
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 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ヶ月未満） 10人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限なし）

50人
16010-23721021

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） 16010-23813821

8人 一般貨物自動車運送業
(1)7時30分～16時30分 231,400円～240,040円

雇用期間の定めなし 3人 雇用・労災・健康・厚生
一定額 厚生
月額　10,000円まで 8人
年2回（前年度実績）100,000円～100,000円 16040- 6135221

115人 老人福祉・介護事業
(1)7時30分～16時30分 156,300円～243,600円

雇用期間の定めなし (2)9時45分～18時45分 81人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)16時30分～9時30分 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- 6138321

22人 老人福祉・介護事業
(1)7時00分～16時00分 156,300円～243,600円

雇用期間の定めなし (2)10時00分～19時00分 15人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)16時30分～9時30分 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- 6139621

14人 その他の金属製品製造業
(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人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　17,000円まで 14人

16040- 6140021
76人 旅館，ホテル

(1)8時30分～17時30分 200,000円～220,000円
雇用期間の定めなし 48人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし）
76人

16040- 6142821
28人 一般土木建築工事業

(1)8時00分～17時00分 207,000円～368,000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　5,000円まで 28人
年2回（前年度実績）60,000円～800,000円 16040- 6143221

28人 一般土木建築工事業
(1)8時00分～17時00分 156,630円～184,000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　5,000円まで 28人
年2回（前年度実績）60,000円～800,000円 16040- 6144521

76人 旅館，ホテル
(1)8時00分～16時30分 170,000円～200,000円

雇用期間の定めなし (2)12時30分～21時00分 48人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限なし）

76人
16040- 6145421

28人 一般土木建築工事業
(1)8時00分～17時00分 207,000円～368,000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　5,000円まで 28人
年2回（前年度実績）60,000円～800,000円 16040- 6146321

124人 老人福祉・介護事業
(1)8時30分～17時30分 156,240円～156,240円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 111人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　18,700円まで 140人

16040- 6148921
0人 その他の専門サービス業

(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） 0人 雇用・労災・健康・厚生

なし
270人

17080- 9400721
16人 その他の飲食料品小売業

171,000円～284,000円
雇用期間の定めなし 7人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし）
又は9時00分～21時30分 711人

年2回（前年度実績） 20010-18864821
221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 202,500円～202,500円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 37人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　19,600円まで 14,000人

16040- 6122921
16人 老人福祉・介護事業

(1)8時00分～17時00分 160,000円～200,000円
雇用期間の定めなし (2)9時00分～18時00分 14人 雇用・労災・健康・厚生

(3)17時00分～9時00分 実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 19人

16040- 6126821

14

店舗運営スタッフ　ＭＥＧＡド
ン・キホーテＵＮＹ魚津店

44歳以下 正社員
交替制あ
り

ケンタッキーフライドチキン（吉
田興産株式会社）

 魚津市 他

 下新川郡入
善町

他
3人

富山県魚津市相木４９７－１ 0765-22-8508 その他

1人
富山県黒部市吉田２００ 0765-54-8571 その他

変形（1
年単位）

よしの工業　株式会社  魚津市 日他

1人
長野県長野市若里５－１６－８

 黒部市 日他
2人

石川県野々市市稲荷２丁目１７６
番地

076-246-8711 毎　週

1人
富山県下新川郡入善町舟見１６６
４番地

0765-78-1935 その他

16

介護職員 18歳以上 正社員
交替制あ
り

とわ　合同会社

026-223-0011 その他

15

事務職 不問 正社員以外
変形（1
年単位）

ＹＫＫ　ＡＰ株式会社  黒部市 日他

1人
富山県魚津市三ヶ字砂田１９５－
１

 下新川郡入
善町

他
1人

富山県下新川郡入善町舟見１６７
７番地１

0765-78-2525 その他

1人
富山県魚津市三ヶ字砂田１９５－
１

0765-24-8860 その他

13

病院内の清掃（桜井病院） 不問 正社員以外

株式会社　ダスキンヘルスケア北
陸

0765-24-8860 その他

12

一般事務（フルタイムパート） 不問 正社員以外
変形
（1ヶ月

社会福祉法人　舟見寿楽苑  下新川郡入
善町

他

11

とび職 59歳以下 正社員

10

フロント係 64歳以下 正社員
交替制あ
り

入善里山観光開発株式会社（バー
デン明日）

0765-24-8860 その他

9

倉庫作業 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

よしの工業　株式会社  魚津市 日他

8

運転手 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

よしの工業　株式会社  魚津市 日他

62歳以下 正社員
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
富山県魚津市三ヶ字砂田１９５－
１

