厚生

(3)0時45分～8時45分 実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 938人
年2回（前年度実績） 16040- 5009721

6人 農林水産業協同組合（他に分類されないもの）

(1)8時00分～15時45分 185,000円～200,000円
雇用期間の定めなし (2)8時00分～15時15分 5人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 30人
年2回（前年度実績） 16040- 5010521

8人 農林水産業協同組合（他に分類されないもの）

(1)3時00分～12時00分 210,000円～220,000円
雇用期間の定めなし (2)3時00分～9時00分 1人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 30人
年2回（前年度実績） 16040- 5011421

3人 労働者派遣業
(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人 雇用・労災・健康・厚生
なし

6人
年2回（前年度実績）0円～40,000円 17010-22546121

56人 職業紹介業
(1)6時30分～16時30分 196,560円～196,560円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)18時30分～4時30分 7人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　100,000円まで 15,000人

16010-19014621
30人 電気工事業

(1)8時30分～17時30分 240,000円～400,000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）
1,290人

年2回（前年度実績） 16010-19022621
2人 電気通信・信号装置工事業

(1)8時00分～16時30分 140,000円～140,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)9時00分～17時30分 2人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり） 拠出
月額　150,000円まで 571人

16010-19071421
677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40分 202,500円～202,500円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)16時00分～0時40分 65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　19,600円まで 12,889人

16040- 4981921
4人 他に分類されない小売業

(1)8時30分～17時30分 228,800円～264,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)9時00分～18時00分 3人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
月額　15,000円まで 7人

16040- 4984721
24人 電気工事業

(1)8時00分～17時00分 240,000円～300,000円
雇用期間の定めなし 5人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし） 給付
24人

年2回（前年度実績） 16040- 4985821
13人 専修学校，各種学校

(1)8時15分～17時15分 203,904円～203,904円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 4人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　35,000円まで 190人

16040- 4986221
55人 警備業

(1)8時00分～17時00分 192,030円～212,790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）
250人

16040- 4988421
47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～170,000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（上限なし） 厚生
47人

年2回（前年度実績）150,000円～300,000円 16040- 4989321
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20分～17時00分 148,000円～148,000円
雇用期間の定めなし 53人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　8,000円まで 77人
年2回（前年度実績） 16040- 4990121

4人 自動車整備業
(1)8時30分～17時00分 175,000円～268,000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　7,000円まで 5人
年2回（前年度実績）100,000円～ 16040- 4993821

 黒部市 土日祝他
1人

富山県黒部市生地中区３６５

 魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市漁港定坊割 0765-24-0068 その他

1人
富山県黒部市三日市１１０８－１ 0765-54-2211 毎　週

19

調理業務 59歳以下 正社員

魚津漁業協同組合

0765-57-0101 毎　週

18

介護員（介護老人保健施設） 18歳以上 正社員以外
交替制あ
り

黒部市民病院  黒部市 他

17

一般事務 不問 正社員以外

くろべ漁業協同組合

0765-24-0068 その他

21

新規開拓営業及び人材管理 59歳以下 正社員

株式会社　ＡＳＴＥＲＩＡ 下新川郡入善
町　他

土日祝他

20

市場業務職員（販売） 59歳以下 正社員

魚津漁業協同組合  魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市漁港定坊割

 黒部市 土日祝他
2人

富山県富山市小中２６９

 黒部市 日他
10人

富山県富山市新桜町４－２８　朝
日生命富山ビル３階

076-471-7061 毎　週

1人
石川県金沢市神田２丁目２－２９
アミスタービル４０１号室

076-243-7890 毎　週

22

住宅用の浴室ドアの組立・梱包な
ど

不問 正社員以外
変形
（1ヶ月

日総工産　株式会社　富山サテラ
イト

 黒部市 日他
5人

富山県黒部市吉田２００ 0765-54-8571 その他

1人
富山県富山市綾田町１丁目７番２
３号

076-431-1111 毎　週

25

建材商品の製造及び関連業務 18歳以上 正社員以外
交替制あ
り

ＹＫＫ　ＡＰ株式会社

076-481-6091 毎　週

24

電話交換手（黒部市民病院） 不問 正社員以外
交替制あ
り

株式会社　ほくつう　富山支社  黒部市 土日祝他

23

電気工事施工管理（新川支社）年
休１２５日　東証プライム

59歳以下 正社員

北陸電気工事　株式会社

0765-52-0064 毎　週

27

電気工事士・通信工事士 65歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　米澤電気商会  下新川郡入
善町

日他

26

タイヤ取替及び配送 不問 正社員以外

吉田タイヤ株式会社  黒部市 日他
1人

富山県黒部市天神新２５０－１

魚津市　他 他
3人

富山県魚津市吉島２丁目５－１７

 下新川郡入
善町

日他
2人

富山県下新川郡入善町田中１１１
番地

0765-72-0636 その他

3人
富山県下新川郡入善町入膳３３６
８－１

0765-72-0072 その他

28

教習指導員 21歳以上 正社員以外
変形（1
年単位）

学校法人　富山県自動車学園　入
善自動車学校

 黒部市 土日他
1人

富山県魚津市大海寺野５００８ 0765-22-0393 毎　週

1人
富山県魚津市道坂４００ 0765-32-8006 その他

31

作業員／クレセント・バリ取り・
検査【ＹＫＫＡＰ越湖工場】

64歳以下 正社員

有限会社　辻口工業

0765-22-8648 その他

30

品質管理 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　黒田精型  魚津市 日他

29

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

0765-22-0063 その他

32

自動車整備士 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

有限会社　小西モータース　（新
車市場　魚津店）

 魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市相木２８４－１
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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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その際はあしからずご了承ください。

8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 160,000円～180,000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 17人
年1回（前年度実績） 16070- 2954121

14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 224,640円～259,200円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)6時00分～15時00分 12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　30,000円まで 18,072人
年2回（前年度実績）4,000円～200,000円 17010-22497421

