
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)8時30分～17時15分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)16時45分～9時30分 実費支給（上限あり） 34人 公災・健康・厚生

月額　55,000円まで
富山県富山市新総曲輪１－７ 076-431-4111 その他 年2回（前年度実績） 16010-  643431

(1)8時30分～17時15分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限あり） 11人 公災・健康・厚生

月額　55,000円まで
富山県富山市新総曲輪１－７ 076-431-4111 毎　週 年2回（前年度実績） 16010-  690231

(1)9時00分～19時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 4人 雇用・労災・健康・厚生

月額　15,000円まで
富山県高岡市駅南５－２－２０ 0766-30-2828 その他 年2回（前年度実績） 16020-  405031

(1)9時00分～19時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 3人 雇用・労災・健康・厚生

月額　15,000円まで
富山県高岡市駅南５－２－２０ 0766-30-2828 その他 年2回（前年度実績） 16020-  406831

(1)8時15分～17時00分
雇用期間の定めなし (2)8時00分～17時00分 実費支給（上限あり） 21人 雇用・労災・健康・厚生

月額　50,000円まで
富山県高岡市あわら町１－１　高 0766-29-2887 毎　週 年2回（前年度実績） 16020-  450331

(1)9時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 16人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　8,000円まで
富山県砺波市太田１８８９－１０ 0763-33-2678 毎　週 16020-  468331

(1)7時00分～16時00分
雇用期間の定めなし (2)10時00分～19時00分 実費支給（上限なし） 16人 雇用・労災・健康・厚生

(3)16時00分～9時00分
富山県下新川郡入善町青島４０１ 0765-32-3786 その他 年2回（前年度実績） 16040-  265031

(1)8時15分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 278人 雇用・労災・健康・厚生

月額　55,000円まで 拠出
富山県魚津市六郎丸９９２ 0765-22-1280 毎　週 年2回（前年度実績） 16040-  266831

(1)8時15分～17時00分
雇用期間の定めなし (2)15時30分～0時15分 実費支給（上限あり） 278人 雇用・労災・健康・厚生

(3)0時00分～8時15分 月額　55,000円まで
富山県魚津市六郎丸９９２ 0765-22-1280 毎　週 年2回（前年度実績） 16040-  267231

(1)8時15分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 278人 雇用・労災・健康・厚生

月額　55,000円まで 拠出
富山県魚津市六郎丸９９２ 0765-22-1280 毎　週 年2回（前年度実績） 16040-  268531

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 1人 雇用・労災・健康・厚生

月額　5,000円まで
富山県魚津市木下新３４１－２ 0765-31-6216 その他 年2回（前年度実績） 16040-  273031

(1)8時30分～17時30分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 11人 雇用・労災・健康・厚生

月額　5,000円まで
富山県黒部市植木１９４－２ 0765-52-2121 毎　週 年2回（前年度実績） 16040-  274831

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限なし） 2人 雇用・労災・健康・厚生

富山県魚津市道坂４００番地 0765-32-8006 その他 年2回（前年度実績）150,000円～250,000円 16040-  275231

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 2人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　10,000円まで
富山県黒部市三日市２８８４－２ 0765-52-0243 その他 年2回（前年度実績） 16040-  276531

(1)7時30分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 6人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　15,000円まで
富山県黒部市若栗３０２－１ 0765-54-1575 その他 年2回（前年度実績）300,000円～800,000円 16040-  279331

(1)7時30分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 6人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　15,000円まで
富山県黒部市若栗３０２－１ 0765-54-1575 その他 年2回（前年度実績）150,000円～400,000円 16040-  280131

(1)4時30分～12時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 12人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　5,000円まで 給付
富山県魚津市持光寺１８３ 0765-24-1543 その他 年2回（前年度実績） 16040-  281031

(1)8時15分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 1人 雇用・労災・健康・厚生

月額　30,000円まで 拠出
富山県砺波市千代１７６－１ 0763-33-2085 毎　週 年2回（前年度実績） 16050-  212431

(1)7時00分～16時00分
雇用期間の定めなし (2)8時00分～17時00分 実費支給（上限あり） 11人 雇用・労災・健康・厚生

(3)10時00分～19時00分 月額　10,000円まで
富山県中新川郡上市町熊野町２５ 076-472-0438 毎　週 年2回（前年度実績） 16070-  130631

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 0人 雇用・労災・健康・厚生

月額　50,000円まで
富山県富山市一本木１３８番地 076-411-0124 その他 年2回（前年度実績）100,000円～200,000円 16010-  485731

