
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

8人 産業廃棄物処理業
(1)9時00分～18時00分 228,300円～279,050円

雇用期間の定めなし (2)21時00分～6時00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 22人
年2回（前年度実績）150,000円～400,000円 16010-24461521

56人 その他の専門サービス業
(1)8時30分～17時15分 152,640円～169,070円

雇用期間の定めなし 52人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　50,000円まで 87,237人
年2回（前年度実績） 16020-14405821

269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 150,000円～170,000円
雇用期間の定めなし 133人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
日額　250円まで 269人
年2回（前年度実績） 16040- 6230821

86人 旅館，ホテル
(1)5時30分～21時00分 200,000円～300,000円

雇用期間の定めなし (2)6時00分～21時30分 47人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり） 給付
月額　31,600円まで 86人
年2回（前年度実績） 16040- 6231221

7人 自動車整備業
(1)8時30分～17時30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（上限なし）
13人

年2回（前年度実績） 16040- 6239721
110人 病院

(1)8時30分～17時00分 203,000円～213,000円
雇用期間の定めなし 75人 雇用・労災・健康・厚生・財形

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- 6241421

8人 歯科診療所
(1)8時30分～18時30分 190,000円～230,000円

雇用期間の定めなし (2)8時30分～18時00分 8人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 8人
年2回（前年度実績）500,000円～500,000円 16040- 6242321

17人 燃料小売業
(1)8時00分～17時00分 206,120円～212,453円

雇用期間の定めなし (2)14時00分～23時00分 1人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)23時00分～8時00分 実費支給（上限なし） 拠出
2,812人

年2回（前年度実績）100,000円～636,800円 17080- 9642121
13人 各種食料品小売業

(1)8時00分～17時30分 210,000円～267,900円
雇用期間の定めなし (2)11時00分～20時30分 8人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり） 給付
月額　50,000円まで 3,382人
年3回（前年度実績） 15110- 8320221

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） 16010-24452221

15人 分類不能の産業
(1)5時00分～14時00分 165,000円～165,000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　26,500円まで 57人
年2回（前年度実績） 16010-24385921

0人 警備業
(1)7時00分～21時00分 157,430円～190,300円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 0人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　40,000円まで 760人
年2回（前年度実績）25,000円～50,000円 16010-24348821

50人 一般貨物自動車運送業
(1)8時30分～17時30分 240,000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（上限あり） 拠出
月額　30,000円まで 4,963人
年2回（前年度実績） 16040- 6219621

3,726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00分～16時45分 220,000円～424,000円
雇用期間の定めなし 1,147人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限なし） 拠出
4,577人

年2回（前年度実績） 16040- 6222821
7人 タイヤ・チューブ製造業

(1)8時00分～17時00分 196,000円～235,000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　10,000円まで 7人
年2回（前年度実績） 16040- 6227621

13人 一般貨物自動車運送業
(1)7時30分～16時30分 162,750円～173,600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　5,000円まで 13人
年1回（前年度実績）30,000円～250,000円 16040- 6228921

 下新川郡入
善町

日祝他
1人

富山県下新川郡入善町上飯野９３
８の１

0765-72-2531 その他

1人
富山県黒部市枕野４００－１ 0765-54-9898 その他

16

大型運転手（ロングダンプ） 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　飯作運輸

0765-54-8066 毎　週

15

廃タイヤ積込み・破砕作業・荷下
ろし等

64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

有限会社　タイヤリサイクルセン
ター

 黒部市 日祝他

14

【未経験歓迎】事務職（購買） 不問 正社員

ＹＫＫ株式会社　黒部事業所  黒部市 土日他
1人

富山県黒部市吉田２００

 黒部市 日祝他
1人

富山県黒部市沓掛字道上割２００
０－１７

0765-54-1113 その他

1人
富山県富山市金屋２７１５－１０ 076-443-5455 その他

13

集配ドライバー 44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

トナミ運輸株式会社　黒部営業所

076-461-7799 その他

12

施設管理警備員（タワーパート
ナーズセミコンダクター）

18歳以上 正社員以外
変形
（1ヶ月

富山県綜合警備保障　株式会社  魚津市 他

11

厨房スタッフ（こぶしの庭） 59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社　フラグシップ  下新川郡入
善町