24人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

(1)5時00分～14時00分 224,640円～259,200円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)6時00分～15時00分 23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　30,000円まで 18,072人
年2回（前年度実績）4,000円～200,000円 17010-22516221

4人 写真機・時計・眼鏡小売業
(1)9時00分～18時00分 280,000円～350,000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）
200人

年2回（前年度実績） 16010-18891321
4人 写真機・時計・眼鏡小売業

(1)9時00分～18時00分 185,000円～300,000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）
200人

年2回（前年度実績） 16010-18899521
93人 病院

(1)8時00分～17時00分 160,000円～168,000円
雇用期間の定めなし (2)5時00分～14時00分 89人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)10時30分～19時30分 実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 93人
年2回（前年度実績） 16040- 4968021

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 54人
年1回（前年度実績）10,000円～100,000円 16040- 4969721

7人 清涼飲料製造業
(1)8時00分～16時45分 220,000円～260,000円

雇用期間の定めなし (2)12時00分～20時45分 3人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり） 厚生
月額　6,000円まで 7人
年1回（前年度実績）5,000円～20,000円 16040- 4970521

7人 生命保険業
(1)9時15分～17時00分 180,000円～240,000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　30,000円まで 7,736人
年2回（前年度実績）0円～0円 16040- 4971421

16人 遊戯場
(1)8時15分～16時30分 201,000円～226,000円

雇用期間の定めなし (2)16時00分～0時15分 6人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限なし）

300人
年2回（前年度実績） 16040- 4972321

60人 金属加工機械製造業
(1)8時00分～17時00分 162,500円～200,000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　20,000円まで 60人
年2回（前年度実績） 16040- 4973621

3人 労働者派遣業
(1)8時00分～16時45分 197,925円～197,925円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)16時45分～0時45分 0人 雇用・労災・健康・厚生
(3)0時45分～8時45分 実費支給（上限あり）

月額　15,000円まで 114人
16040- 4975121

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～250,000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- 4977721

15人 分類不能の産業
(1)8時00分～17時00分 160,000円～350,000円

雇用期間の定めなし 8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 15人
年2回（前年度実績） 16040- 4978821

6人 鉄骨・鉄筋工事業
(1)8時00分～17時00分 200,000円～280,000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　22,000円まで 7人
年2回（前年度実績） 16040- 4980621

5人 自動車小売業
(1)8時50分～17時20分 189,800円～202,300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（上限なし）
123人

年2回（前年度実績） 17010-22237421

33

機械組立（見習い／魚津工場） 35歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　山英システムエンジニ
アリング

 魚津市 日祝他

 魚津市 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

 魚津市 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

076-262-5900 その他

1人
富山県滑川市改養寺３９番地１ 076-474-0225 その他

34

栄養士または調理師（ちょうろ
く）富山県魚津市石垣

不問 正社員以外
交替制あ
り

富士産業　株式会社

魚津市　他 他
1人

富山県富山市総曲輪３丁目２－２
９

076-423-5860 その他

1人
富山県富山市総曲輪３丁目２－２
９

076-423-5860 その他

37

店頭販売（滑川店、魚津店、黒部
店）

64歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社　メガネのハラダ

076-262-5900 その他

36

メガネアドバイザー（滑川店、魚
津店、黒部店）

64歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社　メガネのハラダ 魚津市　他 他

35

栄養士または調理師（富山労災病
院）魚津市六郎丸

不問 正社員以外
交替制あ
り

富士産業　株式会社

0765-54-1800 その他

39

パン製造員（ライン部門）【６：
００～１５：００】

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

38

調理員 59歳以下 正社員
交替制あ
り

医療法人社団平成会　桜井病院  黒部市 他
1人

富山県黒部市荻生６６７５－５

 魚津市 土日祝他
2人

富山県魚津市釈迦堂１－１２－１
８魚津商工会議所ビル５Ｆ

 下新川郡入
善町

日他
2人

富山県下新川郡入善町墓ノ木５７
９－１

0765-78-2211 その他

1人
富山県黒部市石田１１６８－１７ 0765-32-3321 その他

40

ミネラルウォーターの製造 59歳以下 正社員
交替制あ
り

株式会社　富山ビバレッジ

 魚津市 日他
1人

富山県魚津市吉野６７５ 0765-24-7222 その他

3人
富山県魚津市吉島２－４－２５ 0765-57-6868 その他

43

事務員 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

アイティオ　株式会社

0765-24-9598 毎　週

42

ホール・カウンタースタッフ 18歳～44歳 正社員
交替制あ
り

株式会社　ノースランド 魚津市　他 他

41

商工会議所共済・福祉制度推進ス
タッフ

64歳以下 正社員

アクサ生命保険株式会社　富山営
業支社　魚津分室

0765-74-1136 その他

45

海外顧客向け法人営業 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

44

飲料製造のオペレーター業務 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  下新川郡朝
日町

他
2人

富山県下新川郡入善町入膳７８３
２－１

 魚津市 日他
2人

富山県魚津市袋１１２１－６

 黒部市 日祝他
1人

富山県黒部市沓掛６３５ 0765-54-1160 その他

1人
富山県下新川郡朝日町草野２７１
－３

0765-82-1100 毎　週

46

給与・労務関係（事務） 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　イクシム

1人
石川県金沢市湊４丁目６６ 076-237-4555 その他

0765-24-0464 その他

48

ルート営業職（魚津店） 59歳以下 正社員

日産部品北陸販売　株式会社  魚津市 日祝他

47

作業員 40歳以下 正社員
変形（1
年単位）

有限会社　中越ガス圧接工業
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65人 その他の専門サービス業
(1)8時00分～17時00分 163,072円～163,072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
なし

270人
17080- 7484021

65人 その他の専門サービス業
(1)8時00分～17時00分 159,936円～159,936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
なし

270人
17080- 7485721

16人 旅館，ホテル
(1)19時00分～9時00分 220,000円～250,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)22時00分～8時00分 11人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　45,000円まで 2,201人

