
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 化学製品卸売業
260,000円～340,000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 57人
年2回（前年度実績） 13070-67286921

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

13080-82152421
5人 医薬品・化粧品等卸売業

(1)8時00分～17時00分 200,000円～280,000円
雇用期間の定めなし 0人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし） 拠出
14人

年2回（前年度実績） 16010-21714421
772人 電気業

(1)8時40分～17時20分 202,000円～202,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 146人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし）
5,513人

年2回（前年度実績）200,000円～300,000円 16010-21722421
8人 写真機・時計・眼鏡小売業

(1)9時00分～18時00分 230,000円～460,000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）
200人

年2回（前年度実績） 16010-21729821
5人 スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業

(1)9時30分～18時30分 193,021円～193,021円
雇用期間の定めなし (2)13時00分～22時00分 2人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　50,000円まで 30人
年2回（前年度実績） 16010-21767621

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
16010-21773421

16人 配達飲食サービス業
(1)9時00分～17時00分 235,000円～235,000円

雇用期間の定めなし 16人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　8,000円まで 155人

16020-12872021
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00分 170,000円～220,000円
雇用期間の定めなし (2)8時00分～17時30分 19人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限なし）
100人

年2回（前年度実績） 16040- 5646721
70人 旅館，ホテル

(1)8時00分～17時00分 175,000円～300,000円
雇用期間の定めなし (2)13時00分～22時00分 55人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし）
又は22時00分～8時00分 15,033人

年2回（前年度実績） 16040- 5647821
70人 旅館，ホテル

(1)22時00分～8時00分 221,500円～300,000円
雇用期間の定めなし 55人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし）
15,033人

年2回（前年度実績） 16040- 5648221
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00分 200,000円～300,000円
雇用期間の定めなし (2)8時00分～17時30分 19人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限なし）
100人

年2回（前年度実績） 16040- 5649521
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 180,000円～250,000円
雇用期間の定めなし (2)20時00分～5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- 5650321

71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 170,000円～200,000円
雇用期間の定めなし (2)16時20分～1時00分 19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- 5652921

71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 19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- 5653121

105人 老人福祉・介護事業
(1)7時00分～16時00分 172,544円～250,860円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)8時00分～17時00分 72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） 厚生

月額　55,000円まで 177人
年2回（前年度実績） 16040- 5654021

1

【高圧・特殊ガス営業管理職】
（所長補佐）／魚津出張所

66歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

高千穂商事株式会社

1人
東京都杉並区梅里１－２１－１５
モンテローザ本社ビル

 魚津市 日他
1人

東京都渋谷区広尾１－４－８ 03-3444-0233 その他

1人
富山県富山市総曲輪３丁目２－２
９

076-441-2511 毎　週

2人
富山県富山市東田地方町１丁目６
番２３号

【先週１週間　　１０月　１１日　～　１０月　１４日に受理】

賃金

通勤手当

賞与（前年度実績）

4

【契約社員】一般事務 不問 正社員以外

北陸電力　株式会社

03-3315-7288 その他

3

産業廃棄物の収集運搬や選別 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

十全インターナショナル　株式会
社

 魚津市 日祝他

2

正社員店舗スタッフ（山内農場
魚津スカイホテル店）

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  魚津市 他

 魚津市 土日祝他
1人

富山県富山市牛島町１５番１号

076-432-1161 その他

7

事務（人事） 不問 有期雇用派遣労働者

株式会社　ライフワーク北陸

076-423-5860 その他

6

販売員（黒部店） 34歳以下 正社員
交替制あ
り

有限会社　シャトル  黒部市 他

5

店舗運営、管理（店長候補） 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

1人
富山県砺波市太田１８８９－１０ 
（本社：高岡市川原本町１０－

 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
富山県富山市黒瀬北町２丁目３番
６号

076-422-7340 毎　週

10

フロントスタッフ 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）

0763-33-2678 毎　週

9

金属製曲げ物の部材取付及び梱包
作業

59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

広浜建材　株式会社  魚津市 日祝他

8

スマイルスタッフ【黒部営業所】 39歳以下 正社員

株式会社　ヨシケイ富山  黒部市 土日他

2人
富山県黒部市宇奈月温泉７－２６

 黒部市 他
2人

富山県黒部市宇奈月温泉７－２６ 0765-62-1236 その他

1人
富山県魚津市川縁５－７ 0765-22-5522 その他

13

生産オペレーター 18歳～59歳 正社員
交替制あ
り

株式会社ＴＳＳ　朝日工場

0765-62-1236 その他

12

溶接工 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

広浜建材　株式会社  魚津市 日祝他

11

夜勤専属ホテルスタッフ 18歳～64歳 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
富山県黒部市新町１１０番地甲ー
２

 下新川郡朝
日町

他
2人

富山県下新川郡朝日町草野２７１
－３

0765-82-1100 毎　週

1人
富山県魚津市川縁５－７ 0765-22-5522 その他

16

介護職員【夜勤あり】 不問 正社員以外
交替制あ
り

社会福祉法人　有磯会

0765-52-1330 毎　週

15

玄関ドアの組立（ＹＫＫＡＰ
（株）荻生製造所）

59歳以下 正社員

中野工業　株式会社  黒部市 土日他

14

アルミ加工・部品付作業（ＹＫＫ
ＡＰ（株）荻生製造所）

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

 下新川郡朝
日町

他
2人

富山県下新川郡朝日町泊　５５５ 0765-82-2200 その他

2人
富山県黒部市新町１１０番地甲ー
２

0765-52-1330 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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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　　１０月　１１日　～　１０月　１４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。