他
1人

富山県富山市婦中町下轡田１０１
９

 魚津市 他
1人

富山県富山市西野新４７番 076-461-7765 毎　週

2人
新潟県燕市佐渡５１２９ 0256-66-1100 その他

10

介護スタッフ（うちくる魚津労災
病院前）※日勤・正社員

59歳以下 正社員

株式会社　うちくる富山

076-275-7778 その他

9

業務スーパーの総合職（将来的な
店長／ＳＶ候補）（魚津店）

45歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社　オーシャンシステム
業務スーパー事業部

 魚津市 他

8

販売スタッフ（ライフトータルサ
ポーター）入善町

18歳～59歳 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社　西日本宇佐美　北陸支
店

 下新川郡入
善町

他
1人

石川県白山市小上町２７３番地

 魚津市 木日祝他
1人

富山県魚津市上村木１丁目１８－
２５

0765-24-3540 毎　週

1人
富山県魚津市江口１７８４－１ 0765-22-3486 毎　週

7

歯科助手 35歳以下 正社員

医療法人社団　谷川歯科医院

0765-24-3883 その他

6

管理栄養士 64歳以下 正社員

医療法人社団　信和会（魚津神経
サナトリウム）

 魚津市 他

5

自動車の整備士 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

澤田自動車販売  魚津市 日祝他

正社員

株式会社　ニチイ学館　高岡支店  黒部市 土日祝他

1人
富山県魚津市吉島２丁目４－２５

 黒部市 他
2人

富山県黒部市宇奈月温泉３５２－
７

0765-62-1041 その他

1人
富山県黒部市新町１１０番地甲ー
２

0765-52-1330 毎　週

076-421-6302 毎　週

賃金

通勤手当

賞与（前年度実績）

4

パン・菓子製造工 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

オリックス・ホテルマネジメント
株式会社　宇奈月事業所 

0766-29-2887 毎　週

3

ファスナーの加工・検査 59歳以下 正社員

中野工業　株式会社  黒部市 土日他

2

医療事務（正社員）【黒部市民病
院】病棟クラーク業務

59歳以下

1

切粉収集運搬 59歳以下 正社員
交替制あ
り

有限会社　タイド産商

2人
富山県高岡市あわら町１－１　高
岡市農協会館６Ｆ

 下新川郡入
善町

土日他
1人

富山県富山市小泉町１１

【先週１週間　　１１月　　２１日～　１１月　　２５日に受理】

℡ 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。

1／4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

賃金

通勤手当

賞与（前年度実績）

【先週１週間　　１１月　　２１日～　１１月　　２５日に受理】

℡ 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。

54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20分 235,000円～275,000円
雇用期間の定めなし 18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） 16040- 6209421

54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20分 195,000円～275,000円
雇用期間の定めなし 18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） 16040- 6210921

30人 ゴムベルト・ゴムホース・工業用ゴム製品製造業

(1)8時00分～17時00分 152,544円～252,000円
雇用期間の定めなし 22人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　5,000円まで 30人

16040- 6212021
58人 一般乗用旅客自動車運送業

(1)9時00分～18時00分 200,000円～280,000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　11,300円まで 58人

16040- 6213721
35人 農林水産業協同組合（他に分類されないもの）

(1)3時30分～12時00分 170,000円～200,000円
雇用期間の定めなし 14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） 16040- 6214821
58人 一般乗用旅客自動車運送業

(1)9時00分～18時00分 230,000円～300,000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　11,300円まで 58人

16040- 6217421
8人 建物サービス業

(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　10,000円まで 200人
年1回（前年度実績） 16040- 6200321

36人 一般貨物自動車運送業
(1)8時00分～17時00分 203,400円～213,400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）
月額　19,650円まで 40人
年2回（前年度実績）650,000円～800,000円 16040- 6203121

8人 建築材料卸売業
(1)8時00分～17時00分 254,000円～275,000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　11,000円まで 8人
年2回（前年度実績） 16040- 6205721

26人 その他の物品賃貸業
(1)8時30分～17時30分 168,980円～223,320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　20,000円まで 175人
年2回（前年度実績） 17010-28644321

5人 他に分類されない卸売業
(1)8時30分～17時30分 170,000円～270,000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） 厚生・拠出
280人

年2回（前年度実績） 17010-28677321
6人 労働者派遣業

164,000円～172,000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） 拠出
又は7時30分～17時30分 月額　36,340円まで 1,100人