24010-11543721
19人 旅館，ホテル

(1)8時45分～19時15分 201,000円～233,000円
雇用期間の定めなし (2)19時00分～9時00分 12人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり） 拠出
月額　45,000円まで 2,201人
年2回（前年度実績） 24010-11621121

19人 旅館，ホテル
(1)8時45分～19時15分 260,600円～320,000円

雇用期間の定めなし (2)19時00分～9時00分 12人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり） 拠出
月額　45,000円まで 2,201人
年2回（前年度実績） 24010-11637621

11,052人 他に分類されない事業サービス業

(1)8時30分～17時30分 215,000円～325,000円
雇用期間の定めなし 2,968人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限なし）
11,900人

27020-58000221
11,052人 他に分類されない事業サービス業

(1)8時30分～17時30分 215,000円～325,000円
雇用期間の定めなし 2,968人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限なし）
11,900人

27020-58005921
15人 老人福祉・介護事業

(1)8時30分～17時30分 215,600円～225,600円
雇用期間の定めなし (2)9時00分～18時00分 12人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　21,000円まで 123人
年2回（前年度実績） 16010-18732021

34人 警備業
(1)8時00分～17時00分 176,300円～199,950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）

又は8時00分～18時00分 月額　10,000円まで 66人
16010-18734821

20人 自動車小売業
(1)9時30分～18時15分 184,400円～226,800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） 給付
月額　31,600円まで 178人
年2回（前年度実績） 16010-18737421

5人 酒場，ビヤホール
210,000円～300,000円

雇用期間の定めなし 3人 雇用・労災・健康・厚生
一定額

又は15時00分～1時00分 月額　5,000円まで 28人
年2回（前年度実績） 16010-18739621

20人 自動車小売業
(1)9時30分～18時15分 186,500円～241,900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） 給付
月額　31,600円まで 178人
年2回（前年度実績） 16010-18744521

6人 化学製品卸売業
(1)8時45分～17時30分 168,000円～283,000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） 拠出
月額　30,000円まで 56人
年2回（前年度実績） 16010-18762321

721人 病院
(1)8時30分～17時00分 165,648円～165,648円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 572人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 938人
年2回（前年度実績） 16040- 4927821

721人 病院
(1)7時30分～16時00分 144,840円～144,840円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)11時00分～19時30分 572人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 938人
年2回（前年度実績） 16040- 4928221

21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 170,000円～350,000円
雇用期間の定めなし 6人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 27人
年2回（前年度実績） 16040- 4930321

 黒部市 他
1人

石川県野々市市稲荷２丁目１７６
番地

076-246-8711 毎　週

49

作業主任者候補（黒部市民病院） 不問 正社員以外

株式会社　ダスキンヘルスケア北
陸

076-246-8711 毎　週

51

ナイトフロント（ベストイン魚
津）

18歳以上 正社員以外
変形
（1ヶ月

株式会社　グリーンズ  魚津市 他

50

受付フォロー兼環境整備（黒部市
民病院）

不問 正社員以外

株式会社　ダスキンヘルスケア北
陸

 黒部市 土日祝
1人

石川県野々市市稲荷２丁目１７６
番地

 魚津市 他
1人

三重県四日市市鵜の森１－４－２
８ 

 魚津市 他
1人

三重県四日市市鵜の森１－４－２
８ 

059-351-3416 その他

1人
三重県四日市市鵜の森１－４－２
８ 

059-351-3416 その他

52

【急募】ホテルフロント（ベスト
イン魚津）

18歳～59歳 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社　グリーンズ

魚津市　他 土日祝他
2人

大阪府大阪市北区角田町８－１ 
大阪梅田ツインタワーズ・ノース

06-4709-8510 毎　週

2人
大阪府大阪市北区角田町８－１ 
大阪梅田ツインタワーズ・ノース

06-4709-8510 毎　週

55

（常派）電気設計（ソフト）技術
者

59歳以下 無期雇用派遣労働者

株式会社　スタッフサービス　大
阪第一オフィス

059-351-3416 その他

54

（常派）生産技術者 59歳以下 無期雇用派遣労働者

株式会社　スタッフサービス　大
阪第一オフィス

魚津市　他 土日祝他

53

【店舗マネージャー】ベストイン
魚津

18歳～59歳 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社　グリーンズ

076-461-7765 毎　週

57

交通誘導警備員 18歳以上 正社員以外
変形
（1ヶ月

サンユウセキュリティ　株式会社 魚津市　他 他

56

介護スタッフ（うちくる黒部病院
前）※日勤・正社員

59歳以下 正社員
交替制あ
り

株式会社　うちくる富山  黒部市 他
1人

富山県富山市西野新４７番

魚津市　他 他
16人

富山県富山市荒川２丁目１９－３
３

魚津市　他 火他
3人

富山県富山市田中町五丁目４番７
号

076-425-2355 その他

3人
富山県富山市天正寺１０８０ 076-420-7333 その他

58

カーライフアドバイザー（営業
職）

34歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　日産サティオ富山

魚津市　他 日祝他
2人

富山県富山市呉羽町７２７１－１ 076-436-5154 その他

3人
富山県富山市田中町五丁目４番７
号

076-425-2355 その他

61

営業職（富山・魚津・高岡・砺波
営業所）

40歳以下 正社員
変形（1
年単位）

東洋ゴム北陸販売　株式会社

076-482-4417 その他

60

自動車整備士 34歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　日産サティオ富山 魚津市　他 火他

59

ホールスタッフ（調理補助含む） 18歳以上 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社　Ｐ・Ｍ・Ｃ

0765-54-2211 毎　週

63

ケア・アシスタント（看護補助） 不問 正社員以外
交替制あ
り

黒部市民病院  黒部市 他

62

医師事務作業補助員 不問 正社員以外

黒部市民病院  黒部市 土日祝他
1人

富山県黒部市三日市１１０８－１

 黒部市 日祝他
1人

富山県黒部市沓掛３２５９－２０ 0765-54-0766 その他

1人
富山県黒部市三日市１１０８－１ 0765-54-2211 毎　週

64

製缶・溶接工 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

有限会社　晴まき鉄工所
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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　　９月　５日～　９月　９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。

