
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

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 525人

年2回（前年度実績） 16010-20220521
4人 スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業

(1)9時00分～18時00分 211,000円～256,000円
雇用期間の定めなし (2)9時00分～18時30分 1人 雇用・労災・健康・厚生

(3)9時00分～17時30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）200,000円～ 16010-20265921

5人 自動車小売業
(1)8時00分～16時30分 180,000円～220,000円

雇用期間の定めなし (2)9時30分～18時00分 0人 雇用・労災・健康・厚生
(3)11時45分～20時15分 実費支給（上限なし） 拠出
又は8時00分～20時15分 58人

年2回（前年度実績） 16010-20281621
12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） 10人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし）
50人

16010-20148821
3人 歯科診療所

(1)8時15分～17時45分 180,000円～250,000円
雇用期間の定めなし (2)8時00分～17時30分 3人 雇用・労災・健康・厚生

(3)8時30分～18時00分 実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 3人
年2回（前年度実績） 16040- 5176921

50人 水産食料品製造業
(1)8時00分～17時00分 168,000円～184,800円

雇用期間の定めなし 40人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 50人

16040- 5178021
50人 水産食料品製造業

(1)8時00分～17時00分 168,000円～184,800円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 40人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 50人

16040- 5179721
50人 水産食料品製造業

(1)9時00分～18時00分 168,000円～193,200円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 40人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 50人

16040- 5180521
50人 水産食料品製造業

(1)9時00分～18時00分 168,000円～193,200円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 40人 労災

実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 50人

16040- 5181421
50人 水産食料品製造業

(1)9時00分～18時00分 168,000円～193,200円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 40人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 50人

16040- 5182321
14人 その他の社会保険・社会福祉・介護事業

(1)8時30分～17時30分 165,000円～180,000円
雇用期間の定めなし (2)16時00分～9時00分 14人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 110人
年2回（前年度実績） 16040- 5183621

4人 土木工事業（舗装工事業を除く）

(1)7時30分～17時00分 198,000円～330,000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 4人
年2回（前年度実績） 16040- 5184921

15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 149,745円～160,000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　10,000円まで 34人
年2回（前年度実績）200,000円～300,000円 16040- 5186021

7人 その他の職別工事業
(1)8時00分～17時00分 345,000円～460,000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 7人
年2回（前年度実績） 16040- 5170821

7人 その他の職別工事業
(1)7時30分～16時30分 276,000円～345,000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 7人
年2回（前年度実績） 16040- 5171221

7人 その他の職別工事業
(1)8時00分～17時00分 276,000円～345,000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 7人
年2回（前年度実績） 16040- 5172521