16人 警備業

北陸交通整理　株式会社  魚津市　他 他
5人 65人

【１２月　１９日　～　１月　６日に受理】

賃金

通勤手当

賞与（前年度実績）

20

鉄道施設内での列車見張警備 18歳～59歳 正社員
変形（1
年単位）

183,600円～205,200円

1

保育士又は福祉指導員又は心理
（産育休代替職員・黒部学園）

不問 正社員以外
交替制あ

り
150,600円～182,200円 44人 都道府県機関

富山県庁  黒部市 他
1人 15,384人

2

土木（産育休代替職員・新川土木
センター）

不問 正社員以外 150,600円～182,200円 66人 都道府県機関

富山県庁  魚津市 土日祝
1人 15,384人

3

フィットネス施設店長候補【カー
ブス黒部メルシー】

59歳以下 正社員
変形

（1ヶ月
201,000円～201,000円 4人 スポーツ施設提供業

ウィン　株式会社  黒部市 日祝他
1人 51人

4

フィットネス施設店長候補【カー
ブス魚津サンプラザ】

59歳以下 正社員
変形

（1ヶ月
201,000円～201,000円 3人 スポーツ施設提供業

ウィン　株式会社  魚津市 日祝他
1人 51人

5

医療事務（正社員）【富山労災病
院】外来業務

59歳以下 正社員
交替制あ

り
157,440円～171,720円 21人 その他の専門サービス業

株式会社　ニチイ学館　高岡支店  魚津市 土日祝他
2人 88,000人

6

スマイルスタッフ【黒部営業所】 39歳以下 正社員 235,000円～235,000円 16人 配達飲食サービス業

株式会社　ヨシケイ富山  黒部市 土日他
2人 155人

7

介護職 64歳以下 正社員
交替制あ

り
170,200円～189,200円 20人 老人福祉・介護事業

株式会社　ささや木  下新川郡入善
町

他
2人 44人

8

薬剤師 59歳以下 正社員 194,300円～476,700円 375人 病院

独立行政法人　労働者健康安全機
構　富山労災病院

 魚津市 土日祝他
1人

9

看護師 18歳～59歳 正社員
交替制あ

り
245,600円～245,600円 375人 病院

独立行政法人　労働者健康安全機
構　富山労災病院

 魚津市 他
1人

10

作業療法士 59歳以下 正社員 167,300円～178,500円 375人 病院

独立行政法人　労働者健康安全機
構　富山労災病院

 魚津市 土日祝他
1人

11

電気工事 44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

180,000円～300,000円 4人 電気工事業

ナカオ電工株式会社  魚津市 日祝他
2人 4人

12

生活相談員 69歳以下 正社員 187,440円～221,520円 12人 老人福祉・介護事業

特定非営利活動法人　三樹福寿会  黒部市 日他
1人 12人

13

事務、測定 59歳以下 正社員 200,000円～200,000円 2人 その他のはん用機械・同
部分品製造業

株式会社　ＫＲＤ  魚津市 日他
2人 2人

14

配管工（見習い可） 61歳以下 正社員
変形（1
年単位）

165,000円～250,000円 15人 管工事業（さく井工事業
を除く）

吉枝工業　株式会社  黒部市 日他
2人 15人

15

土木施工技術者★ＹｏｕＴｕｂｅ
作業動画公開中★

59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

250,000円～350,000円 32人 一般土木建築工事業

株式会社　新興  黒部市 日他
2人 32人

16

建設作業員★ＹｏｕＴｕｂｅ作業
動画公開中★

59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

220,000円～330,000円 32人 一般土木建築工事業

株式会社　新興  黒部市 日他
2人 32人

17

鮮魚荷受け、鮮魚運搬　出荷業
務、水産加工

69歳以下 正社員 245,000円～255,000円 18人 他に分類されない卸売業

ヨ八魚問屋　株式会社  魚津市 日祝他
1人 18人

18

営業・積算（県東部支店） 40歳以下 正社員
変形（1
年単位）

200,000円～250,000円 3人 土木建築サービス業

株式会社　上智  黒部市 土日祝他
1人 142人

19

介護職員（夜勤なし／フルタイ
ム）

不問 正社員
変形

（1ヶ月
193,000円～203,000円 20人 老人福祉・介護事業

有限会社　タイアップ  魚津市 他
1人 26人

℡ 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

【１２月　１９日　～　１月　６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)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 2人 雇用・労災・健康・厚生

月額　50,000円まで
富山県富山市一本木１３８番地 076-411-0124 その他 年2回（前年度実績）100,000円～200,000円 16010-  486331

(1)8時30分～17時30分
雇用期間の定めなし (2)13時00分～15時00分 実費支給（上限あり） 47人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　100,000円まで 拠出
富山県魚津市吉島８２９ 0765-22-3477 毎　週 年2回（前年度実績） 16040-  207831

(1)8時30分～17時30分
雇用期間の定めなし (2)13時00分～15時00分 実費支給（上限あり） 47人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　100,000円まで 拠出
富山県魚津市吉島８２９ 0765-22-3477 毎　週 年2回（前年度実績） 16040-  208231

(1)8時30分～17時30分
雇用期間の定めなし (2)13時00分～15時00分 実費支給（上限あり） 47人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　100,000円まで 拠出
富山県魚津市吉島８２９ 0765-22-3477 毎　週 年2回（前年度実績） 16040-  209531

(1)8時30分～17時30分
雇用期間の定めなし (2)13時00分～15時00分 実費支給（上限あり） 47人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　100,000円まで 拠出
富山県魚津市吉島８２９ 0765-22-3477 毎　週 年2回（前年度実績） 16040-  210331

(1)8時30分～18時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 16人 雇用・労災・健康・厚生

月額　10,000円まで
富山県下新川郡朝日町舟川新１２ 0765-82-2626 その他 年2回（前年度実績） 16040-  215831

(1)8時30分～18時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 16人 雇用・労災・健康・厚生

月額　10,000円まで
富山県下新川郡朝日町舟川新１２ 0765-82-2626 その他 年2回（前年度実績） 16040-  216231

(1)8時30分～18時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 16人 雇用・労災・健康・厚生

月額　10,000円まで
富山県下新川郡朝日町舟川新１２ 0765-82-2626 その他 年2回（前年度実績） 16040-  217531

(1)8時30分～18時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 16人 雇用・労災・健康・厚生

月額　10,000円まで
富山県下新川郡朝日町舟川新１２ 0765-82-2626 その他 年2回（前年度実績） 16040-  218431

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 115人 雇用・労災・健康・厚生

月額　10,000円まで
富山県下新川郡入善町入膳５１８ 0765-74-0246 その他 年2回（前年度実績）50,000円～400,000円 16040-  220931

(1)7時00分～16時00分
雇用期間の定めなし (2)10時00分～19時00分 実費支給（上限あり） 67人 雇用・労災・健康・厚生

(3)16時30分～9時45分 月額　55,000円まで
富山県黒部市若栗２１１１ 0765-54-0622 毎　週 年2回（前年度実績） 16040-  222031

(1)8時30分～17時30分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 70人 雇用・労災・健康・厚生

月額　55,000円まで
富山県黒部市若栗２１１１ 0765-54-0622 毎　週 年2回（前年度実績） 16040-  223831

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 4人 雇用・労災・健康・厚生

月額　15,000円まで
富山県魚津市住吉字野毛４０９９ 0765-24-1661 毎　週 年2回（前年度実績） 16040-  225531

(1)8時00分～16時45分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 16人 雇用・労災・健康・厚生

日額　400円まで
富山県下新川郡入善町入膳５１８ 0765-74-0246 毎　週 年2回（前年度実績）10,000円～50,000円 16040-  226431

(1)8時00分～16時32分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 15人 雇用・労災・健康・厚生

日額　400円まで
富山県下新川郡入善町入膳５１８ 0765-74-0246 毎　週 年2回（前年度実績）10,000円～50,000円 16040-  227731