21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 6人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 27人
年2回（前年度実績） 16040- 4931621

9人 病院
(1)8時30分～17時00分 170,000円～189,000円

雇用期間の定めなし (2)10時30分～19時00分 6人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)17時00分～9時00分 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- 4934021

21人 一般土木建築工事業
(1)8時00分～17時00分 172,800円～302,400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　50,000円まで 155人

16040- 4937221
13人 障害者福祉事業

(1)8時30分～17時15分 148,000円～163,000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　20,000円まで 13人
年2回（前年度実績） 16040- 4938521

21人 一般土木建築工事業
(1)8時00分～17時00分 280,000円～380,000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　50,000円まで 155人
年3回（前年度実績）10,000円～350,000円 16040- 4940921

21人 一般土木建築工事業
(1)8時00分～17時00分 280,000円～380,000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　50,000円まで 155人
年3回（前年度実績）10,000円～350,000円 16040- 4942021

48人 旅館，ホテル
(1)6時00分～15時00分 250,100円～351,000円

雇用期間の定めなし (2)8時00分～17時00分 16人 雇用・労災・健康・厚生
(3)13時00分～22時00分 実費支給（上限なし）
又は6時00分～22時00分 1,744人

年2回（前年度実績） 16040- 4946521
48人 旅館，ホテル

(1)8時00分～17時00分 250,100円～351,000円
雇用期間の定めなし (2)12時00分～21時00分 16人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし）
又は8時00分～21時00分 1,744人

年2回（前年度実績） 16040- 4947421
11人 他に分類されない小売業

200,000円～250,000円
雇用期間の定めなし 6人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
又は0時00分～23時59分 月額　24,500円まで 64人

16040- 4951721
12人 一般土木建築工事業

(1)8時00分～17時00分 230,000円～320,000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　10,000円まで 12人
年3回（前年度実績）200,000円～800,000円 16040- 4954521

4人 医薬品・化粧品小売業
(1)8時30分～17時30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 3人 雇用・労災・健康・厚生
(3)8時30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- 4955421

48人 旅館，ホテル
(1)8時00分～17時00分 220,000円～270,100円

雇用期間の定めなし (2)12時00分～21時00分 16人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限なし）

又は8時00分～21時00分 1,744人
年2回（前年度実績） 16040- 4956321

177人 電子応用装置製造業
(1)8時30分～17時30分 156,000円～270,000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- 4959121

14人 土木工事業（舗装工事業を除く）

(1)8時00分～17時00分 180,000円～200,000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）
14人

年2回（前年度実績） 16040- 4961221
70人 電子デバイス製造業

(1)8時15分～17時00分 190,050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 105人
年2回（前年度実績） 16040- 4963421

24人 電子デバイス製造業
(1)8時15分～17時00分 190,050円～339,129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　25,000円まで 105人
年2回（前年度実績） 16040- 4964321

 黒部市 日祝他
1人

富山県黒部市沓掛３２５９－２０

 下新川郡朝
日町

土日他
2人

富山県下新川郡朝日町沼保字江上
１２２３－１

0765-83-1180 毎　週

2人
富山県魚津市江口１７８４－１ 0765-22-3486 その他

67

土木作業員・重機オペレーター 不問 正社員以外

株式会社　深松組　北陸支店

0765-54-0766 その他

66

精神保健福祉士／社会福祉士 64歳以下 正社員
交替制あ
り

医療法人社団　信和会（魚津神経
サナトリウム）

 魚津市 他

65

ＣＡＤオペレーター（ＣＡＤ解
析・設計）

59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

有限会社　晴まき鉄工所

0765-52-4855 毎　週

69

建築技術者 59歳以下 正社員

株式会社　深松組　北陸支店  下新川郡朝
日町

土日他

68

職業支援員 64歳以下 正社員

社会福祉法人せせらぎ会　せせら
ぎハウス黒部

 黒部市 日他
1人

富山県黒部市岡２０８番地

 黒部市 他
2人

富山県黒部市宇奈月温泉２６７

 下新川郡朝
日町

土日他
2人

富山県下新川郡朝日町沼保字江上
１２２３－１

0765-83-1180 毎　週

2人
富山県下新川郡朝日町沼保字江上
１２２３－１

0765-83-1180 毎　週

70

土木技術者 59歳以下 正社員

株式会社　深松組　北陸支店

 魚津市 他
1人

富山県魚津市慶野１４１－２ 0765-32-5661 毎　週

2人
富山県黒部市宇奈月温泉２６７ 0765-62-1111 その他

73

接客販売 不問 正社員
交替制あ
り

株式会社　ＴＥＣＴ

0765-62-1111 その他

72

施設管理スタッフ〈総合職／幹部
候補〉

59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

湯快リゾート　株式会社（宇奈月
グランドホテル）

 黒部市 他

71

ホテル運営職（フロント・レスト
ラン等）〈幹部候補〉

59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

湯快リゾート　株式会社（宇奈月
グランドホテル）

0765-82-1383 その他

75

医療事務員 不問 正社員

有限会社　すこやか  魚津市 日祝他

74

一般土木 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　アラカワ  下新川郡朝
日町

日他
2人

富山県下新川郡朝日町沼保６８１
番地

 魚津市 日他
1人

富山県魚津市吉島８２９

 黒部市 他
2人

富山県黒部市宇奈月温泉２６７ 0765-62-1111 その他

1人
富山県黒部市堀高６０－１ 0765-57-2677 なし

76

施設管理スタッフ〈総合職〉 59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

湯快リゾート　株式会社（宇奈月
グランドホテル）

 魚津市 日他
2人

富山県魚津市道坂２４２ 0765-32-8134 その他

1人
富山県下新川郡朝日町横水１０５ 0765-83-2722 毎　週

79

ＮＣ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

0765-22-3477 毎　週

78

一般事務員 59歳以下 正社員

有限会社　稲垣重機  下新川郡朝
日町

土日他

77

電子部品の受入れ・ピッキング作
業（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

0765-32-8134 その他

80

金型の設計 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
2人

富山県魚津市道坂２４２
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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　　９月　５日～　９月　９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。