1

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

1人
富山県富山市清水元町６番３号

 黒部市 他
1人

富山県富山市桜町１丁目１番３６
号

076-432-5532 その他

【先週１週間　　９月　２６日　～　９月　３０日に受理】

賃金

通勤手当

賞与（前年度実績）

4

製造事務 不問 有期雇用派遣労働者

株式会社　ライフワーク北陸

076-425-1099 その他

3

ガソリンスタンドスタッフ【魚津
ＳＳ】

59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　品川グループ本社　品
川商事カンパニー

 魚津市 他

2

営業職【魚津店】 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

太陽スポーツ販売（株）  魚津市 日祝他

1人
富山県黒部市生地中区１７６マル
ゼン中央１Ｆ

 黒部市 土日他
1人

富山県富山市新庄町１５７－１ 076-492-0077 毎　週

1人
富山県富山市弥生町２丁目４番１
号

076-431-8766 その他

7

梱包・出荷作業 不問 正社員以外
変形（1
年単位）

株式会社　河内屋

0765-32-4696 毎　週

6

蒲鉾製造補助 59歳以下 正社員以外
変形（1
年単位）

株式会社　河内屋  魚津市 日祝他

5

歯科衛生士 59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

のと歯科  黒部市 日祝

3人
富山県魚津市駅前新町９－１２

 魚津市 日祝他
3人

富山県魚津市駅前新町９－１２ 0765-24-1055 その他

3人
富山県魚津市駅前新町９－１２ 0765-24-1055 その他

10

販売補助【短期募集】 不問 正社員以外
変形
（1ヶ月

株式会社　河内屋

0765-24-1055 その他

9

包装作業【短期募集】 不問 正社員以外
変形
（1ヶ月

株式会社　河内屋  魚津市 日他

8

事務【短期募集】 不問 正社員以外
変形
（1ヶ月

株式会社　河内屋  魚津市 日他

1人
富山県黒部市新牧野３４９　ユ
アーズビル黒部Ｂ棟

 魚津市 日他
1人

富山県魚津市駅前新町９－１２ 0765-24-1055 その他

10人
富山県魚津市駅前新町９－１２ 0765-24-1055 その他

13

住宅用アルミ製品部品の袋詰め、
取付け作業（越湖製造所）

69歳以下 正社員

有限会社　木島アルミ建材

0765-57-3070 その他

12

土木作業員 不問 正社員
変形（1
年単位）

中村組  黒部市 日祝他

11

介護職【しんせい花の丘／黒部
市】

64歳以下 正社員
交替制あ
り

有限会社　真成  黒部市 他

2人
富山県魚津市三田５１３

 黒部市 土日他
2人

富山県黒部市荒俣２０５番地 0765-56-8372 毎　週

3人
富山県黒部市宇奈月町内山２２６
６

0765-65-0070 その他

16

運転手（４ｔ車） 不問 正社員
変形（1
年単位）

北陸開発公社有限会社

0765-22-5689 その他

15

重機オペレーター 不問 正社員
変形（1
年単位）

北陸開発公社有限会社  魚津市 日祝他

14

大型運転手 不問 正社員
変形（1
年単位）

北陸開発公社有限会社  魚津市 日祝他

 魚津市 日祝他
2人

富山県魚津市三田５１３ 0765-22-5689 その他

1人
富山県魚津市三田５１３ 0765-22-5689 その他

℡ 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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7人 その他の職別工事業
(1)7時30分～16時30分 276,000円～345,000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 7人

16040- 5173421
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 160,000円～200,000円
雇用期間の定めなし (2)16時20分～1時00分 44人 雇用・労災・健康・厚生

(3)0時20分～9時00分 実費支給（上限あり）
日額　250円まで 265人
年2回（前年度実績） 16040- 5164521

306人 プラスチック板・棒・管・継手・異形押出製品製造業

(1)8時30分～17時30分 230,000円～250,000円
雇用期間の定めなし 90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 338人
年3回（前年度実績） 16040- 5166321

129人 病院
(1)8時45分～17時30分 197,000円～272,000円

雇用期間の定めなし (2)17時00分～9時00分 104人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　16,400円まで 129人
年2回（前年度実績） 16040- 5167621

129人 病院
(1)8時45分～17時30分 177,000円～252,000円

雇用期間の定めなし (2)17時00分～9時00分 104人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　16,400円まで 129人
年2回（前年度実績） 16040- 5168921

135人 老人福祉・介護事業
(1)7時00分～16時00分 167,700円～187,700円

雇用期間の定めなし (2)10時00分～19時00分 110人 雇用・労災・健康・厚生
(3)11時00分～20時00分 実費支給（上限あり）

月額　50,000円まで 135人
年2回（前年度実績） 16040- 5150921

20人 警備業
(1)17時30分～8時30分 173,000円～173,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)8時30分～17時30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 1,450人

16040- 5152021
6人 一般貨物自動車運送業

(1)7時30分～16時20分 160,000円～180,000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） 厚生
月額　6,000円まで 6人
年2回（前年度実績） 16040- 5153721

19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 250,000円～380,000円
雇用期間の定めなし 4人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限なし）
49人

年2回（前年度実績） 16040- 5157421
3人 美容業

(1)9時00分～18時00分 175,000円～180,000円
雇用期間の定めなし (2)10時00分～19時00分 3人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　7,100円まで 3人

16040- 5159621
7人 自動車整備業

(1)8時30分～17時30分 185,000円～420,000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 7人
年2回（前年度実績） 16040- 5163221

3人 労働者派遣業
(1)5時30分～17時00分 157,456円～157,456円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 3人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限なし）

2,000人
16020-11702421

143人 百貨店，総合スーパー
(1)6時00分～15時00分 206,150円～281,650円

雇用期間の定めなし (2)8時00分～17時00分 95人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)10時00分～19時00分 実費支給（上限あり）
又は6時00分～22時30分 月額　73,700円まで 4,695人

年2回（前年度実績） 18040- 4906821
4,300人 その他の飲食料品小売業

(1)8時30分～17時30分 202,000円～320,000円
雇用期間の定めなし (2)13時00分～22時00分 2,800人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり） 拠出
月額　36,780円まで 4,400人
年2回（前年度実績） 16020-11607321

6人 公認会計士事務所，税理士事務所

(1)8時30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　10,000円まで 6人
年2回（前年度実績） 16040- 5139521