177人 老人福祉・介護事業
(1)8時30分～17時30分 193,100円～262,000円

雇用期間の定めなし 128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 177人
年2回（前年度実績） 16040- 5655721

177人 老人福祉・介護事業
(1)8時30分～17時30分 182,200円～251,300円

雇用期間の定めなし 128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 177人
年2回（前年度実績） 16040- 5656821

105人 老人福祉・介護事業
(1)7時00分～16時00分 172,544円～250,860円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)8時00分～17時00分 72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　55,000円まで 177人
年2回（前年度実績） 16040- 5657221

65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～190,000円
雇用期間の定めなし 51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- 5658521

55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 265,000円～350,000円
雇用期間の定めなし 21人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限なし）
64人

年2回（前年度実績） 16040- 5659421
53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 175,000円～230,000円
雇用期間の定めなし (2)8時00分～18時00分 15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 64人
年2回（前年度実績） 16040- 5660921

53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 280,000円～320,000円
雇用期間の定めなし 15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 64人
年2回（前年度実績） 16040- 5661121

14人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

(1)6時00分～15時00分 200,000円～240,000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

(3)10時30分～19時30分 実費支給（上限あり） 給付
月額　30,000円まで 18,072人
年2回（前年度実績） 17010-25521921

48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 153,400円～184,080円
雇用期間の定めなし 26人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり） 拠出
月額　5,000円まで 60人
年2回（前年度実績） 16040- 5636121

13人 電気工事業
(1)8時00分～16時45分 250,000円～350,000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　20,000円まで 13人
年2回（前年度実績） 16040- 5637021

8人 一般貨物自動車運送業
(1)7時30分～16時30分 260,000円～300,000円

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

8人
年2回（前年度実績） 16040- 5638721

44人 電気工事業
(1)8時00分～17時00分 195,000円～250,000円

雇用期間の定めなし (2)8時00分～15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　15,000円まで 60人
年2回（前年度実績） 16040- 5639821

12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 200,000円～240,000円
雇用期間の定めなし (2)8時30分～17時30分 11人 雇用・労災・健康・厚生

(3)10時30分～19時30分 実費支給（上限あり） 給付
月額　30,000円まで 18,072人
年2回（前年度実績） 17010-25356021

41人 自動車小売業
(1)9時30分～18時00分 164,420円～225,560円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 6人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　50,000円まで 482人

17080- 8454121
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

13080-80794421
66人 都道府県機関

(1)8時30分～17時15分 150,600円～182,200円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 11人 公災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　55,000円まで 15,384人
年2回（前年度実績） 16010-21572421

2人
富山県下新川郡朝日町泊　５５５

19

介護職員【日勤のみ】 不問 正社員以外
交替制あ
り

社会福祉法人　有磯会

0765-82-2200 毎　週

18

生活相談員 62歳以下 正社員

社会福祉法人　有磯会  下新川郡朝
日町

土日他

17

介護支援専門員 62歳以下 正社員

社会福祉法人　有磯会  下新川郡朝
日町

土日他

1人
富山県黒部市新町１１０番地甲ー
２

 下新川郡朝
日町

他
3人

富山県下新川郡朝日町泊　５５５ 0765-82-2200 その他

2人
富山県下新川郡朝日町泊　５５５ 0765-82-2200 毎　週

22

製造職 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　石崎建材社

0765-52-1330 毎　週

21

営業スタッフ 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　石崎建材社  魚津市 日他

20

建材部品の運搬、部品の袋詰め・
加工作業

59歳以下 正社員

中野工業　株式会社  黒部市 土日他

2人
富山県魚津市横枕６４７－１

 魚津市 日他
1人

富山県魚津市横枕６４７－１ 0765-24-7477 その他

2人
富山県魚津市横枕６４７－１ 0765-24-7477 その他

25

部品のピッキング及び出荷作業
【黒部越湖製造所】

69歳以下 正社員

有限会社　村宗

0765-24-7477 その他

24

調理師（ちょうろく）富山県魚津
市石垣

59歳以下 正社員
交替制あ
り

富士産業　株式会社  魚津市 他

23

施工管理 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　石崎建材社  魚津市 日他

1人
富山県黒部市吉田１００８－１

 黒部市 土日他
1人

富山県黒部市生地芦崎字下浦３３
２－１９

0765-56-8184 毎　週

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

28

運搬作業員 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

木下通信工業　株式会社

0765-56-8820 毎　週

27

運転手 35歳以下 正社員

株式会社　新川物流サービス  下新川郡入
善町

土日祝他

26

電気工事作業員（経験者） 64歳以下 正社員

大上戸電気　株式会社  黒部市 土日他

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 日祝他
2人

富山県魚津市上村木１丁目１４－
１１

0765-24-4380 その他

1人
富山県下新川郡入善町浦山新２５
８

0765-78-0471 毎　週

31

正社員店舗スタッフ（魚民　魚津
スカイホテル店）

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

076-262-5900 その他

30

営業職★正社員登用予定求人★富
山

不問 正社員以外
変形
（1ヶ月

株式会社　北陸マツダ  魚津市　他 火他

29

調理師（有磯苑）下新川郡朝日町 59歳以下 正社員
交替制あ
り

富士産業　株式会社  下新川郡朝
日町

他

1人
富山県富山市新総曲輪１－７

 魚津市 他
1人

東京都杉並区梅里１－２１－１５
モンテローザ本社ビル

03-3315-7288 その他

1人
石川県野々市市横宮町３－１ 076-248-1120 その他

076-431-4111 毎　週

32

土木（産育休代替職員・新川土木
センター）

不問 正社員以外

富山県庁  魚津市 土日祝
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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　　１０月　１１日　～　１０月　１４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。