51人 電子デバイス製造業
(1)8時15分～17時00分 190,050円～339,129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　25,000円まで 82人
年2回（前年度実績） 16040- 4965621

36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 146,730円～180,900円
雇用期間の定めなし 12人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
又は8時20分～21時00分 月額　5,000円まで 60人

年2回（前年度実績） 16040- 4967121
14人 とび・土工・コンクリート工事業

(1)8時00分～17時00分 156,700円～229,000円
雇用期間の定めなし 11人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　25,100円まで 731人
年3回（前年度実績） 16050- 4520421

36人 無機化学工業製品製造業
(1)0時30分～8時40分 172,000円～247,000円

雇用期間の定めなし (2)8時30分～16時40分 0人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)16時30分～0時40分 実費支給（上限あり） 拠出・給付
月額　14,000円まで 498人
年2回（前年度実績） 16070- 2897421

8人 燃料小売業
(1)7時00分～15時00分 200,000円～305,000円

雇用期間の定めなし (2)10時00分～18時00分 1人 雇用・労災・健康・厚生
(3)15時00分～23時00分 実費支給（上限なし）

16人
年2回（前年度実績） 16070- 2900521

8人 他に分類されない小売業
(1)10時00分～19時00分 210,000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　25,000円まで 68人
年2回（前年度実績） 17030- 3092621

20人 医薬品・化粧品小売業
182,000円～300,000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（上限なし） 拠出
又は8時00分～22時00分 7,320人

年2回（前年度実績） 21030-11627021
6人 医薬品・化粧品小売業

(1)8時30分～17時30分 250,000円～450,000円
雇用期間の定めなし (2)9時00分～13時00分 5人 雇用・労災・健康・厚生・財形・その他

実費支給（上限なし）
400人

年2回（前年度実績） 27010-46060221
6人 医薬品・化粧品小売業

(1)8時00分～18時00分 250,000円～450,000円
雇用期間の定めなし (2)8時00分～16時00分 6人 雇用・労災・健康・厚生・財形・その他

実費支給（上限なし）
400人

年2回（前年度実績） 27010-46062421
1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～200,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 0人 雇用・労災

なし
1人

16040-   27320
1人 土木工事業（舗装工事業を除く）

(1)8時00分～17時00分 240,000円～300,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 0人 雇用・労災

なし
1人

年2回（前年度実績）0円～200,000円 16040-   28220
400人 市町村機関

(1)8時30分～17時00分 925円～925円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 200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- 5016021
45人 他に分類されない卸売業

1,050円～1,050円
雇用期間の定めなし 31人 雇用・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- 5017721
11人 水産食料品製造業

(1)12時00分～16時00分 910円～910円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 5人 労災

なし
11人

16040- 5022121
11人 水産食料品製造業

(1)9時30分～13時30分 910円～910円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 5人 労災

なし
11人

16040- 5023021
16人 遊戯場

(1)13時00分～21時30分 1,280円～1,400円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 8人 労災

実費支給（上限あり）
又は14時45分～23時15分 月額　100,000円まで 7,643人

年2回（前年度実績） 13110-16722221

5

ホール・カウンターでの接客・ご
案内／富山県下新川郡

不問 パート労働者

株式会社　ダイナム  下新川郡入
善町

他
2人

東京都荒川区西日暮里２－２７－
５

03-3807-8111 毎　週

3

蒲鉾箱詰及び発送準備 不問 パート労働者

株式会社　まるなか  魚津市 日他
1人

富山県魚津市本新町１－８ 0765-22-1344 その他

4

蒲鉾の真空包装 不問 パート労働者

株式会社　まるなか  魚津市 日他
1人

富山県魚津市本新町１－８ 0765-22-1344 その他

2

現場事務 59歳以下 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

1

事務員 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

91

造園作業者 不問 正社員以外

松葉園  魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市金山谷３３５ 0765-33-9230 毎　週

90

軽作業 不問 正社員以外

松葉園  魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市金山谷３３５ 0765-33-9230 毎　週

81

金型の設計 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

 黒部市 日祝他
1人

富山県砺波市栄町６－２７

 黒部市 土日祝他
1人

富山県黒部市中新５７３－１ 0765-52-1793 毎　週

1人
富山県魚津市道坂２４３－３ 0765-32-8049 その他

82

建材製品の部品付け・検査業務 59歳以下 正社員

有限会社　開澤アルミ

 魚津市 他
1人

富山県滑川市上小泉３５ 076-475-0760 その他

1人
富山県滑川市大島５３０ 076-471-0211 その他

85

ガソリンスタンド店員（セルフ魚
津バイパス給油所）

59歳以下 正社員
交替制あ
り

丸三商事　株式会社

0763-33-2311 その他

84

動力設備保全管理 39歳以下 正社員
交替制あ
り

日本カーバイド工業株式会社　早
月工場

 魚津市 他

83

移動式クレーンオペレーター
（黒部）

59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

米原商事　株式会社

1人
岐阜県多治見市高根町４丁目２９
番地

0572-27-3356 毎　週

88

薬剤師（すみれ薬局　魚津店） 59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社　サエラファーマシーズ

0767-52-7177 その他

87

総合職／一般社員　（Ｖドラッグ
新川エリア）

35歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

中部薬品　株式会社（Ｖ・ｄｒｕ
ｇ）

 魚津市 他

86

ａｕショップスタッフ／魚津アッ
プルヒル店

45歳以下 正社員

株式会社　ホクジョー  魚津市 他
2人

石川県七尾市神明町１番地

06-6263-2111 毎　週

89

薬剤師（サエラ薬局　黒部店） 59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社　サエラファーマシーズ  黒部市 日祝他
1人