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 4人 雇用・労災・健康・厚生

月額　15,000円まで
富山県魚津市住吉字野毛４０９９ 0765-24-1661 毎　週 年2回（前年度実績） 16040-  228331

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 4人 雇用・労災・健康・厚生

月額　15,000円まで
富山県魚津市住吉字野毛４０９９ 0765-24-1661 毎　週 年2回（前年度実績） 16040-  230031

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 4人 雇用・労災・健康・厚生

月額　15,000円まで
富山県魚津市住吉字野毛４０９９ 0765-24-1661 毎　週 年2回（前年度実績） 16040-  233531

(1)8時00分～17時15分
雇用期間の定めなし (2)20時00分～5時00分 実費支給（上限あり） 6人 雇用・労災・健康・厚生

(3)8時00分～17時00分 月額　10,000円まで
富山県下新川郡入善町入膳５１８ 0765-74-0246 毎　週 年2回（前年度実績）300,000円～700,000円 16040-  234431

(1)8時40分～17時20分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 0人 雇用・労災・健康・厚生

月額　10,000円まで
富山県下新川郡入善町入膳５１８ 0765-74-0246 毎　週 年2回（前年度実績）50,000円～300,000円 16040-  235731

建物サービス業

株式会社　新川ビルサービス  下新川郡入善
町

土日他
2人 168人

40

物流業務【サンリッツ入善工場】
★リーダー候補★

44歳以下 正社員 199,000円～270,400円

19人 建物サービス業

株式会社　新川ビルサービス  下新川郡入善
町

他
1人 168人

39

設備保全業務【京セラ】 44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

206,950円～255,550円

建設用・建築用金属製品
製造業（製缶板金業を含

栄産業株式会社　魚津工場  魚津市 土日他
1人 82人

38

事務員（営業、生産・工程管理） 40歳以下 正社員 185,000円～205,000円

58人 建設用・建築用金属製品
製造業（製缶板金業を含

栄産業株式会社　魚津工場  魚津市 土日他
3人 82人

37

組立作業（魚津工場） 40歳以下 正社員 175,000円～230,000円

建設用・建築用金属製品
製造業（製缶板金業を含

栄産業株式会社　魚津工場  魚津市 土日他
1人 82人

36

マシニングセンターオペレーター 59歳以下 正社員 195,000円～250,000円

15人 建物サービス業

株式会社　新川ビルサービス  黒部市 土日祝他
1人 168人

35

清掃作業員【ＹＫＫ古御堂工場】 64歳以下 正社員以外 139,679円～147,188円

建物サービス業

株式会社　新川ビルサービス  黒部市 土日祝他
1人 168人

34

清掃作業員【ＹＫＫ黒部事業所】 64歳以下 正社員以外 143,803円～151,535円

58人 建設用・建築用金属製品
製造業（製缶板金業を含

栄産業株式会社　魚津工場  黒部市 土日他
2人 82人

33

金属プレス工 59歳以下 正社員 215,000円～300,000円

老人福祉・介護事業

社会福祉法人　緑寿会　特別養護
老人ホ－ム　越野荘

 黒部市 他
1人 199人

32

看護師・准看護師 59歳以下 正社員 178,092円～270,200円

84人 老人福祉・介護事業

社会福祉法人　緑寿会　特別養護
老人ホ－ム　越野荘

 黒部市 他
2人 199人

31

介護職員 59歳以下 正社員
交替制あ

り
153,800円～202,600円

鮮度保持剤の機械オペレーター・
組付作業等

59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

173,000円～295,000円

建物サービス業

株式会社　新川ビルサービス  下新川郡入善
町

他
1人 168人

30

ビルメンテナンス作業員 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

159,200円～235,550円

24人 その他の化学工業

有限会社　エヌエイチワイ  下新川郡朝日
町

日祝他
1人 24人

29

品質管理 44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

180,000円～240,000円

その他の化学工業

有限会社　エヌエイチワイ  下新川郡朝日
町

日祝他
1人 24人

26

原料生産 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

170,000円～300,000円

その他の化学工業

有限会社　エヌエイチワイ  下新川郡朝日
町

日祝他
1人 24人

28

品質管理（マネージャー候補） 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

240,000円～350,000円

24人 その他の化学工業

有限会社　エヌエイチワイ  下新川郡朝日
町

日祝他
1人 24人

27

22

総務事務（庶務、安全衛生管理、
文書管理など）

35歳以下 正社員
フレック

ス
200,000円～300,000円

電子応用装置製造業

株式会社　シキノハイテック  魚津市 日他
1人 369人

25

法人営業 59歳以下 正社員
フレック

ス
200,000円～400,000円

177人 電子応用装置製造業

株式会社　シキノハイテック  魚津市 日他
1人 369人

24

ＬＳＩテスト設計エンジニア 59歳以下 正社員
フレック

ス
205,000円～350,000円

21

道路工事現場等での交通誘導業務
（呉東地区）

18歳～59歳 正社員
変形（1
年単位）

183,600円～205,200円

電子応用装置製造業

株式会社　シキノハイテック  魚津市 日他
1人 369人

23

電子回路設計エンジニア 59歳以下 正社員
フレック

ス
205,000円～350,000円

177人 電子応用装置製造業

株式会社　シキノハイテック  魚津市 日他
1人 369人

45人

177人

177人

24人

24人

168人

88人

16人

58人

58人

12人

警備業

北陸交通整理　株式会社  魚津市　他 他
5人 65人
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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

【１２月　１９日　～　１月　６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)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 1人 雇用・労災・健康・厚生

月額　10,000円まで
富山県魚津市吉島１０２２ 0765-22-6300 その他 年3回（前年度実績） 16040-  237631

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 1人 雇用・労災・健康・厚生

月額　10,000円まで
富山県魚津市吉島１０２２ 0765-22-6300 その他 年3回（前年度実績） 16040-  238931

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 実費支給（上限あり） 162人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　25,000円まで
富山県下新川郡入善町青木５７７ 0765-72-0038 その他 年2回（前年度実績）0円～50,000円 16040-  240831

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 162人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　25,000円まで
富山県下新川郡入善町青木５７７ 0765-72-0038 その他 年2回（前年度実績） 16040-  241231

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 162人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　25,000円まで
富山県下新川郡入善町青木５７７ 0765-72-0038 その他 年2回（前年度実績） 16040-  242531

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 162人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　25,000円まで
富山県下新川郡入善町青木５７７ 0765-72-0038 その他 年2回（前年度実績） 16040-  243431

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 162人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　25,000円まで
富山県下新川郡入善町青木５７７ 0765-72-0038 その他 年2回（前年度実績） 16040-  244731

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 実費支給（上限あり） 162人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　25,000円まで
富山県下新川郡入善町青木５７７ 0765-72-0038 その他 年2回（前年度実績）0円～50,000円 16040-  245331