年2回（前年度実績） 23020-73507521
56人 その他の専門サービス業

(1)8時30分～13時30分 960円～980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 87,237人

16020-14406221
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～12時00分 950円～1,000円
雇用期間の定めなし 51人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
日額　250円まで 269人
年2回（前年度実績）10,000円～50,000円 16040- 6232521

86人 旅館，ホテル
(1)16時30分～21時30分 1,000円～1,200円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 47人 労災
実費支給（上限なし）

86人
16040- 6233421

86人 旅館，ホテル
(1)10時00分～15時00分 1,000円～1,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)10時00分～13時00分 47人 労災
(3)12時00分～17時00分 実費支給（上限なし）
又は10時00分～17時00分 86人

16040- 6234321

魚津市　他 他
1人

愛知県名古屋市中区栄２－４－１
８　岡谷鋼機ビル５Ｆ

052-222-9991 その他

1人
石川県金沢市新保本４－６５－１
２

076-269-3501 その他

28

接客・案内・事務（請）／滑川
市・魚津市

59歳以下 正社員
交替制あ
り

ＮＥＸＣＯ中日本サービス　株式
会社

076-246-6123 毎　週

27

営業（黒部店） 40歳以下 正社員

千代田機電　株式会社  黒部市 日他

26

総合職（法人向け営業及びルート
配送）

44歳以下 正社員

株式会社　ダスキン北陸  魚津市 日祝他
1人

石川県金沢市横川２丁目２４８

 魚津市 土日他
1人

富山県魚津市三ケ砂田１５００番
地

0765-24-4232 毎　週

1人
富山県魚津市住吉３９５６－１７ 0765-24-0604 その他

25

８ｔダンプドライバー 44歳以下 正社員

日本海アスコン株式会社

0765-22-9207 毎　週

24

タンクローリー運転手 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

魚津運輸　株式会社  魚津市 日祝他

23

清掃スタッフ 44歳以下 正社員

株式会社　美来  魚津市 土日他
1人

富山県魚津市吉島２－１－１

 魚津市 他
1人

富山県魚津市本江２８６０－２ 0765-22-0640 毎　週

1人
富山県黒部市生地中区３６５ 0765-57-0101 毎　週

22

旅行営業員 35歳以下 正社員
変形（1
年単位）

魚津交通株式会社

0765-22-0640 その他

21

鮮魚セリ、冷蔵庫管理等 18歳～44歳 正社員
変形（1
年単位）

くろべ漁業協同組合  黒部市 水日他

20

大型バス運転手 69歳以下 正社員
変形（1
年単位）

魚津交通株式会社  魚津市 他
1人

富山県魚津市本江２８６０－２

 黒部市 日他
2人

富山県黒部市生地中区５８ 0765-57-0117 その他

2人
富山県魚津市大海寺野１１８１ 0765-22-0939 その他

19

散水ホース巻き作業（自社） 不問 正社員
変形（1
年単位）

有限会社　エムテックス宝田

0765-22-0939 その他

18

鋼製建具工事の施工管理業務 61歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　アイザック・ユー  魚津市 日祝

17

住宅建材の営業 61歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　アイザック・ユー  魚津市 日祝
1人

富山県魚津市大海寺野１１８１

1

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

2

建材部品の運搬 59歳以下 パート労働者

中野工業　株式会社  黒部市 土日他
1人

富山県黒部市新町１１０番地甲ー
２

0765-52-1330 毎　週

3

レストランでの接客業務 不問 パート労働者
交替制あ
り

オリックス・ホテルマネジメント
株式会社　宇奈月事業所 

 黒部市 他
3人

富山県黒部市宇奈月温泉３５２－
７

0765-62-1041 毎　週

4

ゲストリレーション 不問 パート労働者
交替制あ
り

オリックス・ホテルマネジメント
株式会社　宇奈月事業所 

 黒部市 他
3人

富山県黒部市宇奈月温泉３５２－
７

0765-62-1041 毎　週
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その際はあしからずご了承ください。

46人 その他の公衆浴場業
910円～1,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 35人 労災
実費支給（上限あり）

又は16時00分～20時00分 月額　10,000円まで 56人
16040- 6235621

86人 旅館，ホテル
(1)6時00分～11時00分 1,000円～1,200円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)7時00分～12時00分 47人 労災
実費支給（上限あり） 給付