大阪府大阪市中央区本町２丁目２
－５　本町第２ビル３階

 魚津市 日祝他
1人

大阪府大阪市中央区本町２丁目２
－５　本町第２ビル３階

06-6263-2111 毎　週
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5人 児童福祉事業
880円～960円

雇用期間の定めなし 4人 労災
実費支給（上限なし）

又は13時30分～18時30分 5人
16040- 4994221

0人 各種商品卸売業
(1)9時00分～15時00分 1,000円～1,250円

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

16040- 4997321
68人 老人福祉・介護事業

(1)8時30分～13時30分 908円～945円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 41人 労災

実費支給（上限あり）
月額　18,700円まで 182人
年2回（前年度実績） 16040- 5006921

4人 農畜産物・水産物卸売業
(1)8時00分～11時00分 920円～920円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 3人 労災
なし

又は9時00分～12時00分 6人
16040- 5007121

16人 老人福祉・介護事業
(1)6時00分～14時00分 910円～950円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)11時30分～15時00分 15人 労災
(3)15時00分～19時30分 実費支給（上限なし）

44人
16040- 5008021

8人 その他の食料品製造業
(1)8時00分～12時00分 1,000円～1,250円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)13時00分～17時00分 5人 労災
なし

8人
16040- 5012321

53人 警備業
(1)8時00分～17時00分 1,110円～1,230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）

250人
16040- 4987521

14人 金属被覆・彫刻業，熱処理業（ほうろう鉄器を除く）

(1)8時00分～12時00分 950円～1,100円
雇用期間の定めなし 5人 労災

実費支給（上限あり）
又は13時00分～17時00分 月額　4,200円まで 15人

16040- 4991021
70人 その他のはん用機械・同部分品製造業

(1)9時00分～14時45分 900円～900円
雇用期間の定めなし 23人 雇用・労災

なし
70人

年2回（前年度実績）60,000円～60,000円 16040- 4992721
9人 各種物品賃貸業

(1)10時00分～14時00分 910円～910円
雇用期間の定めなし (2)14時00分～18時00分 3人 労災

なし
4,152人

16010-19051721
56人 その他の専門サービス業

(1)8時30分～13時30分 930円～935円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)12時15分～17時15分 52人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
月額　50,000円まで 91,184人

16020-11086321
8人 その他の生産用機械・同部分品製造業

1,000円～1,000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8時00分～17時00分 月額　10,000円まで 17人

16070- 2950421
2人 美容業

(1)9時30分～12時00分 1,600円～2,100円
雇用期間の定めなし 2人 労災

実費支給（上限なし）
140人

15110- 6717921
8人 その他の飲食店

(1)10時00分～15時00分 1,100円～1,100円
雇用期間の定めなし (2)17時30分～22時00分 6人 労災

実費支給（上限あり）
月額　3,000円まで 8人

16040- 4974921
63人 高等学校，中等教育学校

(1)8時30分～17時00分 983円～983円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 25人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし）
63人

年2回（前年度実績） 16040- 4976021
77人 百貨店，総合スーパー

910円～910円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 53人 労災

実費支給（上限あり）
又は7時00分～13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- 4979221

21

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
1人

富山県黒部市植木７７１番１ 0765-54-3522 その他

19

ホールスタッフ 不問 パート労働者

ＮＯＯＤＬＥ　ＨＥＡＲＴＳ  魚津市 月他
3人

富山県魚津市吉島４３３０ 0765-22-5566 その他

20

校務助手 不問 パート労働者

富山県総合教育センター（富山県
立桜井高等学校）

 黒部市 土日祝他
1人

富山県黒部市三日市１３３４ 0765-52-0120 毎　週

17

製品組立及び補助（魚津工場／
パートタイム）

59歳以下 パート労働者

株式会社　山英システムエンジニ
アリング

 魚津市 土日祝他
1人

富山県滑川市改養寺３９番地１ 076-474-0225 毎　週

18

美容師＜富山県＞ 64歳以下 パート労働者

株式会社　ブルーライン２１ 魚津市　他 土日祝他
1人

新潟県燕市野中才１３３９番地２ 0256-98-0845 毎　週

15

スーパーでの店内清掃（原信　魚
津店）

不問 パート労働者

中越クリーンサービス株式会社
富山営業所

 魚津市 他
1人

富山県富山市呉羽町６２４３－５ 076-415-8777 毎　週

16

医療事務　パート【黒部市民病
院】病棟クラーク業務

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

13

金属熱処理の補助作業 不問 パート労働者

有限会社　中谷熱処理技研  黒部市 土日他
1人

富山県黒部市前沢堂田１９４７番
地１

0765-54-0526 毎　週

14

清掃 不問 パート労働者

株式会社　双葉ダイス  下新川郡入
善町

日他
1人

富山県下新川郡入善町椚山７６２
－１

0765-72-2498 その他

12

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

11

麩の製造補佐、麩の袋詰め 不問 パート労働者

有限会社　高瀬製麸所  魚津市 土日祝他
1人

富山県魚津市本新町２７－４ 0765-24-7377 毎　週

9

パック詰め、店頭陳列作業等 不問 パート労働者

株式会社　高岡商店  黒部市 水土日祝
1人

富山県黒部市飯沢７２９番地 0765-56-8611 毎　週

10

厨房・配膳係 不問 パート労働者
交替制あ
り

株式会社　ささや木  下新川郡入
善町

他
2人

富山県下新川郡入善町青島４０１
番地１

0765-32-3786 その他

7

技術職（廃金属の分類） 不問 パート労働者

鴻源商事  下新川郡入
善町

日他
1人

富山県下新川郡入善町浦山新７１
－１

0765-78-1198 毎　週

8

清掃・営繕 不問 パート労働者
交替制あ
り

社会福祉法人　海望福祉会（あん
どの里）

 魚津市 他
1人

富山県魚津市仏田３４６８番地 0765-22-8808 毎　週

6

放課後児童クラブ（学童保育）指
導員

不問 パート労働者

前沢カンナキッズ　運営委員会  黒部市 日祝他
2人

富山県黒部市前沢２７番地１　前
沢公民館内

0765-54-0114 毎　週
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65人 その他の専門サービス業
(1)8時30分～12時30分 970円～1,050円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)12時30分～21時00分 60人 労災
(3)18時00分～21時00分 なし