7人 老人福祉・介護事業
(1)9時30分～18時30分 201,000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　8,000円まで 48人
年1回（前年度実績） 16040- 5613821

0人 管工事業（さく井工事業を除く）

(1)8時00分～17時00分 205,200円～273,600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　4,000円まで 0人

16040- 5615521
7人 老人福祉・介護事業

(1)9時30分～18時30分 205,000円～265,000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　8,000円まで 48人
年1回（前年度実績） 16040- 5617321

20人 老人福祉・介護事業
(1)8時30分～17時30分 242,000円～261,000円

雇用期間の定めなし 18人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）

又は9時30分～18時30分 月額　8,000円まで 48人
年1回（前年度実績） 16040- 5619921

20人 老人福祉・介護事業
(1)8時30分～17時30分 242,000円～261,000円

雇用期間の定めなし 18人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）

又は9時30分～18時30分 月額　8,000円まで 48人
年1回（前年度実績） 16040- 5620721

73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 165,000円～300,000円
雇用期間の定めなし 21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 73人
年2回（前年度実績） 16040- 5621821

58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 215,000円～300,000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　15,000円まで 82人
年2回（前年度実績） 16040- 5624421

27人 一般貨物自動車運送業
(1)7時30分～16時30分 170,000円～286,000円

雇用期間の定めなし 1人 雇用・労災・健康・厚生・財形

なし
28人

年2回（前年度実績）0円～400,000円 16040- 5628121
14人 製材業，木製品製造業

(1)7時40分～17時00分 189,000円～315,000円
雇用期間の定めなし 4人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし）
19人

年2回（前年度実績）30,000円～500,000円 16040- 5632421
44人 電気工事業

(1)8時00分～17時00分 195,000円～250,000円
雇用期間の定めなし (2)8時00分～15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　15,000円まで 60人
年2回（前年度実績） 16040- 5634621

41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～170,000円
雇用期間の定めなし 19人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　5,000円まで 48人
年2回（前年度実績）50,000円～250,000円 16070- 3357421

25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 183,000円～203,000円
雇用期間の定めなし (2)16時20分～1時00分 19人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　5,000円まで 48人
年2回（前年度実績）50,000円～250,000円 16070- 3358321

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 200,000円～240,000円
雇用期間の定めなし (2)9時00分～18時00分 23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） 給付
月額　30,000円まで 18,072人
年2回（前年度実績） 17010-25243721

3人 土木建築サービス業
(1)8時15分～17時15分 237,000円～437,000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）

35人
年3回（前年度実績） 16010-21471021

5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 185,000円～250,000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)10時30分～19時30分 実費支給（上限あり）
又は5時00分～19時30分 月額　10,000円まで 130人

年2回（前年度実績）0円～400,000円 16010-21476421
16人 機械器具小売業（自動車，自転車を除く）

(1)9時30分～18時00分 176,320円～248,220円
雇用期間の定めなし (2)13時00分～20時15分 7人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)9時30分～20時15分 実費支給（上限あり） 拠出
月額　50,000円まで 270人
年3回（前年度実績） 16020-12648821