 下新川郡入
善町

他
1人

富山県下新川郡入善町舟見１６７
７番地１

0765-78-2525 毎　週

1人
富山県魚津市舛田９５６ 0765-23-1231 その他

 魚津市　他 他

1人
富山県魚津市仏田３４６８番地

 魚津市 他
1人

富山県魚津市仏田３４６８番地 0765-22-8808 その他

1人
富山県下新川郡朝日町草野１７８
－２

0765-83-0101 その他

7

経理 64歳以下 正社員

入善里山観光開発株式会社（バー
デン明日）

0765-22-8808 その他

6

マシンオペレーター 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

日本サーブ　株式会社  魚津市 日祝他

5

介護職【障害者支援施設ひゞき】

 黒部市 土日他
1人

富山県富山市新庄町１５７－１ 076-492-0077 毎　週

【先週１週間　１１月　７日　～　１１月　１１日に受理】

賃金

通勤手当

賞与（前年度実績）

4

介護職【特別養護老人ホーム本
館】

62歳以下 正社員
交替制あ
り

社会福祉法人　海望福祉会（あん
どの里）

076-438-0870 その他

3

ダンプ運転手 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

有限会社　大谷運輸  下新川郡朝
日町

日他

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

1

製造（試作）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

2人
富山県富山市東岩瀬町３１５番地

℡ ０７６５－２４－０３６５

（魚津公共職業安定所）◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。

◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。

◎ パートタイム求人の場合、賃金は時間給です。また、労働時間によって記載されている各種社会保険に加入できない場合があります。

◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。

その際はあしからずご了承ください。
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170人 病院
(1)8時00分～17時00分 201,400円～268,300円

雇用期間の定めなし (2)10時30分～19時30分 135人 雇用・労災・健康・厚生
(3)16時30分～8時30分 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- 6134821

15人 自動車小売業
(1)9時30分～18時30分 177,700円～243,600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
実費支給（上限あり） 厚生
月額　100,000円まで 375人
年2回（前年度実績） 17010-27785621

25人 水産食料品製造業
(1)8時00分～16時55分 155,647円～162,489円

雇用期間の定めなし 21人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 28人
年2回（前年度実績）250,000円～480,000円 16040- 6119521

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 187,500円～220,000円
雇用期間の定めなし (2)16時20分～1時00分 27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）
月額　10,000円まで 48人
年2回（前年度実績） 16040- 6120321

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 143,000円～160,000円
雇用期間の定めなし 27人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 48人
年2回（前年度実績） 16040- 6121621

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

27020-73890121
1,027人 他に分類されない小売業

(1)8時45分～18時00分 183,000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　18,500円まで 11,465人
年2回（前年度実績） 15070-12862221

1,027人 他に分類されない小売業
(1)8時45分～18時00分 183,000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　18,500円まで 11,465人
年2回（前年度実績） 15070-12867921

18人 労働者派遣業
(1)9時00分～17時30分 174,225円～174,225円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 15人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限なし）

50人
16010-23464921

38人 水産食料品製造業
(1)8時00分～17時00分 170,000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（上限なし）

38人
年2回（前年度実績） 16040- 6092121

34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 180,000円～250,000円
雇用期間の定めなし (2)8時00分～17時30分 11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- 6095821
17人 老人福祉・介護事業

(1)8時30分～17時30分 220,000円～240,000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- 6096221

9人 一般貨物自動車運送業
(1)7時30分～16時30分 212,000円～238,000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） 厚生
月額　20,000円まで 56人
年2回（前年度実績） 16040- 6097521

46人 一般貨物自動車運送業
(1)7時30分～16時30分 223,000円～273,000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　20,000円まで 56人
年2回（前年度実績） 16040- 6098421

46人 一般貨物自動車運送業
(1)7時30分～16時30分 212,000円～238,000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　20,000円まで 56人
年2回（前年度実績） 16040- 6099321

46人 一般貨物自動車運送業
(1)7時30分～16時30分 200,000円～260,000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　20,000円まで 56人
年2回（前年度実績）～500,000円 16040- 6100221

変形（1
年単位）

中川運輸　株式会社  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
富山県魚津市宮津２３４番地

 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
富山県魚津市宮津２３４番地 0765-24-5520 その他