又は16時00分～21時00分 月額　31,600円まで 86人
16040- 6236921

6人 他に分類されない小売業
910円～1,100円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 5人 労災
実費支給（上限あり）

又は8時30分～17時15分 月額　5,000円まで 6人
16040- 6237121

86人 旅館，ホテル
1,000円～1,200円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 47人 雇用・労災
実費支給（上限なし）

又は6時00分～21時00分 86人
16040- 6238021

70人 旅館，ホテル
(1)14時00分～19時00分 1,200円～1,200円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 55人 労災
実費支給（上限あり）
月額　15,000円まで 15,203人

16040- 6240521
76人 旅館，ホテル

(1)6時00分～11時00分 908円～1,008円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)5時00分～10時00分 48人 労災

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 76人

16040- 6218321
17人 老人福祉・介護事業

(1)8時00分～12時00分 1,500円～1,500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- 6220021
8人 その他のはん用機械・同部分品製造業

(1)9時00分～16時00分 950円～950円
雇用期間の定めなし 1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　15,000円まで 8人

16040- 6221721
50人 旅館，ホテル

(1)7時00分～12時00分 1,000円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)13時00分～18時00分 21人 労災

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 50人

16040- 6223221
50人 旅館，ホテル

(1)9時00分～14時00分 1,000円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)15時00分～20時00分 21人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 50人

16040- 6224521
50人 旅館，ホテル

(1)9時00分～18時00分 1,000円～1,125円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 21人 労災

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 50人

16040- 6225421
5人 美容業

(1)9時00分～12時00分 1,200円～1,500円
雇用期間の定めなし (2)13時00分～16時00分 5人 労災

(3)17時00分～19時00分 なし
又は10時00分～19時00分 5人

年2回（前年度実績）80,000円～ 16040- 6226321
18人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

(1)9時00分～16時00分 930円～930円
雇用期間の定めなし (2)16時00分～23時59分 11人 雇用・労災・健康・厚生

(3)0時00分～9時00分 実費支給（上限あり）
又は0時00分～23時59分 日額　400円まで 260人

16010-24416921
3人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

930円～930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）
又は10時00分～22時00分 日額　400円まで 260人

16010-24424921
4人 医薬品・化粧品小売業

(1)8時30分～14時30分 940円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)12時00分～18時00分 3人 雇用・労災

実費支給（上限なし）
6,864人

17080- 9601121
16人 老人福祉・介護事業

(1)17時30分～8時30分 1,500円～1,500円
雇用期間の定めなし 16人 労災

実費支給（上限あり）
月額　12,000円まで 33人

16040- 6208521

5

運転手 不問 パート労働者

有限会社　あさひふるさと創造社
（なないろＫＡＮ・らくち～の）

 下新川郡朝
日町

他
2人

富山県下新川郡朝日町舟川新３５
番地

0765-82-0990 毎　週

6

パン・菓子製造工 不問 パート労働者
交替制あ
り

オリックス・ホテルマネジメント
株式会社　宇奈月事業所 

 黒部市 他
2人

富山県黒部市宇奈月温泉３５２－
７

0765-62-1041 毎　週

7

事務員 不問 パート労働者

くろべの太陽　株式会社  黒部市 日他
1人

富山県黒部市若栗２７８８番地１ 0765-52-0173 その他

8

調理補助 不問 パート労働者
交替制あ
り

オリックス・ホテルマネジメント
株式会社　宇奈月事業所 

 黒部市 他
3人

富山県黒部市宇奈月温泉３５２－
７

0765-62-1041 毎　週

9

駐車場案内係り 不問 パート労働者

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
3人

富山県黒部市宇奈月温泉７－２６ 0765-62-1236 毎　週

10

朝食係 不問 パート労働者

入善里山観光開発株式会社（バー
デン明日）

 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

11

通所介護施設での介護職員 不問 パート労働者

有限会社　隠居くらぶ  黒部市 日他
3人

富山県黒部市田家新７６５番地２ 0765-56-5703 毎　週

12

製品検査 不問 パート労働者

コアー技研　株式会社  魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市小川寺２６８－５ 0765-31-9025 その他