(1)7時30分～16時30分
雇用期間の定めなし (2)8時30分～17時30分 実費支給（上限あり） 5人 雇用・労災・健康・厚生

(3)9時30分～18時30分 月額　7,100円まで 厚生
富山県下新川郡入善町入膳１３９ 0765-74-0110 なし 年2回（前年度実績） 16040-  246631

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)9時30分～18時30分 実費支給（上限あり） 140人 雇用・労災・健康・厚生

(3)16時30分～8時30分 月額　10,300円まで
富山県魚津市住吉２３６ 0765-24-3800 その他 年2回（前年度実績） 16040-  248131

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)9時30分～18時30分 実費支給（上限あり） 140人 雇用・労災・健康・厚生

(3)16時30分～8時30分 月額　10,300円まで
富山県魚津市住吉２３６ 0765-24-3800 その他 年2回（前年度実績） 16040-  249031

(1)7時30分～16時30分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)8時00分～17時00分 実費支給（上限あり） 140人 雇用・労災・健康・厚生

(3)9時30分～18時30分 月額　10,300円まで
富山県魚津市住吉２３６ 0765-24-3800 その他 年2回（前年度実績） 16040-  251431

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)16時40分～0時40分 実費支給（上限あり） 162人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)0時30分～8時30分 月額　25,000円まで
富山県下新川郡入善町青木５７７ 0765-72-0038 その他 年2回（前年度実績）0円～50,000円 16040-  252731

(1)7時30分～16時30分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)8時00分～17時00分 実費支給（上限あり） 140人 雇用・労災・健康・厚生

(3)9時30分～18時30分 月額　10,300円まで
富山県魚津市住吉２３６ 0765-24-3800 その他 年2回（前年度実績） 16040-  253331

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

厚生
富山県黒部市三日市２６７０ 0765-52-2540 その他 年2回（前年度実績） 16040-  254631

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

厚生
富山県黒部市三日市２６７０ 0765-52-2540 その他 年2回（前年度実績） 16040-  255931

(1)11時00分～19時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 2人 雇用・労災・健康・厚生

月額　15,000円まで
富山県魚津市上村木１ー１１－８ 0765-22-1255 毎　週 16040-  257031

(1)8時30分～17時30分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 156人 雇用・労災・健康・厚生

月額　25,000円まで 拠出
富山県魚津市宮津１２８８－１ 0765-24-2711 毎　週 年2回（前年度実績）260,000円～800,000円 16040-  262631

(1)11時00分～19時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 2人 雇用・労災・健康・厚生

月額　15,000円まで
富山県魚津市上村木１ー１１－８ 0765-22-1255 毎　週 16040-  264131

(1)8時15分～17時15分
雇用期間の定めなし (2)12時00分～21時00分 実費支給（上限あり） 82人 雇用・労災・健康・厚生

月額　50,000円まで
石川県野々市市稲荷２丁目１７６ 076-246-8711 毎　週 年2回（前年度実績） 17080-  169231

95人 その他の専門サービス業

株式会社　ダスキンヘルスケア北
陸

 黒部市 土日祝他
1人 370人

60

アシスタント・マネージャー（黒
部市民病院）

44歳以下 正社員 190,000円～190,000円

2人 歯科診療所

山口歯科医院　山口学  魚津市 水土他
2人 2人

59

歯科衛生士 40歳以下 正社員 220,000円～270,000円

235人 貴金属・宝石製品製造業

株式会社　桑山　富山工場  魚津市 土日他
1人 472人

58

化学プラントオペレーター及び科
学技術研究

59歳以下 正社員 170,000円～250,000円

2人 歯科診療所

山口歯科医院　山口学  魚津市 水土他
2人 2人

57

歯科助手 35歳以下 正社員 150,000円～200,000円

6人 一般土木建築工事業

株式会社　澤田土建  黒部市 日他
1人 8人

56

土木作業員 39歳以下 正社員
変形（1
年単位）

253,000円～345,000円

6人 一般土木建築工事業

株式会社　澤田土建  黒部市 日他
1人 8人

55

土木技術者 不問 正社員
変形（1
年単位）

280,000円～450,000円

170人 病院

医療法人社団　福寿会（新川病
院、平井整形外科医院、新川老人

 魚津市 他
1人 170人

54

看護師（新川病院または新川老人
保健施設）

60歳以上 正社員以外
交替制あ

り
210,000円～210,000円

455人 その他のプラスチック製
品製造業

シロウマサイエンス株式会社  下新川郡入善
町

他
3人 455人

53

機械オペレータ作業（４班３交替
勤務）

不問 正社員以外
変形（1
年単位）

173,040円～176,130円

170人 病院

医療法人社団　福寿会（新川病
院、平井整形外科医院、新川老人

 魚津市 他
1人 170人

52

准看護師（新川病院または新川老
人保健施設）

60歳以上 正社員以外
交替制あ

り
180,000円～180,000円

170人 病院

医療法人社団　福寿会（新川病
院、平井整形外科医院、新川老人

 魚津市 他
1人 170人

51

介護職員（介護福祉士）（新川病
院または新川老人保健施設）

60歳以上 正社員以外
交替制あ

り
195,000円～195,000円

170人 病院

医療法人社団　福寿会（新川病
院、平井整形外科医院、新川老人

 魚津市 他
1人 170人

50

介護職員（新川病院または新川老
人保健施設）

60歳以上 正社員以外
交替制あ

り
175,000円～175,000円

5人 病院

山本クリニック  下新川郡入善
町

日祝他
2人 5人

49

看護師、准看護師 44歳以下 正社員
交替制あ

り
190,000円～260,000円

その他のプラスチック製
品製造業

シロウマサイエンス株式会社  下新川郡入善
町

日他
3人 455人

48

検査・組立作業 不問 正社員以外
変形（1
年単位）

149,968円～153,264円

455人 その他のプラスチック製
品製造業

シロウマサイエンス株式会社  下新川郡入善
町

日他
1人 455人

47

営業開発担当者 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

220,000円～250,000円

その他のプラスチック製
品製造業

シロウマサイエンス株式会社  下新川郡入善
町

日他
1人 455人

46

プラスチック成形技術者（射出・
ブロー・インブロ）

59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

220,000円～250,000円

455人 その他のプラスチック製
品製造業

シロウマサイエンス株式会社  下新川郡入善
町

日他
1人 455人

45

プラスチック成形金型技術者（射
出・ブロー・インブロ）

59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

220,000円～250,000円

その他のプラスチック製
品製造業

シロウマサイエンス株式会社  下新川郡入善
町

日他
1人 455人

44

機械設計技術者 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

220,000円～250,000円

455人 その他のプラスチック製
品製造業

シロウマサイエンス株式会社  下新川郡入善
町

日他
1人 455人

43

フォークリフトオペレーター 不問 正社員以外
変形（1
年単位）

184,576円～184,576円

土木工事業（舗装工事業
を除く）

株式会社　池原谷組  魚津市 日祝他
1人 8人

42

土木施工管理技士【作業動画公開
中】

59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

265,000円～365,000円

7人 土木工事業（舗装工事業
を除く）

株式会社　池原谷組  魚津市 日祝他
1人 8人

41

土木作業員【作業動画公開中】 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

205,000円～310,000円

7人

455人

455人

455人
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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