0765-24-5520 その他

32

移動式クレーンオペレーター 62歳以下 正社員
変形（1
年単位）

中川運輸　株式会社  魚津市 日祝他

31

大型ダンプ運転手（地場） 62歳以下 正社員

30

重機オペレーター 62歳以下 正社員
変形（1
年単位）

中川運輸　株式会社

0765-56-5703 毎　週

29

大型ミキサー車運転手（地場） 62歳以下 正社員
変形（1
年単位）

中川運輸　株式会社  黒部市 日祝他

28

介護職員 不問 正社員

有限会社　隠居くらぶ  黒部市 他

25

物流事務 不問 有期雇用派遣労働者

株式会社　ライフワーク北陸  黒部市 土日祝

2人
富山県黒部市田家新７６５番地２

 魚津市 日祝他
2人

富山県魚津市川縁５－７ 0765-22-5522 その他

2人
富山県魚津市友道１１５３－１ 0765-24-6666 その他

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

1人
富山県富山市新庄町１５７－１

 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

27

アルミサッシ製造作業 44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

広浜建材　株式会社

076-492-0077 毎　週

26

事務及び販売 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

有限会社　尾崎商会（尾崎かまぼ
こ館）

 魚津市 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

 黒部市 土日他
3人

富山県黒部市若栗３７００－２０ 0765-57-2427 毎　週

2人
富山県黒部市若栗３７００－２０ 0765-57-2427 毎　週

24

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

06-4709-8510 毎　週

23

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

22

（常派）生産管理技術者 59歳以下 無期雇用派遣労働者

21

アルミ建材の部品付 59歳以下 正社員

有限会社　倉田建材

0765-57-0321 その他

20

アルミ建材の切断 59歳以下 正社員
交替制あ
り

有限会社　倉田建材  黒部市 土日他

19

事務員 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　四十物昆布  黒部市 日祝他

18

整備士（富山県） 不問 正社員以外

株式会社　ホンダ四輪販売北陸

0765-54-5400 その他

17

介護職（病棟） 69歳以下 正社員
交替制あ
り

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 他

1人
富山県黒部市生地中区３３９－５

 魚津市　他 火水他
2人

石川県金沢市大豆田本町甲５６０ 076-225-8111 毎　週

1人
富山県黒部市荻生８２１
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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　１１月　７日　～　１１月　１１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。

20人 その他の飲食料品小売業
(1)6時00分～9時00分 200,000円～216,000円

雇用期間の定めなし (2)9時00分～16時00分 17人 雇用・労災・健康・厚生
(3)16時00分～22時00分 なし
又は6時00分～22時00分 20人

16040- 6102421
93人 病院

(1)7時00分～15時45分 230,000円～313,000円
雇用期間の定めなし (2)8時30分～17時15分 89人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)9時45分～18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- 6105921

93人 病院
(1)8時30分～17時15分 200,000円～220,000円

雇用期間の定めなし (2)8時30分～12時30分 89人 雇用・労災・健康・厚生・財形

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- 6108721

93人 病院
(1)7時00分～15時45分 205,000円～262,000円

雇用期間の定めなし (2)8時30分～17時15分 89人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)9時45分～18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- 6109821

16人 ソフトウェア業
(1)8時30分～17時30分 175,000円～300,000円

雇用期間の定めなし 3人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　30,000円まで 16人
年2回（前年度実績） 16040- 6112621

12人 自動車小売業
(1)9時00分～18時00分 200,000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（上限あり）
月額　27,000円まで 82人
年2回（前年度実績）0円～400,000円 16040- 6114121

5人 一般診療所
(1)9時00分～18時30分 160,000円～180,000円

雇用期間の定めなし (2)9時30分～19時00分 5人 雇用・労災・健康・厚生
(3)8時30分～13時00分 実費支給（上限あり）

月額　10,000円まで 5人
年2回（前年度実績） 16040- 6117821

2人 産業用機械器具賃貸業
(1)8時00分～17時00分 201,000円～343,000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　21,750円まで 260人
年2回（前年度実績）200,000円～300,000円 04010-66419521

30人 障害者福祉事業
(1)8時30分～17時30分 240,000円～240,000円

雇用期間の定めなし (2)16時00分～10時00分 25人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　30,000円まで 4,000人

13040-30040022
29人 職業紹介業

(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ヶ月未満） (2)6時30分～15時10分 20人 雇用・労災・健康・厚生