1人 自動車小売業
(1)8時00分～17時30分 160,800円～241,200円

雇用期間の定めなし (2)8時30分～18時00分 0人 雇用・労災・健康・厚生
(3)9時00分～18時30分 実費支給（上限あり）

日額　500円まで 1人
16040- 5142921

1人
富山県魚津市三田５１３

19

総務経理職 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　トヨックス

0765-22-5689 その他

18

建材用部品（アルミ）の切断（Ｙ
ＫＫＡＰ（株）越湖製造所）

18歳～59歳 正社員
交替制あ
り

中野工業　株式会社  黒部市 土日他

17

現地作業員 不問 正社員以外
変形（1
年単位）

北陸開発公社有限会社  魚津市 日祝他

3人
富山県魚津市東尾崎３４８４－１

 黒部市 日祝他
1人

富山県黒部市前沢４３７１ 0765-52-3131 その他

1人
富山県黒部市新町１１０番地甲ー
２

0765-52-1330 毎　週

22

介護職 65歳以下 正社員
交替制あ
り

社会福祉法人　おあしす新川

0765-31-6200 毎　週

21

准看護師 59歳以下 正社員
交替制あ
り

医療法人　深川病院  魚津市 他

20

正看護師 59歳以下 正社員
交替制あ
り

医療法人　深川病院  魚津市 他

1人
富山県魚津市上村木一丁目２０番
３０号

 下新川郡入
善町

他
1人

富山県下新川郡入善町上野２８０
３

0765-74-0800 毎　週

2人
富山県魚津市東尾崎３４８４－１ 0765-31-6200 毎　週

25

ルート営業 44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　広浜

0765-24-2671 毎　週

24

事務員 65歳以下 正社員
変形（1
年単位）

南保運輸　株式会社  魚津市 日祝他

23

機械警備員【夜勤】 18歳以上 正社員以外
変形
（1ヶ月

北陸綜合警備保障　株式会社　魚
津営業所

 魚津市 他

2人
富山県黒部市生地神区４９５－１
５

 魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市川縁５－７ 0765-22-3694 その他

1人
富山県魚津市高畠１６７０番地１ 0765-22-0451 その他

28

送迎ドライバー 不問 正社員以外

株式会社日輪　富山支社

0765-32-4756 毎　週

27

自動車整備士 64歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

タカラ自動車　株式会社  魚津市 日祝他

26

エステティシャン・セラピスト 不問 正社員
交替制あ
り

サロン　エキュラ  黒部市 日祝他

1人
福井県坂井市坂井町下新庄１５－
８－１

 魚津市 土日他
1人

富山県高岡市野村１６６１　ユニ
ゾンビル５Ｆ

0766-25-8001 毎　週

1人
富山県魚津市吉島７６８－１ 0765-24-3018 その他

31

税理士補助 30歳以下 正社員

税理士法人　ＣＦＯ

0776-72-1011 その他

30

レジスタッフ（アルビス食品スー
パーレジ業務）：富山

64歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

アルビス　株式会社  黒部市　他 他

29

ベーカリー担当者【ＰＬＡＮＴ黒
部店】

59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　ＰＬＡＮＴ  黒部市 他

1人
富山県魚津市上村木４８６－３

 魚津市 土日祝他
1人

富山県魚津市住吉１６３６ 0765-22-1198 毎　週

3人
富山県射水市流通センター水戸田
３－４

0766-56-7200 その他

0765-24-1818 毎　週

32

自動車用タイヤの整備作業 不問 正社員

株式会社　さとう  魚津市 他
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4人 公認会計士事務所，税理士事務所

(1)9時00分～17時00分 170,000円～300,000円
雇用期間の定めなし (2)9時00分～19時00分 4人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　12,900円まで 4人
年3回（前年度実績） 16040- 5143121

52人 高等教育機関
(1)8時45分～17時00分 270,600円～399,700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　55,000円まで 6,930人
年2回（前年度実績） 16040- 5144021

4人 燃料小売業
(1)8時30分～17時30分 168,000円～247,250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（上限あり）
月額　18,700円まで 9人
年2回（前年度実績）50,000円～250,000円 16040- 5154821

138人 ニット生地製造業
(1)8時10分～17時00分 152,880円～156,240円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 92人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　15,000円まで 138人

16040- 5161721
138人 ニット生地製造業

(1)8時10分～17時00分 159,810円～163,170円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 92人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　15,000円まで 138人

16040- 5162821
10人 障害者福祉事業

910円～930円
雇用期間の定めなし 8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　4,000円まで 23人

年2回（前年度実績） 16040- 5187721
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- 6452421
9人 他に分類されない事業サービス業