【１２月　１９日　～　１月　６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)7時00分～16時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)11時00分～20時00分 なし 60人 雇用・労災・健康・厚生

石川県野々市市稲荷２丁目１７６ 076-246-8711 毎　週 17080-  173931

(1)8時40分～9時10分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限なし） 0人 雇用・労災・健康・厚生・財形

愛知県名古屋市中区錦１－１９－ 052-203-5115 その他 23020- 1287331

(1)8時40分～17時20分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限なし） 14人 雇用・労災・健康・厚生

富山県富山市牛島町１５番１号 076-441-2511 毎　週 年2回（前年度実績）200,000円～300,000円 16010-   55731

(1)7時30分～16時30分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 22人 雇用・労災・健康・厚生

月額　35,000円まで
富山県富山市千歳町１－６－１８ 076-444-0633 毎　週 年2回（前年度実績） 16010-   93031

(1)7時30分～16時30分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 20人 雇用・労災・健康・厚生

月額　35,000円まで
富山県富山市千歳町１－６－１８ 076-444-0633 毎　週 年2回（前年度実績） 16010-   94831

(1)7時30分～16時30分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 25人 雇用・労災・健康・厚生

月額　35,000円まで
富山県富山市千歳町１－６－１８ 076-444-0633 毎　週 年2回（前年度実績） 16010-   96531

雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 9人 雇用・労災・健康・厚生
月額　16,100円まで

富山県富山市湊入船町３番３０号 076-444-0035 又は7時00分～19時30分の その他 年2回（前年度実績）100,000円～450,000円 16010-  252631

(1)8時30分～18時30分
雇用期間の定めなし (2)8時30分～17時00分 実費支給（上限なし） 1人 雇用・労災・健康・厚生・財形

富山県富山市針原中町５０３番地 076-451-8001 その他 年2回（前年度実績） 16010-  314731

(1)8時00分～16時45分
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)16時10分～0時50分 実費支給（上限なし） 1,147人 雇用・労災・健康・厚生

(3)0時10分～8時50分
富山県黒部市吉田２００ 0765-54-8066 その他 16040-    2731

(1)8時30分～17時15分
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 実費支給（上限あり） 1,147人 雇用・労災・健康・厚生

月額　18,400円まで
富山県黒部市吉田２００ 0765-54-8066 毎　週 16040-    3331

(1)8時45分～17時15分
雇用期間の定めなし (2)16時45分～9時15分 実費支給（上限なし） 67人 雇用・労災・健康・厚生・財形

富山県下新川郡入善町入膳３３４ 0765-72-5555 その他 16040-    4631

(1)8時45分～17時15分
雇用期間の定めなし (2)16時45分～9時15分 実費支給（上限なし） 67人 雇用・労災・健康・厚生・財形

富山県下新川郡入善町入膳３３４ 0765-72-5555 その他 16040-    5931

(1)7時15分～15時45分
雇用期間の定めなし (2)8時45分～17時15分 実費支給（上限なし） 67人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)16時45分～8時45分
富山県下新川郡入善町入膳３３４ 0765-72-5555 その他 16040-    6131

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし (2)10時00分～18時30分 実費支給（上限あり） 12人 雇用・労災・健康・厚生

(3)8時30分～12時30分 月額　11,300円まで
富山県下新川郡入善町高畠２６９ 0765-76-0121 その他 年2回（前年度実績） 16040-    8831

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 5人 雇用・労災・健康・厚生

月額　50,000円まで
富山県黒部市中野１番地 0765-54-1250 その他 年3回（前年度実績） 16040-    9231

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 5人 雇用・労災・健康・厚生

月額　50,000円まで
富山県黒部市中野１番地 0765-54-1250 その他 年3回（前年度実績） 16040-   11331

(1)6時20分～15時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限なし） 10人 雇用・労災・健康・厚生・財形

富山県黒部市飯沢４４４ 0765-57-1188 毎　週 年2回（前年度実績） 16040-   15031

(1)9時00分～18時00分
雇用期間の定めなし (2)9時00分～12時00分 実費支給（上限あり） 4人 雇用・労災・健康・厚生

月額　4,500円まで
富山県下新川郡入善町入膳７７２ 0765-72-0828 その他 年1回（前年度実績） 16040-   16831

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 6人 雇用・労災・健康・厚生

月額　20,000円まで 給付
富山県魚津市上村木１丁目２２－ 0765-22-2343 その他 年2回（前年度実績） 16040-   18531

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 2人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　15,000円まで
富山県魚津市大光寺町２５１１番 0765-24-1300 その他 年2回（前年度実績） 16040-   20631