(3)13時00分～21時40分 実費支給（上限あり）
日額　700円まで 140人

16010-23393021
29人 職業紹介業

(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ヶ月未満） (2)6時30分～15時10分 20人 雇用・労災・健康・厚生

(3)13時00分～21時40分 実費支給（上限あり）
日額　700円まで 140人

16010-23405921
9人 その他の飲食料品小売業

(1)6時00分～14時00分 190,000円～200,000円
雇用期間の定めなし (2)14時00分～22時00分 7人 雇用・労災・健康・厚生

(3)22時00分～6時00分 なし
又は0時00分～23時59分 18人

16040- 6081421
235人 貴金属・宝石製品製造業

(1)8時30分～17時30分 170,000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- 6084921

9人 その他の飲食料品小売業
(1)6時00分～14時00分 190,000円～200,000円

雇用期間の定めなし (2)14時00分～22時00分 6人 労災
(3)22時00分～6時00分 なし
又は0時00分～23時59分 18人

16040- 6085121
14人 その他の飲食料品小売業

(1)8時30分～17時00分 230,000円～280,000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）
月額　15,000円まで 14人
年2回（前年度実績） 16040- 6086021

25人 金属加工機械製造業
(1)8時15分～17時00分 170,000円～180,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 5人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　15,000円まで 25人

16040- 6088821

 魚津市 日祝他
2人

富山県魚津市三ケ２２７　 
　　　　　　（魚津企業団地内）

0765-22-0637 その他

1人
富山県下新川郡朝日町字沼割４８
－１

0765-83-0767 毎　週

48

工場内軽作業 不問 正社員以外
変形（1
年単位）

辻精機株式会社

0765-56-7119 毎　週

47

小売販売員 不問 正社員
交替制あ
り

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

46

販売スタッフ 18歳以上 正社員
交替制あ
り

セブンイレブン　黒部沓掛店  黒部市 他

0120-932-415 毎　週

43

ファスナーの製造【２交替】 不問 有期雇用派遣労働者

朝日印刷グループ 
朝日人材サービス　株式会社

2人
富山県黒部市沓掛３３３４

 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
富山県黒部市沓掛３３３４ 0765-56-7119 毎　週