34

配管工 35歳以下 正社員

福島設備 

33

障害児支援員 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

特定非営利活動法人　工房　あお
の丘

 下新川郡入
善町

日祝他

1人
富山県下新川郡入善町道古３４－
３

 下新川郡入
善町

日他
1人

富山県下新川郡入善町上野９８７
－２

0765-32-5651 その他

1人
富山県下新川郡入善町道古３４－
３

0765-72-2248 その他

37

サービス管理責任者 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

特定非営利活動法人　工房　あお
の丘

0765-72-2248 その他

36

相談支援専門員 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

特定非営利活動法人　工房　あお
の丘

 下新川郡入
善町

日祝他

35

保育士 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

特定非営利活動法人　工房　あお
の丘

 下新川郡入
善町

日祝他

2人
富山県下新川郡朝日町月山８７

 下新川郡入
善町

日祝他
1人

富山県下新川郡入善町道古３４－
３

0765-72-2248 その他

1人
富山県下新川郡入善町道古３４－
３

0765-72-2248 その他

40

一般事務 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　婦中運輸

0765-83-2682 その他

39

金属プレス工 59歳以下 正社員

栄産業株式会社　魚津工場  魚津市 土日他

38

電気配線作業員 62歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　渡辺功機  下新川郡朝
日町

日祝他

2人
富山県下新川郡入善町入膳４５５
－１

 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番
地

0765-83-3011 その他

1人
富山県魚津市住吉字野毛４０９９
－６

0765-24-1661 毎　週

43

【請】部品スポンジシール貼り付
け作業

64歳以下 正社員

有限会社　辻建材

0765-72-1011 毎　週

42

ユニットハウス製作作業員 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

木下通信工業　株式会社  魚津市 日祝他

41

木材加工・レジン製品製作 44歳以下 正社員

株式会社　米澤製材所  下新川郡入
善町

土日他

2人
富山県滑川市常盤町３１９

 黒部市 土日祝他
2人

富山県滑川市常盤町３１９ 076-476-6550 毎　週

1人
富山県魚津市上村木１丁目１４－
１１

0765-24-4380 その他

46

工事監督支援／土木大型プロジェ
クト：施工管理業務／富山

64歳以下 正社員

株式会社　飛州コンサルタント
富山支店

076-476-6550 毎　週

45

栄養士（富山労災病院）富山県魚
津市六郎丸

59歳以下 正社員
交替制あ
り

富士産業　株式会社  魚津市 他

44

【請】ロボットオペレーター（樹
脂製品）

64歳以下 正社員
交替制あ
り

有限会社　辻建材  黒部市 土日祝他

3人
富山県富山市開６５３－１

 魚津市　他 土日祝他
2人

富山県富山市黒瀬２４６－１－２
－Ｂ

076-461-5061 毎　週

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

076-421-5712 毎　週

48

レジ及び店内販売【魚津店】 59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社ピューマ（オートバック
ス）

 魚津市 他

47

調理員または栄養士（入善セント
ラル病院）

64歳以下 正社員
交替制あ
り

株式会社　ディライフ  下新川郡入
善町

他

1人
富山県射水市戸破１６３７ 0766-57-8181 その他
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16人 機械器具小売業（自動車，自転車を除く）

(1)9時30分～18時00分 176,320円～248,220円
雇用期間の定めなし (2)13時00分～20時15分 7人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)9時30分～20時15分 実費支給（上限あり） 拠出
月額　50,000円まで 270人
年3回（前年度実績） 16020-12651921

16人 機械器具小売業（自動車，自転車を除く）

(1)9時30分～18時00分 197,420円～268,220円
雇用期間の定めなし (2)13時00分～20時15分 7人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)9時30分～20時15分 実費支給（上限あり） 拠出
月額　50,000円まで 270人
年3回（前年度実績） 16020-12652121

16人 機械器具小売業（自動車，自転車を除く）

(1)9時30分～18時00分 265,620円～342,420円
雇用期間の定めなし (2)13時00分～20時15分 7人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)9時30分～20時15分 実費支給（上限あり） 拠出
月額　50,000円まで 270人
年3回（前年度実績） 16020-12654721

15人 機械器具小売業（自動車，自転車を除く）

(1)9時30分～18時00分 176,320円～248,220円
雇用期間の定めなし (2)13時00分～19時15分 6人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)9時30分～19時15分 実費支給（上限あり） 拠出
月額　50,000円まで 270人
年3回（前年度実績） 16020-12663821

15人 機械器具小売業（自動車，自転車を除く）

(1)9時30分～18時00分 176,320円～248,220円
雇用期間の定めなし (2)13時00分～19時15分 6人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)9時30分～19時15分 実費支給（上限あり） 拠出
月額　50,000円まで 270人
年3回（前年度実績） 16020-12665521

15人 機械器具小売業（自動車，自転車を除く）

(1)9時30分～18時00分 197,420円～268,220円
雇用期間の定めなし (2)13時00分～19時15分 6人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)9時30分～19時15分 実費支給（上限あり） 拠出
月額　50,000円まで 270人
年3回（前年度実績） 16020-12666421

15人 機械器具小売業（自動車，自転車を除く）

(1)9時30分～18時00分 265,620円～342,420円
雇用期間の定めなし (2)13時00分～19時15分 6人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)9時30分～19時15分 実費支給（上限あり） 拠出
月額　50,000円まで 270人
年3回（前年度実績） 16020-12667321

11人 金属加工機械製造業
(1)8時00分～17時00分 176,400円～232,000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）

59人
年2回（前年度実績） 16040- 5596921

19人 金属加工機械製造業
(1)8時00分～17時00分 162,960円～230,000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）

59人
年2回（前年度実績） 16040- 5597121

58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 175,000円～230,000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　15,000円まで 82人
年2回（前年度実績） 16040- 5599721

58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 195,000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　15,000円まで 82人
年2回（前年度実績） 16040- 5600621

58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 195,000円～225,000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　15,000円まで 82人
年2回（前年度実績） 16040- 5601921

46人 一般貨物自動車運送業
(1)8時00分～17時00分 170,000円～190,000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） 厚生
月額　24,400円まで 56人
年2回（前年度実績） 16040- 5602121

14人 塗装工事業
(1)8時30分～17時00分 149,820円～160,000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） 厚生
月額　5,000円まで 14人
年2回（前年度実績） 16040- 5606221

58人 一般乗用旅客自動車運送業
180,000円～230,000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）

又は8時00分～20時00分 月額　11,300円まで 58人
16040- 5607521

41人 一般土木建築工事業
(1)8時00分～17時00分 213,000円～395,000円

雇用期間の定めなし 4人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限なし） 拠出

42人
年3回（前年度実績） 16040- 5608421

49

ピットサービス【魚津店】 59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社ピューマ（オートバック
ス）

1人
富山県射水市戸破１６３７

 魚津市 他
1人

富山県射水市戸破１６３７ 0766-57-8181 その他

52

レジ及び店内販売【入善店】 59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社ピューマ（オートバック
ス）