270人
17080- 7486821

65人 その他の専門サービス業
(1)8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） 60人 雇用・労災
なし

270人
17080- 7487221

65人 その他の専門サービス業
(1)8時15分～12時15分 1,000円～1,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 60人 雇用・労災
なし

270人
17080- 7488521

65人 その他の専門サービス業
(1)8時30分～11時30分 1,000円～1,500円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)12時30分～17時30分 60人 労災
(3)18時45分～21時00分 なし

270人
17080- 7489421

14人 老人福祉・介護事業
(1)8時30分～17時30分 1,200円～1,200円

雇用期間の定めなし (2)9時00分～18時00分 10人 労災
実費支給（上限あり）
日額　300円まで 123人

16010-18733721
13人 老人福祉・介護事業

(1)17時00分～9時00分 1,409円～1,409円
雇用期間の定めなし 11人 労災

一定額
日額　300円まで 123人

16010-18735221
55人 他に分類されない非営利的団体

(1)9時00分～17時30分 1,200円～1,200円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 24人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし）
520人

16010-18808521
721人 病院

(1)19時00分～22時30分 2,285円～2,285円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 572人 労災

実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 938人

16040- 4929521
9人 病院

(1)9時00分～15時00分 900円～900円
雇用期間の定めなし 6人 労災

実費支給（上限なし）
147人

16040- 4932921
9人 病院

(1)16時30分～9時00分 980円～980円
雇用期間の定めなし 6人 労災

実費支給（上限なし）
147人

16040- 4933121
48人 旅館，ホテル

(1)8時00分～12時00分 1,000円～1,375円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)12時00分～17時00分 16人 労災

(3)12時00分～21時00分 実費支給（上限なし）
又は8時00分～21時00分 1,744人

16040- 4945221
12人 老人福祉・介護事業

(1)10時00分～15時30分 880円～930円
雇用期間の定めなし 12人 労災

実費支給（上限あり）
月額　7,000円まで 81人
年2回（前年度実績）0円～150,000円 16040- 4948321

6人 歯科診療所
(1)14時45分～19時00分 1,000円～1,100円

雇用期間の定めなし (2)14時15分～18時00分 6人 労災
実費支給（上限あり）
月額　6,500円まで 6人
年2回（前年度実績）50,000円～55,000円 16040- 4949621

48人 旅館，ホテル
(1)6時00分～11時00分 1,000円～1,375円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)15時00分～21時00分 16人 労災
実費支給（上限なし）

又は6時00分～21時00分 1,744人
16040- 4950021

11人 他に分類されない小売業
(1)9時00分～15時00分 900円～940円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)15時00分～21時00分 6人 労災
(3)21時00分～2時00分 実費支給（上限あり）

月額　24,500円まで 64人
16040- 4953221

48人 旅館，ホテル
(1)6時00分～11時00分 1,000円～1,375円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)16時00分～22時00分 16人 労災
実費支給（上限なし）

又は6時00分～22時00分 1,744人
16040- 4957621

37

レストランスタッフ 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 その他

35

キッチン（補助） 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 その他

36

接客販売（魚津） 不問 パート労働者

株式会社　ＴＥＣＴ  魚津市 他
3人

富山県魚津市慶野１４１－２ 0765-32-5661 毎　週

33

調理（魚津） 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

 魚津市
月火木金
他

1人
富山県魚津市吉島１１１８－１ 0765-24-0315 毎　週

34

清掃及び備品係 不問 パート労働者

奥川歯科医院  魚津市 木日祝他
1人

富山県魚津市金浦町４－１６ 0765-22-0090 毎　週

31

生活指導員（宿直専従） 18歳以上 パート労働者

医療法人社団　信和会（魚津神経
サナトリウム）

 魚津市 他
2人

富山県魚津市江口１７８４－１ 0765-22-3486 その他

32

売店スタッフ 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

29

看護師（小児急患センター） 18歳以上 パート労働者

黒部市民病院  黒部市
火水木金
土日他

1人
富山県黒部市三日市１１０８－１ 0765-54-2211 毎　週

30

生活指導員 不問 パート労働者

医療法人社団　信和会（魚津神経
サナトリウム）

 魚津市 他
2人

富山県魚津市江口１７８４－１ 0765-22-3486 その他

27

夜間介護スタッフ（黒部病院前） 59歳以下 パート労働者
変形
（1ヶ月

株式会社　うちくる富山  黒部市 他
1人

富山県富山市西野新４７番 076-461-7765 毎　週

28

配送（東部センター） 不問 パート労働者

とやま生活協同組合  魚津市 土日他
1人

富山県富山市金屋５５５ 076-443-8800 毎　週

25

食器洗浄業務（黒部市民病院） 不問 パート労働者

株式会社　ダスキンヘルスケア北
陸

 黒部市 他
2人

石川県野々市市稲荷２丁目１７６
番地

076-246-8711 毎　週

26

日勤介護スタッフ（うちくる黒部
病院前）

59歳以下 パート労働者
交替制あ
り

株式会社　うちくる富山  黒部市 他
1人

富山県富山市西野新４７番 076-461-7765 毎　週

23

物流管理サービス（黒部市民病
院）

不問 パート労働者

株式会社　ダスキンヘルスケア北
陸

 黒部市 土日祝
1人

石川県野々市市稲荷２丁目１７６
番地

076-246-8711 毎　週

24

滅菌業務（黒部市民病院） 不問 パート労働者

株式会社　ダスキンヘルスケア北
陸

 黒部市 土日祝
1人

石川県野々市市稲荷２丁目１７６
番地

076-246-8711 毎　週

22

手術室内環境整備（黒部市民病
院）

不問 パート労働者

株式会社　ダスキンヘルスケア北
陸

 黒部市 土日祝
3人

石川県野々市市稲荷２丁目１７６
番地

076-246-8711 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　　９月　５日～　９月　９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。