富山県富山市大手町３番９号 
アジェスビル１Ｆ

2人
東京都品川区南大井６丁目２５－
３　いちご大森ビル２Ｆ

03-6436-8972 その他

0120-932-415 毎　週

59歳以下 正社員

45

ジュエリー商品の出荷作業 59歳以下 正社員

株式会社　桑山　富山工場

44

販売スタッフ 18歳以上 正社員
交替制あ
り

セブンイレブン　黒部沓掛店  下新川郡入
善町

他

ファスナーのスリット機・自動繋
ぎ機の運転操作

不問 有期雇用派遣労働者

朝日印刷グループ 
朝日人材サービス　株式会社

 黒部市 土日他

1人
富山県富山市大手町３番９号 
アジェスビル１Ｆ

 黒部市 土日他

1人
宮城県名取市ゆりが丘２丁目２５
－１

 魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市吉島１丁目８番１０
号

0765-32-3323 なし

1人
富山県下新川郡朝日町三枚橋６ 0765-83-3011 その他

42

022-796-0700 その他

41

障がい者グループホームの生活支
援員／富山朝日町

18歳～69歳 正社員
変形
（1ヶ月

ソーシャルインクルー株式会社  下新川郡朝
日町

他

40

建設機械の点検・修理 変形（1
年単位）

蔵王リース　株式会社  黒部市 日祝他

1人

39

看護助手 59歳以下 正社員

医療法人社団　こうちウィメンズ
クリニック

0765-24-8700 その他

38

自動車整備補助 30歳以下 正社員
変形（1
年単位）

小川建設工業株式会社　自動車部  魚津市 日他

37

システムエンジニア・プログラ
マー（未経験者対象）

35歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　北陸コンピュータービ
ジネス

 魚津市 日祝他

34

看護師 59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

医療法人社団平成会　桜井病院  黒部市 他

2人
富山県魚津市本新町２－１１

 黒部市 他
2人

富山県黒部市荻生６６７５－５ 0765-54-1800 その他

1人
富山県黒部市荻生６６７５－５ 0765-54-1800 その他

2人
富山県黒部市荻生６６７５－５

 魚津市 他
1人

富山県魚津市本江字窪畑５４２－
８

0765-24-7761 毎　週

36

准看護師 59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

医療法人社団平成会　桜井病院

0765-54-1800 その他

35

理学療法士もしくは作業療法士 59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

医療法人社団平成会　桜井病院  黒部市 日祝他

33

コンビニエンスストア店員 不問 正社員
交替制あ
り

セブンイレブン　魚津インター店

3／6ページ



職種 年齢・ 区分 交代制 従業員数 業種

区分 事業所名 就業場所 雇用期間 就業時間 休日 うち女性 加入保険

事業所所在地 電話番号 求人数 週休二日 企業全体 求人番号

【先週１週間　１１月　７日　～　１１月　１１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。

98人 病院
(1)8時30分～17時30分 160,000円～240,000円

雇用期間の定めなし 69人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　31,600円まで 425人
年2回（前年度実績） 16040- 6089221

25人 金属加工機械製造業
(1)8時15分～17時00分 185,000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（上限あり）
月額　15,000円まで 25人
年2回（前年度実績） 16040- 6090621

2人 とび・土工・コンクリート工事業

(1)8時00分～17時00分 230,000円～350,000円
雇用期間の定めなし 0人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
日額　1,000円まで 2人

16040- 6091921
3人 警備業

(1)9時00分～20時00分 182,000円～182,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)20時00分～9時00分 0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 479人

17010-27515621
20人 自動車小売業

(1)9時30分～18時00分 164,120円～225,260円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 1人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり） 厚生・拠出
月額　50,000円まで 482人

17080- 9130621
13人 その他の運輸に附帯するサービス業

(1)8時40分～9時10分 176,000円～176,000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・財形

実費支給（上限なし）
2,200人

23020-70481121
17人 老人福祉・介護事業

(1)12時30分～17時00分 1,000円～1,000円
雇用期間の定めなし 15人 労災

実費支給（上限あり）
月額　12,000円まで 33人

16040- 6136521
104人 老人福祉・介護事業

(1)21時45分～8時15分 1,000円～1,200円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 76人 労災

実費支給（上限あり）
月額　22,500円まで 132人

16040- 6137421
3人 老人福祉・介護事業

(1)10時00分～16時00分 910円～910円
雇用期間の定めなし 2人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 9人

16040- 6141721
19人 その他の飲食店

(1)6時00分～14時00分 1,000円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)10時00分～17時00分 7人 労災

(3)23時00分～7時00分 なし
3,260人

23020-72065021
210人 他に分類されない事業サービス業

1,200円～4,800円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 58人 労災

実費支給（上限なし）
又は8時00分～21時00分 210人

13040-33112922
6人 じゅう器小売業

(1)13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） 3人 労災

実費支給（上限あり）
月額　50,000円まで 953人

15010-40269021
8人 建物サービス業

(1)9時30分～14時30分 908円～950円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 7人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
月額　15,000円まで 24,161人

16010-23667021
4人 建物サービス業

(1)9時30分～14時30分 908円～950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

16010-23668721
8人 障害者福祉事業

(1)9時00分～17時00分 950円～1,100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（上限なし）
又は9時00分～17時00分 60人

16040- 6123121
16人 老人福祉・介護事業

(1)17時00分～9時00分 967円～1,090円
雇用期間の定めなし 14人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 19人