0766-57-8181 その他

51

自動車検査員【魚津店】 59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社ピューマ（オートバック
ス）

 魚津市 他

50

整備士【魚津店】 59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社ピューマ（オートバック
ス）

 魚津市 他

1人
富山県射水市戸破１６３７

 下新川郡入
善町

他
1人

富山県射水市戸破１６３７ 0766-57-8181 その他

1人
富山県射水市戸破１６３７ 0766-57-8181 その他

55

自動車検査員【入善店】 59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社ピューマ（オートバック
ス）

0766-57-8181 その他

54

整備士【入善店】 59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社ピューマ（オートバック
ス）

 下新川郡入
善町

他

53

ピットサービス【入善店】 59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社ピューマ（オートバック
ス）

 下新川郡入
善町

他

1人
富山県魚津市三ケ２２７

 下新川郡入
善町

他
1人

富山県射水市戸破１６３７ 0766-57-8181 その他

1人
富山県射水市戸破１６３７ 0766-57-8181 その他

58

組立作業（魚津工場） 40歳以下 正社員

栄産業株式会社　魚津工場

0765-22-8611 毎　週

57

塗装工（見習い可） 64歳以下 正社員

株式会社　桜井工業  魚津市 土日他

56

工作機械関係の電気配線 64歳以下 正社員

株式会社　桜井工業  魚津市 土日他

1人
富山県魚津市住吉字野毛４０９９
－６

 魚津市 土日他
3人

富山県魚津市住吉字野毛４０９９
－６

0765-24-1661 毎　週

1人
富山県魚津市三ケ２２７ 0765-22-8611 毎　週

61

一般事務員 30歳以下 正社員
変形（1
年単位）

中川運輸　株式会社

0765-24-1661 毎　週

60

倉庫管理（魚津工場） 59歳以下 正社員

栄産業株式会社　魚津工場  魚津市 土日他

59

マシニングセンターオペレーター 59歳以下 正社員

栄産業株式会社　魚津工場  魚津市 土日他

1人
富山県魚津市吉島５０５－３

 魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市宮津２３４番地 0765-24-5520 その他

1人
富山県魚津市住吉字野毛４０９９
－６

0765-24-1661 毎　週

64

建築設計・施工管理職【経験者】 59歳以下 正社員

株式会社　関口組

0765-24-2020 毎　週

63

電話受付・配車室担当 69歳以下 正社員
交替制あ
り

魚津交通株式会社  魚津市 他

62

一般事務 35歳以下 正社員

株式会社第一興産  魚津市 土日祝他

 魚津市 土日他
2人

富山県魚津市港町７－８ 0765-22-0016 毎　週

1人
富山県魚津市本江２８６０－２ 0765-22-0640 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　　１０月　１１日　～　１０月　１４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。

41人 一般土木建築工事業
(1)8時00分～17時00分 213,000円～395,000円

雇用期間の定めなし 4人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限なし） 拠出

42人
年3回（前年度実績） 16040- 5609321

26人 一般貨物自動車運送業
(1)7時30分～16時30分 220,000円～320,000円

雇用期間の定めなし 2人 雇用・労災・健康・厚生・財形

なし
28人

年2回（前年度実績）0円～400,000円 16040- 5610121
58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 185,000円～205,000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　15,000円まで 82人
年2回（前年度実績） 16040- 5629021

4人 その他の保健衛生
(1)10時00分～19時00分 161,600円～248,400円

雇用期間の定めなし (2)11時00分～20時00分 1人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限なし）
600人

年2回（前年度実績） 17010-25053921
3人 各種物品賃貸業

(1)8時30分～17時00分 910円～910円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)9時00分～14時00分 3人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　16,000円まで 62人

16010-21747221
5人 スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業

910円～910円
雇用期間の定めなし 2人 労災

実費支給（上限あり）
又は9時30分～22時00分 月額　2,000円まで 30人

16010-21763221
3人 管工事業（さく井工事業を除く）

(1)8時00分～11時30分 1,266円～1,300円
雇用期間の定めなし (2)8時00分～17時00分 0人 労災

なし
3人

16040- 5663721
200人 病院

(1)8時30分～17時00分 1,033円～1,655円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 160人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 400人
年2回（前年度実績） 16040- 5664821

200人 病院
(1)8時30分～17時00分 1,033円～1,655円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 160人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 400人
年2回（前年度実績） 16040- 5665221

200人 病院
(1)8時30分～17時00分 1,037円～1,037円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)7時30分～16時00分 160人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 400人
年2回（前年度実績） 16040- 5666521

200人 病院
(1)7時00分～15時30分 1,037円～1,037円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)8時00分～16時30分 160人 雇用・労災・健康・厚生
(3)11時30分～20時00分 実費支給（上限あり）

月額　10,000円まで 400人
年2回（前年度実績） 16040- 5667421

200人 病院
(1)8時30分～17時00分 983円～1,037円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 160人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 400人
年2回（前年度実績） 16040- 5668321

200人 病院
(1)8時30分～17時00分 1,293円～1,733円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 160人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 400人
年2回（前年度実績） 16040- 5669621

21人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

(1)10時00分～17時00分 908円～908円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)17時00分～22時00分 10人 労災

(3)22時00分～23時30分 実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 97,949人

13170-28287521
4人 菓子・パン小売業

(1)16時00分～20時30分 920円～920円
雇用期間の定めなし 4人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
又は9時30分～20時30分 月額　5,000円まで 180人