13

フロント・サービススタッフ 不問 パート労働者
交替制あ
り

株式会社　宇奈月延対寺荘  黒部市 他
2人

富山県黒部市宇奈月温泉５３ 0765-62-1234 毎　週

14

洗い場スタッフ 不問 パート労働者

株式会社　宇奈月延対寺荘  黒部市 他
2人

富山県黒部市宇奈月温泉５３ 0765-62-1234 毎　週

15

設備スタッフ 不問 パート労働者

株式会社　宇奈月延対寺荘  黒部市 他
2人

富山県黒部市宇奈月温泉５３ 0765-62-1234 毎　週

16

フロアアシスタント 不問 パート労働者

ラ・ルージュ  黒部市 月他
3人

富山県黒部市植木８１０－１　コ
ラーレ横

0765-54-4620 毎　週

17

店舗運営スタッフ（アプレシオ
魚津店）

不問 パート労働者
交替制あ
り

株式会社　Ｐｒｏｃｅｅｄ  魚津市 他
2人

富山県富山市天正寺６８ 076-495-7176 毎　週

18

店舗運営スタッフ（フィットネス
ジムＥｖｅｒｙ魚津江口店）

59歳以下 パート労働者

株式会社　Ｐｒｏｃｅｅｄ  魚津市 他
2人

富山県富山市天正寺６８ 076-495-7176 毎　週

19

医療事務（下新川エリア） 不問 パート労働者

株式会社　クスリのアオキ  下新川郡入
善町

他
1人

石川県白山市松本町２５１２ 076-274-6111 その他

20

介護職員／夜間【優悠庵】 18歳以上 パート労働者
変形
（1ヶ月

有限会社　隠居くらぶ  黒部市 他
1人

富山県黒部市田家新７６５番地２ 0765-56-5703 毎　週
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15人 ゴムベルト・ゴムホース・工業用ゴム製品製造業

(1)9時00分～12時00分 908円～1,000円
雇用期間の定めなし (2)9時00分～15時00分 7人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
月額　5,000円まで 30人

16040- 6211121
58人 一般乗用旅客自動車運送業

(1)6時00分～15時00分 950円～950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　11,300円まで 58人

16040- 6215221
5人 書籍・文房具小売業

(1)8時30分～17時30分 910円～910円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)8時30分～15時30分 4人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　22,750円まで 574人

16040- 6216521
65人 その他の専門サービス業

(1)8時30分～17時15分 980円～980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- 9551421
3人 建物サービス業

(1)7時00分～9時30分 1,100円～1,100円
雇用期間の定めなし 3人 労災

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 1,900人

16010-24333421
16人 一般貸切旅客自動車運送業

(1)6時40分～8時00分 1,714円～2,000円
雇用期間の定めなし (2)14時40分～16時50分 2人 労災

なし
16人

16040- 6201621
4人 洗濯業

910円～910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00分～12時00分 月額　3,000円まで 170人

16040- 6202921
5人 旅館，ホテル

(1)11時30分～17時00分 920円～950円
雇用期間の定めなし 5人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
日額　100円まで 11人

16040- 6204021

21

ゴム製品製造（自社） 不問 パート労働者

有限会社　エムテックス宝田  黒部市 日他
3人

富山県黒部市生地中区５８ 0765-57-0117 毎　週

22

コミュニティバス運転手 69歳以下 パート労働者

魚津交通株式会社  魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市本江２８６０－２ 0765-22-0640 毎　週

23

一般事務 不問 パート労働者
交替制あ
り

株式会社　明文堂プランナー  下新川郡朝
日町

日祝他
1人

富山県下新川郡朝日町沼保９０９
－２（管理本部：下新川郡入善町

0765-74-8202 毎　週

24

物流管理業務（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

25

清掃（アルビス黒部）＃午前中 不問 パート労働者

アルコット　株式会社  黒部市 他
1人

富山県富山市二口町３丁目５番地
－５

076-421-9330 毎　週

毎　週

26

スクールバス運転手 不問 パート労働者

朝日観光バス　株式会社  黒部市 土日祝他
1人

富山県黒部市宇奈月町浦山７０８
４－４

0765-65-7766 毎　週

28

フロアスタッフ 不問 パート労働者

株式会社　第二東亜  黒部市 他
1人

富山県黒部市天池７０－２ 0765-54-2225 毎　週

27

清掃員（入善町） 不問 パート労働者

株式会社　富山第一ドライクリー
ニング

 下新川郡入
善町

月火水木
金

1人
富山県魚津市三ケ７３９－１ 0765-22-5252
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