16040- 6124021

54

料金収受員（トール職社員）
（請）／魚津市

18歳以上 正社員以外
変形
（1ヶ月

中日本エクストール名古屋　株式
会社

076-222-2296 その他

53

整備士（サービスエンジニア）
（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

52

機械警備サービススタッフ 18歳以上 正社員以外
変形
（1ヶ月

セコム北陸株式会社  黒部市 他

 魚津市 他
1人

愛知県名古屋市中区錦１－１９－
２４　名古屋第１ビル６Ｆ

052-203-5115 その他

2人
石川県野々市市横宮町３－１

49

スポーツトレーナー（スコール） 59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

医療法人社団　ホスピィー  魚津市 日祝他

1人
石川県金沢市香林坊２丁目４番３
０号 

 黒部市 土日他
2人

富山県黒部市飛騨５４７ 080-8690-
6497

毎　週

1人
富山県魚津市三ケ２２７　 
　　　　　　（魚津企業団地内）

0765-22-0637 その他

076-248-1120 その他

1人
富山県魚津市石垣３８９

51

プラントメンテナンス 59歳以下 正社員

株式会社新誠機工

0765-23-6366 その他

50

旋盤工 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

辻精機株式会社  魚津市 日祝他

2

夜勤専従介護職員 18歳以上 パート労働者

社会福祉法人　宇奈月福祉会（特
別養護老人ホーム　おらはうす宇

 黒部市 他
1人

富山県黒部市宇奈月町下立３７ 0765-65-1180 毎　週

1

調理補助・清掃業務　【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
1人

富山県黒部市田家新７６５番地２ 0765-56-5703 毎　週

4

接客・調理補助／魚津市上村木 不問 パート労働者
交替制あ
り

株式会社　中日本吉野家  魚津市 他
5人

愛知県名古屋市中区錦２丁目９－
２３　吉野家伏見通錦店２Ｆ

052-209-9556 その他

3

事務員 不問 パート労働者

Ｅｉｓａｃ株式会社  黒部市 土日祝他
1人

富山県黒部市中新３１－３ 0765-54-0388 毎　週

6

販売（ひらせいホームセンター朝
日店）パートアルバイト社員

不問 パート労働者

株式会社　ひらせいホームセン
ター

 下新川郡朝
日町

他
1人

新潟県新潟市西区寺尾台２丁目３
番３号

025-383-4141 毎　週

5

調査員／現地直行直帰（富山県） 不問 パート労働者

アルゴグローバルソリューション
株式会社

 魚津市 他
2人

東京都港区西新橋２－８－６　住
友不動産日比谷ビル９階

03-5860-9490 毎　週

8

客室清掃（ホテルグランミラー
ジュ）

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 他
5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 その他

7

客室清掃（ベストイン魚津） 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 他
5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

10

介護【夜勤専従】 18歳以上 パート労働者
変形
（1ヶ月

とわ　合同会社  下新川郡入
善町

他
4人

富山県魚津市相木４９７－１ 0765-22-8508 毎　週

9

福祉支援・現場事務スタッフ 不問 パート労働者

株式会社　オレンジ　うオレンジ  魚津市 土日祝他
2人

富山県魚津市北鬼江１４２－１ 0765-32-3364 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　１１月　７日　～　１１月　１１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。

3人 老人福祉・介護事業
1,000円～1,500円

雇用期間の定めなし 3人 労災
実費支給（上限あり）

又は7時00分～20時00分 月額　5,000円まで 19人
16040- 6125721

16人 老人福祉・介護事業
950円～1,500円

雇用期間の定めなし 14人 労災
実費支給（上限あり）

又は8時00分～18時00分 月額　10,000円まで 19人
16040- 6127221

16人 老人福祉・介護事業
930円～1,500円

雇用期間の定めなし 14人 労災
実費支給（上限あり）

又は7時00分～19時00分 月額　10,000円まで 19人
16040- 6128521

16人 老人福祉・介護事業
1,200円～2,000円

雇用期間の定めなし 14人 労災
実費支給（上限あり）

又は8時00分～18時00分 月額　10,000円まで 19人
16040- 6129421

10人 旅館，ホテル
(1)16時00分～0時00分 920円～1,187円

雇用期間の定めなし (2)0時00分～8時00分 4人 雇用・労災
実費支給（上限あり）
月額　30,000円まで 10人

16040- 6130921
10人 旅館，ホテル

(1)5時00分～10時00分 920円～1,000円
雇用期間の定めなし (2)5時00分～8時00分 4人 労災

(3)6時30分～9時30分 実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 10人

16040- 6131121
1人 耕種農業

(1)8時00分～15時30分 910円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 0人 その他

なし
1人

16040- 6132021
6人 書籍・文房具小売業

(1)3時30分～5時30分 1,200円～1,200円
雇用期間の定めなし 3人 労災

実費支給（上限あり）
月額　1,500円まで 6人

16040- 6133721
17人 他に分類されない非営利的団体

(1)9時00分～13時00分 1,305円～1,500円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 15人 労災

実費支給（上限なし）
又は13時00分～17時00分 520人

16010-23482721
10人 建物サービス業

(1)7時00分～11時30分 1,000円～1,000円
雇用期間の定めなし 10人 労災

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 1,900人

16010-23504021
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- 6103321

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- 6104621

93人 病院
(1)8時30分～17時15分 1,400円～1,500円

雇用期間の定めなし 89人 雇用・労災
実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 93人

16040- 6106121
20人 その他の飲食料品小売業

(1)9時00分～16時00分 1,000円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)16時00分～22時00分 17人 労災