(1)5時30分～9時30分 1,000円～1,500円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)18時00分～19時30分 8人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし）
4,185人

16020-11717821
10人 その他の飲食料品小売業

(1)3時00分～9時00分 930円～930円
雇用期間の定めなし (2)9時00分～15時00分 9人 労災

(3)15時00分～21時00分 実費支給（上限あり）
月額　3,000円まで 11人

16040- 5174321
3人 美容業

(1)9時30分～16時00分 908円～1,200円
雇用期間の定めなし (2)11時00分～18時00分 3人 労災

(3)13時00分～19時00分 実費支給（上限あり）
又は9時30分～19時00分 月額　10,000円まで 4人

16040- 5175621
140人 百貨店，総合スーパー

1,000円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 133人 労災

実費支給（上限なし）
又は7時30分～0時15分の 9,746人

16040- 5151121
4人 歯科診療所

1,300円～1,300円
雇用期間の定めなし 4人 労災

実費支給（上限あり）
又は8時30分～18時00分 月額　10,000円まで 4人

年2回（前年度実績）10,000円～20,000円 16040- 5155221
4人 歯科診療所

(1)8時30分～12時00分 1,000円～1,100円
雇用期間の定めなし (2)14時00分～18時00分 4人 労災

実費支給（上限あり）
又は8時30分～18時00分 月額　10,000円まで 4人

年2回（前年度実績）10,000円～20,000円 16040- 5156521
2人 電気通信・信号装置工事業

(1)8時00分～16時30分 950円～950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

実費支給（上限あり）
月額　150,000円まで 571人

16010-20137121
3人 建物サービス業

920円～1,250円
雇用期間の定めなし 3人 労災

実費支給（上限あり）
又は9時30分～18時30分 月額　13,000円まで 116人

16010-20141421
59人 警備業

(1)8時00分～17時00分 1,000円～1,300円
雇用期間の定めなし (2)8時00分～12時00分 3人 雇用・労災・健康・厚生

(3)13時00分～17時00分 実費支給（上限なし）
1,450人

年2回（前年度実績）20,000円～48,000円 16010-20070621

11

交通誘導警備員（呉東） 18歳以上 パート労働者

北陸綜合警備保障　株式会社　富
山交通管理センター

 魚津市　他 他
3人

富山県富山市中島３丁目１－６ 076-411-9442 毎　週

10

カフェスタッフ 64歳以下 パート労働者

株式会社　オフィスケィ  魚津市 他
1人

富山県富山市鶴ヶ丘町１０２番地
１

076-452-5211 毎　週

9

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
2人

富山県富山市綾田町１丁目７番２
３号

076-431-1111 毎　週

8

歯科助手 不問 パート労働者

野田歯科医院  下新川郡入
善町

日祝他
1人

富山県下新川郡入善町入膳３６９
９－１

0765-72-0262 毎　週

7

歯科衛生士 不問 パート労働者

野田歯科医院  下新川郡入
善町

日祝他
1人

富山県下新川郡入善町入膳３６９
９－１

0765-72-0262 毎　週

6

レジスタッフ 18歳以上 パート労働者

ＵＤリテール株式会社　ＭＥＧＡ
ドン・キホーテＵＮＹ魚津店

 魚津市 他
2人

富山県魚津市住吉６００番地 0765-23-4111 毎　週

5

美容スタッフ及び事務 不問 パート労働者
交替制あ
り

株式会社　プレシャス  黒部市 日祝他
1人

富山県黒部市荒町３８３ 0765-55-4535 毎　週

4

販売スタッフ 不問 パート労働者

ローソン　魚津本江新町店  魚津市 他
3人

富山県魚津市本江新町　３－２０ 0765-32-5039 毎　週

3

調理員【池田リハビリテーショ
ン】

不問 パート労働者
交替制あ
り

株式会社メフォス東日本　北陸事
業部富山支店

 黒部市 他
1人

富山県高岡市下関町４－５　北陸
読売会館７階

0766-26-6021 毎　週

2

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

1

指導員 72歳以下 パート労働者

特定非営利活動法人　わかくさ会  魚津市 土日祝他
2人

富山県魚津市大光寺１０１０－１
４

0765-55-4126 毎　週

34

職業訓練指導員（職業能力開発
職）

59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

独立行政法人　高齢・障害・求職
者雇用支援機構　富山支部　北陸

33

税理士業務補助（経験者） 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

大和幸弘税理士・社労士事務所  魚津市 日祝他

1人
富山県黒部市荒俣４４

 魚津市 土日祝
3人

富山県魚津市川縁１２８９－１ 0765-24-5552 毎　週

1人
富山県魚津市上村木１ー６－５ 0765-22-7856 その他

37

セットオペレーター 不問 正社員以外
変形（1
年単位）

オーアイ工業　株式会社

0765-56-8857 その他

36

製品の検査・袋入れ 不問 正社員以外
変形（1
年単位）

オーアイ工業　株式会社  魚津市 他

35

自動車整備士 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

高東商事株式会社  下新川郡入
善町

日祝他

 魚津市 日他
3人

富山県魚津市本江８５０ 0765-24-1000 その他

3人
富山県魚津市本江８５０ 0765-24-1000 その他
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0人 その他の専門サービス業