2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 932円～932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）
2人

16040- 4958921
10人 燃料小売業

(1)23時00分～7時00分 1,097円～1,097円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 3人 雇用・労災

なし
16人

16070- 2902321
2人 その他の専門サービス業

(1)7時30分～11時30分 1,000円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 2人 労災

なし
270人

17080- 7475021
80人 その他の専門サービス業

(1)9時00分～17時00分 960円～960円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 70人 雇用・労災・健康・厚生

なし
270人

17080- 7476721
35人 他に分類されない小売業

(1)8時45分～13時00分 969円～1,151円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)12時45分～17時00分 24人 労災

実費支給（上限あり）
月額　7,900円まで 11,465人

18040- 4607121
35人 他に分類されない小売業

(1)8時45分～13時00分 969円～1,151円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)12時45分～17時00分 24人 労災

実費支給（上限あり）
月額　7,900円まで 11,465人

18040- 4612321
1人 学習塾

900円～1,466円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 0人 労災

実費支給（上限なし）
又は14時00分～21時50分 11,552人

23010-28641721
6人 医薬品・化粧品小売業

1,965円～3,000円
雇用期間の定めなし 5人 労災・その他

実費支給（上限なし）
又は8時30分～17時30分 400人

27010-46061521
6人 医薬品・化粧品小売業

1,965円～3,000円
雇用期間の定めなし 6人 労災・その他

実費支給（上限なし）
又は8時00分～18時00分 400人

27010-46063321

46

薬剤師（サエラ薬局　黒部店） 59歳以下 パート労働者
変形
（1ヶ月

株式会社　サエラファーマシーズ  黒部市 日祝他
1人

大阪府大阪市中央区本町２丁目２
－５　本町第２ビル３階

06-6263-2111 毎　週

44

塾講師　【魚津校】 不問 パート労働者
交替制あ
り

ＣＫＣネットワーク　株式会社  魚津市 他
3人

愛知県名古屋市名東区一社４丁目
１６５番　３Ｆ

052-709-3670 その他

45

薬剤師（すみれ薬局　魚津店） 59歳以下 パート労働者
変形
（1ヶ月

株式会社　サエラファーマシーズ  魚津市 日祝他
1人

大阪府大阪市中央区本町２丁目２
－５　本町第２ビル３階

06-6263-2111 毎　週

42

日用品売場担当（コメリ黒部店）
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

 黒部市 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

43

レジ担当（コメリ黒部店）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

 黒部市 他
4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

40

清掃業務（ＪＡくろべ） 不問 パート労働者

株式会社　ダスキンヘルスケア北
陸

 黒部市 水土日祝
1人

石川県野々市市稲荷２丁目１７６
番地

076-246-8711 毎　週

41

シーツ交換業務（黒部市民病院） 不問 パート労働者

株式会社　ダスキンヘルスケア北
陸

 黒部市 土日祝他
1人

石川県野々市市稲荷２丁目１７６
番地

076-246-8711 毎　週

39

ガソリンスタンド店員（夜間）／
魚津ＳＳ及び滑川ＳＳ

60歳以上 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

38

食堂職員 不問 パート労働者

富山県立魚津工業高等学校後援会  魚津市 土日祝他
1人

富山県魚津市浜経田３３３８ 0765-22-2577 毎　週

　　　　　　★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、ご協力のほど、よろしくお願いします。

　　　　　　★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。

　　　　　　（参加を希望される方は、ハローワークで申込下さい。）

　　　　　　★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。

場　　　　所 事　業　所　名 年　齢 人　数 職　　　種 求人NO. 就業場所

1人 サービスエンジニア（技術営業） 16040-4306421

2人 工場内作業員（正社員） 16040-4087921

2人 工場内作業員（正社員以外） 16040-4359621

2人 工場内作業員（パートタイム） 16040-4360021

18歳以上
59歳以下

3人 交通誘導警備員 16040-4506821

18歳以上 2人 交通誘導警備員 16040-4507221

9月21日（水）
14：00～
1時間
程度

魚津合同庁舎
5階　会議室 株式会社　ヤハタセイコー 35歳以下 1人 機械オペレーター（見習い） 16040-3442221 入善町

18歳以上
59歳以下

１人 設備の保全業務 16040-4553021

18歳以上 ３人 生産オペレーター 16040-4551921

1人 電子部品の受入れ・ピッキング作業（未経験者可） 16040-4959121

2人 電子機器の組立・検査スタッフ（未経験者可） 16040-3439921

18歳以上
59歳以下

2人
製造設備のオペレーター,電子部品の組立

（未経験者可）
16040-4143021

1人 組立・製造スタッフ（未経験者可） 16040-4878921

2人 製造スタッフ（未経験者可） 16040-4505721

　　　　　会社説明会・面接会は、求人事業所の担当者が指定の日時にハローワーク魚津にて求人内容を説明のうえ面接するものです。

日　　　時

入善町

9月28日（水）
14:00～
1時間
程度

魚津合同庁舎
5階　会議室 株式会社　シキノハイテック

59歳以下

9月15日（木）
14:00～
1時間
程度

魚津公共職業安定所
1階　会議室

高槻電器工業株式会社
富山工場（設備製作工場）

不問

魚津市

魚津市

59歳以下

不問

9月21日（水）
10:00～
1時間
程度

魚津合同庁舎
5階　会議室

株式会社　トスネット北陸
　魚津営業所

魚津市

9月28日（水）
10:00～
1時間
程度

魚津合同庁舎
5階　会議室 アイシン新和　株式会社
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