16010-21641821
36人 その他の飲食料品小売業

(1)7時30分～11時30分 910円～1,160円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)15時30分～19時30分 24人 雇用・労災

(3)15時00分～19時00分 実費支給（上限あり）
月額　36,780円まで 4,400人

16020-12783121

12

アルビス入善店　短時間パート
販売職

不問 パート労働者

アルビス　株式会社  下新川郡入
善町

他
3人

富山県射水市流通センター水戸田
３－４

0766-56-7200 毎　週

11

菓子・パン販売店員（魚津店） 59歳以下 パート労働者
交替制あ
り

株式会社　フルールリブラン  魚津市 他
2人

富山県富山市上飯野１の１ 076-452-0188 毎　週

10

調理補助（ガスト　黒部店） 不問 パート労働者

株式会社　すかいらーくレストラ
ンツ

 黒部市 他
2人

東京都武蔵野市西久保１－２５－
８

0422-37-5218 毎　週

9

薬剤師【会計年度任用職員】 不問 パート労働者

あさひ総合病院  下新川郡朝
日町

土日祝他
1人

富山県下新川郡朝日町泊４７７ 0765-83-1160 毎　週

8

病院受付事務員【会計年度任用職
員】

不問 パート労働者

あさひ総合病院  下新川郡朝
日町

土日祝他
1人

富山県下新川郡朝日町泊４７７ 0765-83-1160 毎　週

7

介護福祉士【会計年度任用職員】 不問 パート労働者
交替制あ
り

あさひ総合病院  下新川郡朝
日町

他
1人

富山県下新川郡朝日町泊４７７ 0765-83-1160 毎　週

6

看護補助者【会計年度任用職員】 不問 パート労働者

あさひ総合病院  下新川郡朝
日町

土日祝他
1人

富山県下新川郡朝日町泊４７７ 0765-83-1160 毎　週

5

看護師（外来）【会計年度任用職
員】

不問 パート労働者

あさひ総合病院  下新川郡朝
日町

土日祝他
2人

富山県下新川郡朝日町泊４７７ 0765-83-1160 毎　週

4

看護師（病棟）【会計年度任用職
員】

不問 パート労働者

あさひ総合病院  下新川郡朝
日町

他
2人

富山県下新川郡朝日町泊４７７ 0765-83-1160 毎　週

3

配管、空調、リフォーム工事、ハ
ウスクリーニング

不問 パート労働者

大沢設備  魚津市 土日祝
1人

富山県魚津市火の宮町１ー２３ 0765-22-2717 毎　週

2

販売員（黒部店） 59歳以下 パート労働者

有限会社　シャトル  黒部市 他
1人

富山県富山市黒瀬北町２丁目３番
６号

076-422-7340 毎　週

1

病院内の清掃（深川病院） 不問 パート労働者

日本海リース　株式会社  魚津市 他
1人

富山県富山市新庄本町１丁目２番
２８号

076-452-1103 その他

2人
富山県魚津市港町７－８

67

事務員（営業、生産・工程管理） 30歳以下 正社員

栄産業株式会社　魚津工場

0765-22-0016 毎　週

66

大型車運転手（ダンプトラック） 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　婦中運輸  下新川郡朝
日町

日他

65

土木施工管理職【経験者】 59歳以下 正社員

株式会社　関口組  魚津市 土日他

1人
石川県金沢市近岡町３０９

 魚津市 土日他
1人

富山県魚津市住吉字野毛４０９９
－６

0765-24-1661 毎　週

1人
富山県下新川郡朝日町三枚橋６番
地

0765-83-3011 その他

076-237-4230 毎　週

68

検査物の集配（魚津営業所）［急
募］

44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　アルプ  魚津市 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　　１０月　１１日　～　１０月　１４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。

1人 労働者派遣業
1,200円～1,200円

雇用期間の定めなし 0人 雇用・労災
一定額

又は8時00分～17時00分 日額　200円まで 13人
16040- 5635921

3人
装身具・装飾品・ボタン・同関連品製造業（貴金属・宝石製を除く

(1)8時15分～12時00分 910円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 1人 労災

実費支給（上限あり）
日額　1,700円まで 3人

16040- 5640421
7人 自動車整備業

(1)9時00分～16時00分 930円～930円
雇用期間の定めなし (2)9時00分～17時00分 1人 雇用・労災・健康・厚生

(3)8時00分～16時00分 一定額
日額　230円まで 7人
年2回（前年度実績）60,000円～60,000円 16040- 5642621

8人 他に分類されない卸売業
(1)5時00分～7時00分 1,000円～1,000円

雇用期間の定めなし 3人 労災
なし

8人
16040- 5643921

8人 他に分類されない卸売業
(1)8時00分～13時00分 910円～1,000円

雇用期間の定めなし 3人 雇用・労災
なし

8人
16040- 5644121

30人 建物サービス業
(1)9時30分～14時30分 950円～1,000円

雇用期間の定めなし 20人 労災
実費支給（上限あり）
月額　15,000円まで 223人

16040- 5645021
0人 機械器具小売業（自動車，自転車を除く）

1,000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 10020-16112021
21人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

(1)7時30分～10時00分 908円～908円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 10人 労災