なし
20人

16040- 6107021
93人 病院

(1)8時30分～17時15分 1,300円～1,400円
雇用期間の定めなし 89人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 93人

16040- 6110421
93人 病院

(1)8時30分～17時15分 1,000円～1,200円
雇用期間の定めなし 89人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 93人

16040- 6111321

12

介護員【資格有り】 不問 パート労働者

とわ　合同会社  下新川郡入
善町

他
8人

富山県魚津市相木４９７－１ 0765-22-8508 毎　週

11

訪問介護 不問 パート労働者

とわ　合同会社  魚津市 日他
4人

富山県魚津市相木４９７－１ 0765-22-8508 毎　週

14

看護師 不問 パート労働者

とわ　合同会社  下新川郡入
善町

他
1人

富山県魚津市相木４９７－１ 0765-22-8508 毎　週

13

介護員【資格なし】 不問 パート労働者

とわ　合同会社  下新川郡入
善町

他
4人

富山県魚津市相木４９７－１ 0765-22-8508 毎　週

16

調理・接客 不問 パート労働者
交替制あ
り

入善町まちづくり開発株式会社  下新川郡入
善町

他
3人

富山県下新川郡入善町入膳５２３
０－１２

0765-72-5500 毎　週

15

ビジネスホテルのフロント業務 18歳以上 パート労働者
交替制あ
り

入善町まちづくり開発株式会社  下新川郡入
善町

他
2人

富山県下新川郡入善町入膳５２３
０－１２

0765-72-5500 毎　週

18

新聞配達 18歳以上 パート労働者

ＡＳＡ魚津・黒部（朝日新聞販売
店）

 魚津市 他
1人

富山県魚津市平伝寺５１１ 0765-33-4085 その他

17

野菜、小松菜の収穫、袋詰め作業 不問 パート労働者

種田農園  魚津市 火土他
1人

富山県魚津市仏田１４４７ 0765-22-5773 毎　週

20

清掃（特別養護老人ホーム有磯
苑）＃日曜休み

69歳以下 パート労働者
交替制あ
り

アルコット　株式会社  下新川郡朝
日町

日他
1人

富山県富山市二口町３丁目５番地
－５

076-421-9330 毎　週

19

看護職員（とやま生協・輝くろ
べ）

不問 パート労働者

とやま生活協同組合  黒部市 他
1人

富山県富山市金屋５５５ 076-443-8800 毎　週

22

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

21

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

24

コンビニエンスストア店員 不問 パート労働者
交替制あ
り

セブンイレブン　魚津インター店  魚津市 他
2人

富山県魚津市本江字窪畑５４２－
８

0765-24-7761 毎　週

23

看護師 不問 パート労働者

医療法人社団平成会　桜井病院  黒部市 他
2人

富山県黒部市荻生６６７５－５ 0765-54-1800 毎　週

26

介護・看護助手 不問 パート労働者

医療法人社団平成会　桜井病院  黒部市 他
2人

富山県黒部市荻生６６７５－５ 0765-54-1800 毎　週

25

准看護師 不問 パート労働者

医療法人社団平成会　桜井病院  黒部市 他
2人

富山県黒部市荻生６６７５－５ 0765-54-1800 毎　週

5／6ページ



職種 年齢・ 区分 交代制 従業員数 業種

区分 事業所名 就業場所 雇用期間 就業時間 休日 うち女性 加入保険

事業所所在地 電話番号 求人数 週休二日 企業全体 求人番号

【先週１週間　１１月　７日　～　１１月　１１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。

22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～12時20分 950円～1,000円
雇用期間の定めなし 15人 労災

実費支給（上限あり）
月額　5,000円まで 60人
年2回（前年度実績） 16040- 6113921

4人 老人福祉・介護事業
1,200円～1,500円

雇用期間の定めなし 4人 労災
実費支給（上限あり）

又は9時00分～17時00分 月額　4,000円まで 4人
年2回（前年度実績）100,000円～100,000円 16040- 6115021

30人 障害者福祉事業
(1)9時00分～17時00分 1,010円～1,300円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 25人 労災
実費支給（上限あり）
月額　30,000円まで 4,000人

13040-30028422
30人 障害者福祉事業

(1)17時00分～9時00分 1,010円～1,300円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 25人 労災

実費支給（上限あり）
月額　30,000円まで 4,000人

13040-30104522
7人 建物サービス業

(1)10時00分～16時00分 950円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 7人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 1,561人