11人 一般土木建築工事業

千田建設株式会社  魚津市 日祝他
1人 11人

80

建築施工管理【正社員】 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

300,000円～357,000円

18人 土木建築サービス業

株式会社　富山測量社  魚津市 日祝他
1人 18人

79

測量・設計・調査コンサルタント
業務技術者

40歳以下 正社員
変形（1
年単位）

165,000円～250,000円

6人 一般診療所

谷川クリニック  下新川郡入善
町

日祝他
1人 6人

78

正・准看護師 64歳以下 正社員 190,000円～245,000円

30人 金属素形材製品製造業

有限会社　岡島建材  黒部市 土日他
1人 43人

77

運搬及びプレス加工 64歳以下 正社員 172,200円～213,200円

49人 電気工事業

中西電業株式会社  黒部市 日他
5人 49人

76

土木技術員 40歳以下 正社員
変形（1
年単位）

194,920円～300,080円

49人 電気工事業

中西電業株式会社  黒部市 日他
5人 49人

75

送電線高所技術員 40歳以下 正社員
変形（1
年単位）

194,920円～300,080円

12人 病院

嶋田医院  下新川郡入善
町

日祝他
1人 12人

74

医療事務 64歳以下 正社員
交替制あ

り
146,880円～168,300円

74人 病院

医療法人社団仁敬会　入善セント
ラル病院

 下新川郡入善
町

他
1人 74人

73

介護職員（看護補助） 64歳以下 正社員
交替制あ

り
205,730円～323,560円

74人 病院

医療法人社団仁敬会　入善セント
ラル病院

 下新川郡入善
町

他
1人 74人

72

准看護師 64歳以下 正社員
交替制あ

り
241,000円～364,500円

74人 病院

医療法人社団仁敬会　入善セント
ラル病院

 下新川郡入善
町

他
1人 74人

71

看護師 64歳以下 正社員
交替制あ

り
267,000円～436,000円

3,726人 装身具・装飾品・ボタ
ン・同関連品製造業（貴

ＹＫＫ株式会社　黒部事業所  黒部市 他
1人 4,577人

70

観光案内（黒部ツーリズム） 不問 正社員以外 160,370円～205,030円

3,726人 装身具・装飾品・ボタ
ン・同関連品製造業（貴

ＹＫＫ株式会社　黒部事業所  黒部市 日他
15人 4,577人

69

ファスナーの製造・機械保全者
（社員登用の可能性アリ）

18歳以上 正社員以外
交替制あ

り
200,638円～267,576円

7人 産業機械器具卸売業

山崎機工　株式会社  下新川郡入善
町

日他
1人 43人

68

ルート営業職（入善営業所） 33歳以下 正社員
変形（1
年単位）

211,000円～277,600円

9人 その他の専門サービス業

株式会社　ジェック経営コンサル
タント

 黒部市 他
1人 177人

67

店舗運営マネージャー候補 62歳以下 正社員
変形

（1ヶ月
200,000円～300,000円

27人 その他の飲食料品小売業

株式会社　東洋食品　北陸事業部  黒部市 土日祝他
1人 15,334人

66

調理社員（黒部市学校給食セン
ター）

59歳以下 正社員 160,000円～250,000円

22人 その他の飲食料品小売業

株式会社　東洋食品　北陸事業部  魚津市 土日祝他
1人 15,334人

65

調理社員　管理栄養士（魚津市学
校給食センター）

59歳以下 正社員 180,000円～250,000円

24人 その他の飲食料品小売業

株式会社　東洋食品　北陸事業部  魚津市 土日祝他
1人 15,334人

64

調理社員（魚津市学校給食セン
ター）

59歳以下 正社員 160,000円～250,000円

32人 電気業

北陸電力　株式会社  魚津市 土日祝他
1人 5,513人

63

【契約社員】一般事務 不問 正社員以外 202,000円～202,000円

12人 その他の運輸に附帯する
サービス業

中日本エクストール名古屋　株式
会社

 下新川郡朝日
町

他
1人 2,200人

62

料金収受員（トール職社員）
（請）／下新川郡朝日町

18歳以上 正社員以外
変形

（1ヶ月
176,000円～176,000円

65人 その他の専門サービス業

株式会社　ダスキンヘルスケア北
陸

 黒部市 他
3人 370人

61

病棟の看護補助（黒部市民病院） 不問 正社員以外 200,000円～200,000円
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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

【１２月　１９日　～　１月　６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)15時00分～23時00分
雇用期間の定めなし (2)16時00分～0時00分 なし 7人 雇用・労災・健康・厚生

(3)17時00分～1時00分
富山県黒部市三日市３３３０ 0765-52-0507 又は8時00分～17時00分の その他 16040-   21931

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 2人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　15,000円まで
富山県魚津市大光寺町２５１１番 0765-24-1300 その他 年2回（前年度実績） 16040-   22131

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 15人 雇用・労災・健康・厚生

月額　20,000円まで
富山県魚津市吉野６７５ 0765-24-7222 その他 年2回（前年度実績） 16040-   23031

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 15人 雇用・労災・健康・厚生

月額　20,000円まで
富山県魚津市吉野６７５ 0765-24-7222 その他 年2回（前年度実績） 16040-   24831

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 2人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　10,000円まで
富山県下新川郡入善町八幡５４８ 0765-74-1622 その他 年2回（前年度実績）500,000円～700,000円 16040-   27431

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし (2)9時00分～18時00分 実費支給（上限あり） 110人 雇用・労災・健康・厚生

月額　50,000円まで
富山県下新川郡入善町上野２８０ 0765-74-0800 その他 年2回（前年度実績） 16040-   30131

(1)8時00分～16時45分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 3人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　20,000円まで
富山県黒部市吉田１００８－１ 0765-56-8820 毎　週 年2回（前年度実績） 16040-   31031

(1)8時15分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 6人 雇用・労災・健康・厚生

月額　25,000円まで
富山県黒部市若栗２６３６ 0765-54-5282 その他 年2回（前年度実績） 16040-   32831

(1)8時00分～17時05分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 3人 雇用・労災・健康・厚生

月額　15,000円まで
富山県黒部市田家新６０８ 0765-52-3455 その他 年2回（前年度実績） 16040-   33231

(1)7時30分～16時30分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 1人 雇用・労災・健康・厚生

月額　10,000円まで 厚生
富山県魚津市川縁字西川原１２８ 0765-24-3811 その他 年2回（前年度実績）100,000円～200,000円 16040-   35431

(1)8時30分～17時30分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)10時00分～19時00分 実費支給（上限あり） 3人 雇用・労災・健康・厚生

月額　50,000円まで
富山県黒部市沓掛５６０ 0765-52-0400 毎　週 16040-   37331

(1)9時00分～18時30分
雇用期間の定めなし (2)9時00分～13時00分 実費支給（上限なし） 4人 雇用・労災・健康・厚生

(3)9時00分～16時30分
富山県下新川郡朝日町荒川３７６ 0765-82-0063 その他 年2回（前年度実績） 16040-   38631

(1)8時00分～16時45分
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 実費支給（上限あり） 2人 雇用・労災・健康・厚生

月額　18,000円まで
富山県黒部市荒俣１８８２番地１ 0765-56-9730 毎　週 16040-   39931

(1)7時00分～16時00分
雇用期間の定めなし (2)15時00分～0時00分 実費支給（上限あり） 3人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　15,000円まで 厚生
富山県黒部市岡３６２－１０ 0765-52-0543 その他 年3回（前年度実績） 16040-   41531

(1)8時30分～17時30分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限なし） 0人 雇用・労災・健康・厚生