実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 97,949人

13170-28166521
70人 その他の飲食料品小売業

(1)6時00分～9時30分 1,000円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 50人 労災

実費支給（上限あり）
月額　36,780円まで 4,400人

16020-12737521
36人 その他の飲食料品小売業

(1)6時00分～9時00分 1,000円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 24人 労災

実費支給（上限あり）
月額　36,780円まで 4,400人

16020-12766121
7人 老人福祉・介護事業

(1)13時00分～17時00分 908円～1,200円
雇用期間の定めなし (2)13時30分～18時30分 5人 労災

実費支給（上限あり）
月額　8,000円まで 48人
年2回（前年度実績） 16040- 5618621

8人 建物サービス業
(1)9時00分～13時00分 910円～950円

雇用期間の定めなし (2)13時00分～17時00分 8人 労災
実費支給（上限あり）
月額　5,000円まで 223人

16040- 5622221
8人 建物サービス業

(1)8時00分～12時15分 910円～980円
雇用期間の定めなし 8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 223人

16040- 5623521
10人 金属加工機械製造業

930円～930円
雇用期間の定めなし 4人 雇用・労災

なし
又は8時30分～18時00分 10人

16040- 5626621
1人 建物サービス業

(1)13時00分～15時00分 910円～910円
雇用期間の定めなし 1人 労災

なし
200人

16040- 5627921
14人 老人福祉・介護事業

(1)16時00分～10時00分 910円～980円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 11人 労災

実費支給（上限なし）
15人

16040- 5630221

28

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
2人

富山県黒部市立野１２９－１ 0765-32-5363 毎　週

2人
富山県下新川郡朝日町山崎４４２
－２

0765-84-8989 毎　週

27

清掃スタッフ 不問 パート労働者

株式会社　美来  魚津市
月火水木
金土祝

1人
富山県魚津市吉島２－１－１ 0765-22-9207 毎　週

26

軽作業 不問 パート労働者

株式会社　エムシーピー  下新川郡入
善町

他
1人

富山県下新川郡入善町浦山新８８
１

0765-78-2323 毎　週

23

保育士 不問 パート労働者

特定非営利活動法人　工房　あお
の丘

 下新川郡入
善町

土日祝他
1人

富山県下新川郡入善町道古３４－
３

0765-72-2248 毎　週

25

清掃員【あさひ総合病院】 不問 パート労働者

株式会社　谷口美装  下新川郡朝
日町

日祝
2人

富山県下新川郡朝日町山崎４４２
－２

0765-84-8989 その他

24

清掃・リネンサービス【特別養護
老人ホーム越之湖】

不問 パート労働者

株式会社　谷口美装  黒部市 他

22

アルビス入善店　早朝スタッフ
パート

不問 パート労働者

アルビス　株式会社  下新川郡入
善町

他
1人

富山県射水市流通センター水戸田
３－４

0766-56-7200 毎　週

21

アルビス黒部店　パート　〈早朝
スタッフ〉

不問 パート労働者

アルビス　株式会社  黒部市 他
1人

富山県射水市流通センター水戸田
３－４

0766-56-7200 毎　週

20

接客／モーニング（ガスト　黒
部）

不問 パート労働者

株式会社　すかいらーくレストラ
ンツ

 黒部市 他
2人

東京都武蔵野市西久保１－２５－
８

0422-37-5218 毎　週

19

パート／店舗スタッフ／テックラ
ンド入善店／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
2人

群馬県高崎市栄町１－１ 027-345-8725 毎　週

1人
富山県黒部市岡７０７ 0765-54-2345 その他

18

清掃【宇奈月グランドホテル】 不問 パート労働者

株式会社　谷口美装  黒部市 他
10人

富山県下新川郡朝日町山崎４４２
－２

0765-84-8989 毎　週

17

配達 不問 パート労働者

有限会社　ヤマサ冷蔵  魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市東町１６－２６ 0765-24-3216 その他

15

14

事務及びファスナー製品の検査包
装

不問 パート労働者

株式会社　ワークス川尻  黒部市 土日他
1人

富山県黒部市生地神区３９０－１ 0765-56-9503 毎　週

16

配達 不問 パート労働者

有限会社　ヤマサ冷蔵  魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市東町１６－２６ 0765-24-3216 その他

受付事務 64歳以下 パート労働者

有限会社　篠崎自動車修理工場  黒部市 日祝他

13

レーザー加工品をバラス、バリ取
等

60歳以上 無期雇用派遣パート

合同会社　ワイ，ジョイン企画  下新川郡入
善町

土日祝
2人

富山県黒部市大越野４７５－３ 0765-54-1759 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　　１０月　１１日　～　１０月　１４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。

40人 一般乗用旅客自動車運送業

(1)7時00分～19時00分 950円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)7時00分～8時30分 8人 雇用・労災・健康・厚生

(3)14時00分～16時00分 実費支給（上限あり）
日額　400円まで 40人

16040- 5631521
21人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

(1)7時30分～10時00分 908円～908円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 10人 労災

実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 97,949人

13170-27718821
12人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

(1)5時30分～10時30分 920円～1,100円
雇用期間の定めなし (2)9時30分～13時30分 10人 雇用・労災

(3)15時00分～19時30分 実費支給（上限あり）
又は5時30分～19時30分 月額　10,000円まで 130人

16010-21456021
16人 機械器具小売業（自動車，自転車を除く）

960円～980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・財形

実費支給（上限あり）
又は10時00分～20時00分 月額　50,000円まで 270人

16020-12655821
16人 機械器具小売業（自動車，自転車を除く）

(1)17時00分～20時00分 1,300円～1,300円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)18時00分～20時00分 7人 労災