16010-23419521
7人 建物サービス業

(1)15時00分～20時00分 950円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)13時00分～20時00分 7人 労災

(3)20時00分～23時45分 実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 1,561人

16010-23421621
5人 建物サービス業

(1)8時00分～10時00分 1,200円～1,200円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)7時00分～9時00分 5人 労災

実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 1,561人

16010-23424021
5人 その他の運輸に附帯するサービス業

(1)6時10分～11時10分 950円～950円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)11時30分～20時00分 5人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
月額　21,000円まで 470人

16010-23452521
9人 その他の飲食料品小売業

(1)6時00分～9時00分 950円～1,050円
雇用期間の定めなし (2)17時00分～22時00分 6人 労災

(3)17時00分～0時00分 なし
18人

16040- 6082321
9人 その他の飲食料品小売業

(1)6時00分～9時00分 950円～1,050円
雇用期間の定めなし (2)9時00分～17時00分 6人 労災

(3)14時00分～22時00分 なし
又は6時00分～22時00分 18人

16040- 6083621
6人 老人福祉・介護事業

(1)8時30分～16時30分 930円～930円
雇用期間の定めなし (2)8時30分～12時30分 6人 労災

(3)12時30分～16時30分 実費支給（上限あり）
月額　6,000円まで 8人

16040- 6087721
8人 その他の飲食料品小売業

(1)5時30分～9時30分 908円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)6時00分～10時00分 8人 雇用・労災

実費支給（上限なし）
49,976人

17010-27471821

28

デイサービス介護職員【日勤の
み】

不問 パート労働者

一般社団法人ひので（デイサービ
ス花日和）

 下新川郡朝
日町

日他
1人

富山県下新川郡朝日町沼保１３７
０番池

0765-83-2287 毎　週

27

製品製造（組付け・検査・包装） 59歳以下 パート労働者

有限会社　開澤アルミ  黒部市 土日祝他
1人

富山県黒部市中新５７３－１ 0765-52-1793 毎　週

30

障がい者グループホームの世話
人・夜勤パート／富山朝日町

18歳以上 パート労働者
変形
（1ヶ月

ソーシャルインクルー株式会社  下新川郡朝
日町

他
3人

東京都品川区南大井６丁目２５－
３　いちご大森ビル２Ｆ

03-6436-8972 毎　週

29

障がい者グループホームの世話
人・日勤パート／富山朝日町

不問 パート労働者
変形
（1ヶ月

ソーシャルインクルー株式会社  下新川郡朝
日町

他
3人

東京都品川区南大井６丁目２５－
３　いちご大森ビル２Ｆ

03-6436-8972 毎　週

32

清掃員（満天の湯　魚津店） 不問 パート労働者

株式会社　ホクタテ  魚津市 他
2人

富山県富山市中野新町１丁目２番
１０号

076-421-0400 毎　週

31

清掃員（満天の湯　魚津店） 不問 パート労働者

株式会社　ホクタテ  魚津市 他
1人

富山県富山市中野新町１丁目２番
１０号

076-421-0400 毎　週

34

店舗での販売業務等 不問 パート労働者
交替制あ
り

株式会社　ジェイアールサービス
ネット金沢　富山支店

 黒部市 他
1人

富山県富山市明輪町１番２３０号 076-432-5176 毎　週

33

清掃員（アップルヒル） 不問 パート労働者

株式会社　ホクタテ  魚津市 他
1人

富山県富山市中野新町１丁目２番
１０号

076-421-0400 毎　週

36

販売スタッフ 不問 パート労働者

セブンイレブン　黒部沓掛店  下新川郡入
善町

他
1人

富山県黒部市沓掛３３３４ 0765-56-7119 毎　週

35

販売スタッフ 不問 パート労働者

セブンイレブン　黒部沓掛店  黒部市 他
3人

富山県黒部市沓掛３３３４ 0765-56-7119 毎　週

38

調理補助（越野荘） 不問 パート労働者
交替制あ
り

日清医療食品株式会社　近畿支店
北陸営業所

 黒部市 他
1人

石川県金沢市西念３丁目１１番３
４号

076-222-9908 毎　週

37

介護職【富山型デイサービス　カ
エルの子】

不問 パート労働者

特定非営利活動法人　ゆきあかり
 

 下新川郡朝
日町

日他
1人

富山県下新川郡朝日町草野１１８
番地３

0765-83-2216 毎　週
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