富山県黒部市前沢２２１２ 0765-54-2104 その他 年2回（前年度実績）300,000円～600,000円 16040-   42431

(1)8時30分～17時30分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 1人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　13,000円まで
富山県黒部市三日市９４６ 0765-54-0166 その他 年2回（前年度実績） 16040-   43731

(1)8時30分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 14人 雇用・労災・健康・厚生

月額　10,000円まで
富山県黒部市石田１１６８－２１ 0765-52-0532 その他 年2回（前年度実績） 16040-   45631

(1)8時30分～17時30分
雇用期間の定めなし (2)9時30分～18時30分 実費支給（上限あり） 3人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　15,000円まで
富山県黒部市天神新２５０－１ 0765-52-0064 その他 年2回（前年度実績） 16040-   46931

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 2人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　10,000円まで
富山県下新川郡入善町椚山８５８ 0765-72-5643 その他 年2回（前年度実績） 16040-   47131

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 3人 雇用・労災・健康・厚生

月額　15,000円まで
富山県魚津市本新町２７－５ 0765-24-0375 毎　週 年2回（前年度実績） 16040-   48031

41人 一般土木建築工事業

朝野工業株式会社  魚津市 土日他
2人 41人

100

現場作業員 59歳以下 正社員 190,000円～300,000円

9人 電気工事業

有限会社　長島電気工事  下新川郡入善
町

日祝他
3人 9人

99

電気工事作業員（見習い可） 不問 正社員
変形（1
年単位）

160,000円～280,000円

3人 他に分類されない小売業

吉田タイヤ株式会社  黒部市 他
1人 6人

98

タイヤの販売及び交換作業【正社
員】

不問 正社員
変形

（1ヶ月
176,000円～264,000円

29人 加工紙製造業

黒部紙業　株式会社  黒部市 日他
1人 29人

97

ダンボール製品の組立作業 44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

158,000円～166,000円

7人 自動車整備業

北辰自動車工業株式会社  黒部市 他
1人 38人

96

ガソリンスタンド　スタッフ 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

180,000円～250,000円

6人 自動車整備業

勇晃内燃機工業　有限会社  黒部市 祝他
2人 19人

95

レッカー作業・鈑金塗装工 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

207,400円～460,000円

15人 その他のはん用機械・同
部分品製造業

アイザワマシニング　株式会社  黒部市 日祝他
1人 31人

94

機械部品加工 18歳～59歳 正社員
変形（1
年単位）

200,000円～250,000円

2人 建物サービス業

黒部クリーンアンドグリーンサー
ビス　株式会社（ＹＫＫグルー

 黒部市 土日他
1人 93人

93

清掃作業 不問 正社員以外 149,580円～149,580円

6人 歯科診療所

小杉歯科医院  下新川郡朝日
町

日祝他
1人 6人

92

歯科技工士 不問 正社員 204,800円～300,000円

23人 倉庫業（冷蔵倉庫業を除
く）

日本梱包運輸倉庫　株式会社　富
山営業所

 黒部市 土日他
5人 4,800人

91

仕分け・ピッキング作業 不問 正社員以外 228,480円～261,120円

10人 一般貨物自動車運送業

有限会社　澤田土石運輸  魚津市 日祝他
1人 10人

90

運転手 不問 正社員
変形（1
年単位）

250,000円～250,000円

13人 有機化学工業製品製造業

株式会社　ホクペレ  黒部市 日祝他
1人 49人

89

工場管理職（８：００～１７：０
５）

35歳以下 正社員
変形（1
年単位）

300,000円～300,000円

10人 電子デバイス製造業

株式会社モジュールシステム  黒部市 日他
1人 10人

88

樹脂コネクタの目視検査・包装
（軽作業）

59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

156,870円～158,508円

13人 電気工事業

大上戸電気　株式会社  黒部市 土日他
2人 13人

87

電気工事作業員（経験者） 64歳以下 正社員 250,000円～350,000円

135人 老人福祉・介護事業

社会福祉法人　おあしす新川  下新川郡入善
町

他
1人 135人

86

看護師 65歳以下 正社員
交替制あ

り
183,300円～267,500円

18人 金属素形材製品製造業

株式会社　ヤハタセイコー  下新川郡入善
町

日他
1人 18人

85

機械オペレーター（見習い） 35歳以下 正社員
変形（1
年単位）

180,870円～293,020円

60人 金属加工機械製造業

アイティオ　株式会社  魚津市 日他
1人 60人

84

組立工 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

165,000円～300,000円

60人 金属加工機械製造業

アイティオ　株式会社  魚津市 日他
1人 60人

83

手仕上げ作業 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

165,000円～250,000円

11人 一般土木建築工事業

千田建設株式会社  魚津市 日祝他
1人 11人

82

土木施工管理【正社員】 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

300,000円～357,000円

13人 一般乗用旅客自動車運送
業

くろべ交通　株式会社  黒部市 他
3人 13人

81

タクシー運転手 64歳以下 正社員
交替制あ

り
180,120円～189,600円
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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

【１２月　１９日　～　１月　６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)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 3人 雇用・労災・健康・厚生

月額　15,000円まで
富山県魚津市本新町２７－５ 0765-24-0375 毎　週 年2回（前年度実績） 16040-   49831

(1)6時30分～9時30分
雇用期間の定めなし (2)16時00分～21時30分 実費支給（上限あり） 18人 雇用・労災・健康・厚生

月額　15,000円まで
富山県黒部市宇奈月温泉３４７－ 0765-62-1211 又は6時00分～22時00分の その他 年2回（前年度実績）0円～100,000円 16040-   52331

雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 23人 雇用・労災・健康・厚生
月額　13,400円まで

富山県魚津市本江１３９０－３ 0765-24-4600 又は7時00分～19時00分の その他 年2回（前年度実績） 16040-   53631

(1)6時30分～9時30分
雇用期間の定めなし (2)16時00分～21時30分 実費支給（上限あり） 18人 雇用・労災・健康・厚生

月額　15,000円まで
富山県黒部市宇奈月温泉３４７－ 0765-62-1211 又は6時00分～22時00分の その他 16040-   54931

(1)8時00分～16時50分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 14人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　16,500円まで
富山県魚津市横枕２４８ 0765-24-3666 その他 年2回（前年度実績） 16040-   58231

雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 2人 雇用・労災・健康・厚生
月額　15,000円まで