なし
270人

16020-12658421
16人 機械器具小売業（自動車，自転車を除く）

960円～980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・財形

実費支給（上限あり）
又は10時00分～20時00分 月額　50,000円まで 270人

16020-12660121
16人 機械器具小売業（自動車，自転車を除く）

(1)10時00分～15時00分 1,020円～1,040円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 7人 労災

実費支給（上限あり）
月額　50,000円まで 270人

16020-12661021
15人 機械器具小売業（自動車，自転車を除く）

960円～980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・財形

実費支給（上限あり）
又は10時00分～19時00分 月額　50,000円まで 270人

16020-12668621
15人 機械器具小売業（自動車，自転車を除く）

(1)17時00分～19時00分 1,300円～1,300円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)18時00分～19時00分 6人 労災

なし
270人

16020-12669921
15人 機械器具小売業（自動車，自転車を除く）

960円～980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・財形

実費支給（上限あり）
又は10時00分～19時00分 月額　50,000円まで 270人

16020-12671821
58人 一般乗用旅客自動車運送業

(1)6時00分～12時00分 910円～910円
雇用期間の定めなし (2)7時30分～16時30分 11人 雇用・労災

(3)16時30分～0時00分 実費支給（上限あり）
月額　11,300円まで 58人

16040- 5598021
3人 警備業

(1)23時30分～6時30分 1,000円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 3人 労災

一定額
日額　300円まで 299人

16040- 5603021
177人 電子応用装置製造業

(1)8時30分～17時30分 910円～950円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 47人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり） 拠出
又は8時30分～17時30分 月額　100,000円まで 369人

16040- 5604721
0人 他に分類されない卸売業

(1)4時00分～9時00分 1,100円～1,100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- 5605821
11人 その他の飲食料品小売業

(1)8時00分～14時15分 930円～950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（上限あり）
月額　5,000円まで 100人

16040- 5611021

43

調理補助 不問 パート労働者

与太呂食品　株式会社　魚津営業
所

 魚津市 祝他
1人

富山県魚津市東山８００番地　　 
ヌヴォトンテクノロジージャパン

0765-22-7871 毎　週

42

競り、集荷、配達 18歳以上 パート労働者

マルニ魚問屋  黒部市 水日祝他
1人

富山県黒部市飯沢８９１－１ 090-8266-
9585

毎　週

41

資材調達事務（パート社員） 不問 パート労働者

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 0765-22-3477 毎　週

40

施設警備員 18歳以上 パート労働者

株式会社　トスネット北陸　魚津
営業所

 黒部市 他
1人

富山県魚津市三ケ９６７番地７ 0765-23-9058 毎　週

39

タクシー運転手（パートタイム） 69歳以下 パート労働者
交替制あ
り

魚津交通株式会社  魚津市 他
2人

富山県魚津市本江２８６０－２ 0765-22-0640 毎　週

38

ピットサービス【オートバックス
入善店】

不問 パート労働者

株式会社ピューマ（オートバック
ス）

 下新川郡入
善町

他
1人

富山県射水市戸破１６３７ 0766-57-8181 毎　週

37

レジ業務【入善店】 不問 パート労働者

株式会社ピューマ（オートバック
ス）

 下新川郡入
善町

土日祝
1人

富山県射水市戸破１６３７ 0766-57-8181 毎　週

36

店内販売及びレジ業務【オート
バックス入善店】

不問 パート労働者

株式会社ピューマ（オートバック
ス）

 下新川郡入
善町

他
1人

富山県射水市戸破１６３７ 0766-57-8181 毎　週

35

自動車検査員業務【魚津店】 不問 パート労働者

株式会社ピューマ（オートバック
ス）

 魚津市 他
1人

富山県射水市戸破１６３７ 0766-57-8181 毎　週

34

ピットサービス【オートバックス
魚津店】

不問 パート労働者

株式会社ピューマ（オートバック
ス）

 魚津市 他
1人

富山県射水市戸破１６３７ 0766-57-8181 毎　週

33

レジ業務【魚津店】 不問 パート労働者

株式会社ピューマ（オートバック
ス）

 魚津市 他
1人

富山県射水市戸破１６３７ 0766-57-8181 毎　週

32

店内販売及びレジ業務【オート
バックス魚津店】

不問 パート労働者

株式会社ピューマ（オートバック
ス）

 魚津市 他
1人

富山県射水市戸破１６３７ 0766-57-8181 毎　週

31

ディライフ「魚津病院」事業所調
理員

64歳以下 パート労働者
交替制あ
り

株式会社　ディライフ  魚津市 他
3人

富山県富山市開６５３－１ 076-421-5712 毎　週

30

調理補助／モーニング（ガスト
黒部店）

不問 パート労働者

株式会社　すかいらーくレストラ
ンツ

 黒部市 他
2人

東京都武蔵野市西久保１－２５－
８

0422-37-5218 毎　週

29

市民バス・スクールバスの運転手 不問 パート労働者
交替制あ
り

株式会社　金閣自動車商会  魚津市 日祝他
3人

富山県魚津市本町２－１４－２８ 0765-22-1030 その他
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