(1)8時00分～16時30分 1,000円～1,000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
なし

270人
17080- 7912821

0人 その他の専門サービス業
(1)9時00分～12時00分 1,150円～1,150円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)13時00分～16時00分 0人 労災
なし

270人
17080- 7913221

3人 他に分類されない小売業
(1)9時00分～18時00分 910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）
日額　300円まで 15人

16010-20007021
30人 水産食料品製造業

(1)8時00分～17時00分 1,200円～1,200円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 18人 雇用・労災

なし
又は9時00分～17時00分 30人

16040- 5137821
30人 水産食料品製造業

(1)5時00分～13時00分 1,200円～1,200円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 18人 雇用・労災

なし
又は5時00分～15時00分 30人

16040- 5138221
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- 5140321
6人 医療に附帯するサービス業

(1)9時00分～13時00分 1,000円～1,500円
雇用期間の定めなし (2)14時00分～18時00分 5人 労災

実費支給（上限あり）
月額　4,200円まで 6人

16040- 5141621
27人 旅館，ホテル

(1)9時30分～14時00分 910円～910円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 16人 労災

実費支給（上限あり）
日額　400円まで 27人

16040- 5147221
27人 旅館，ホテル

(1)23時30分～4時30分 910円～910円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)23時30分～5時30分 16人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
日額　400円まで 27人

16040- 5148521
138人 ニット生地製造業

(1)8時10分～17時00分 910円～930円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 92人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
又は8時10分～17時00分 月額　15,000円まで 138人

16040- 5158321
138人 ニット生地製造業

(1)8時10分～17時00分 910円～930円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 92人 雇用・労災

なし
又は8時10分～17時00分 138人

16040- 5160021
36人 行政機関

(1)9時30分～16時00分 908円～1,159円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 28人 雇用・公災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　55,000円まで 68,479人

16040- 5169121

23

事務補佐員 不問 パート労働者

富山労働局  魚津市 土日祝他
1人

富山県富山市神通本町１丁目５－
５　富山労働総合庁舎

076-432-2727 毎　週

22

セットオペレーター 不問 パート労働者
変形（1
年単位）

オーアイ工業　株式会社  魚津市 日他
3人

富山県魚津市本江８５０ 0765-24-1000 その他

21

製品の検査・袋入れ 不問 パート労働者
変形（1
年単位）

オーアイ工業　株式会社  魚津市 他
3人

富山県魚津市本江８５０ 0765-24-1000 その他

20

風呂清掃 18歳以上 パート労働者
交替制あ
り

小川温泉開発　株式会社  下新川郡朝
日町

他
1人

富山県下新川郡朝日町湯ノ瀬１番
地

0765-84-8111 毎　週

19

清掃スタッフ 不問 パート労働者

小川温泉開発　株式会社  下新川郡朝
日町

他
1人

富山県下新川郡朝日町湯ノ瀬１番
地

0765-84-8111 毎　週

18

看護師 59歳以下 パート労働者

株式会社　美来の杜  魚津市 土日祝他
1人

富山県魚津市石垣新２８３６－１
６

0765-55-2130 毎　週

17

お惣菜スタッフ（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

16

製造補助 不問 パート労働者

生地蒲鉾　有限会社  黒部市 日
3人

富山県黒部市生地３７６ 0765-56-8064 なし

15

発送作業補助 不問 パート労働者

生地蒲鉾　有限会社  黒部市 土日
2人

富山県黒部市生地３７６ 0765-56-8064 毎　週

14

生花店の店内業務（魚津店） 不問 パート労働者

株式会社　ブルーム  魚津市 他
1人

富山県富山市横越８３５番地の１ 076-438-6679 毎　週

13

病院内の清掃（桜井病院・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 日他
3人

石川県野々市市稲荷２丁目１７６
番地

076-246-8711 その他

12

病院内の清掃（桜井病院） 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
2人

石川県野々市市稲荷２丁目１７６
番地

076-246-8711 その他

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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