富山県黒部市前沢１５５６－３ 0765-56-7174 又は9時00分～21時30分の その他 年2回（前年度実績） 16040-   59531

(1)8時30分～17時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 実費支給（上限あり） 25人 雇用・労災・健康・厚生

月額　13,400円まで
富山県魚津市本町１丁目４－９ 0765-22-0469 その他 16040-   60331

(1)9時00分～18時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 6人 雇用・労災・健康・厚生

月額　10,000円まで
富山県魚津市住吉３５５９－５ 0765-22-8889 その他 年2回（前年度実績） 16040-   69731

(1)8時20分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 52人 雇用・労災・健康・厚生

月額　8,000円まで
富山県魚津市大海寺野５００８ 0765-22-0393 毎　週 年2回（前年度実績） 16040-   72031

(1)8時20分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 11人 雇用・労災・健康・厚生

月額　7,000円まで
富山県魚津市北鬼江２９３１ 0765-22-5997 その他 年2回（前年度実績） 16040-   74231

(1)8時30分～17時15分
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 実費支給（上限あり） 2人 雇用・労災・健康・厚生

月額　31,600円まで
富山県下新川郡入善町入膳３２５ 0765-72-1100 毎　週 年2回（前年度実績） 16040-   75531

(1)6時30分～15時30分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 4人 雇用・労災・健康・厚生

月額　15,000円まで
富山県魚津市北中５５０－１ 0765-22-2352 その他 年2回（前年度実績） 16040-   76431

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 1人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　10,000円まで
富山県黒部市岡４２６－４ 0765-54-1265 その他 年2回（前年度実績）250,000円～300,000円 16040-   77731

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 4人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　27,000円まで
富山県下新川郡朝日町三枚橋６番 0765-83-3011 その他 年2回（前年度実績）0円～650,000円 16040-   78331

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 2人 雇用・労災・健康・厚生

月額　3,000円まで
富山県下新川郡入善町蛇沢２９－ 0765-32-3444 その他 年2回（前年度実績） 16040-   80031

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 1人 雇用・労災・健康・厚生

月額　10,000円まで 厚生
富山県下新川郡入善町青木１８９ 0765-72-0070 その他 年2回（前年度実績） 16040-   81831

(1)9時00分～18時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 2人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　27,000円まで
富山県下新川郡朝日町三枚橋６ 0765-83-3011 その他 年2回（前年度実績）0円～400,000円 16040-   82231

(1)9時00分～18時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 2人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　27,000円まで
富山県下新川郡朝日町三枚橋６ 0765-83-3011 その他 年2回（前年度実績）0円～400,000円 16040-   83531

(1)7時30分～16時30分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)10時00分～19時00分 実費支給（上限あり） 2人 雇用・労災・健康・厚生

月額　15,000円まで
富山県黒部市新町１ 0765-52-1200 その他 年3回（前年度実績）0円～100,000円 16040-   84431

(1)8時30分～17時30分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 6人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　13,000円まで 厚生
富山県黒部市三日市９４６ 0765-54-0166 その他 年2回（前年度実績） 16040-   85731

22人 自動車整備業

北辰自動車工業株式会社  黒部市 他
2人 38人

120

営業 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

180,000円～380,000円

6人 一般土木建築工事業

桜井建設　株式会社  黒部市 日他
1人 76人

119

石油スタンドでの店頭販売及び配
達

不問 正社員以外
変形（1
年単位）

172,000円～193,500円

12人 自動車小売業

小川建設工業株式会社　自動車部  魚津市 日他
1人 82人

118

整備士 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

220,000円～380,000円

12人 自動車小売業

小川建設工業株式会社　自動車部  魚津市 火他
1人 82人

117

営業 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

220,000円～380,000円

4人 電気工事業

有限会社　中村電気  下新川郡入善
町

日祝他
1人 4人

116

電気工事（見習い可） 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

180,000円～280,000円

5人 耕種農業

株式会社　アグリたきもと  下新川郡入善
町

日他
1人 5人

115

農作業全般 35歳以下 正社員 184,000円～250,000円

25人 一般土木建築工事業

小川建設工業　株式会社  下新川郡朝日
町

日他
1人 82人

114

土木施工管理技士 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

250,000円～380,000円

7人 管工事業（さく井工事業
を除く）

株式会社　松本工業  黒部市 日他
2人 7人

113

空調設備製造工 44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

200,000円～275,000円

18人 洗濯業

有限会社　重松  魚津市 日他
2人 71人

112

運転配達員（２ｔまたは３ｔト
ラック）

44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

202,000円～230,000円

4人 市町村機関

入善町役場  下新川郡入善
町

土日祝他
1人 497人

111

運転手 不問 正社員以外 172,700円～172,700円

21人 建設用・建築用金属製品
製造業（製缶板金業を含

有限会社　木下建材  黒部市 日祝他
1人 21人

110

アルミ建材製造 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

153,300円～189,000円

55人 建設用・建築用金属製品
製造業（製缶板金業を含

有限会社　辻口工業  黒部市 土日他
1人 76人

109

作業員（部品の計測、ｉＰｏｄへ
入力）／ＹＫＫＡＰ越湖工場

44歳以下 正社員 148,000円～148,000円

8人 一般土木建築工事業

株式会社　ナチュラル工房  魚津市 水祝他
1人 14人

108

住宅設計 40歳以下 正社員
変形（1
年単位）

260,000円～390,000円

25人 児童福祉事業

社会福祉法人　魚津保育会　魚津
こども園

 魚津市 日祝他
1人 96人

107

乳幼児の保育 不問 正社員以外 160,000円～160,000円

11人 食堂，レストラン（専門
料理店を除く）

アイデアン株式会社  黒部市 他
2人 68人

106

寿し調理人【きときと寿し　黒部
店】

44歳以下 正社員
変形

（1ヶ月
192,000円～300,000円

66人 プラスチック板・棒・
管・継手・異形押出製品

北真工業　株式会社  魚津市 日祝他
2人 66人

105

機械オペレーター及び仕上げ・組
立て

40歳以下 正社員
変形（1
年単位）

180,000円～240,000円

44人 旅館，ホテル

株式会社　延楽  黒部市 他
1人 44人

104

客室係【経験者】 65歳以下 正社員
変形（1
年単位）

225,556円～261,170円

27人 児童福祉事業

社会福祉法人　本江児童福祉会
ほんごうこども園

 魚津市 日祝他
1人 27人

103

保育教諭 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

166,600円～174,900円

44人 旅館，ホテル

株式会社　延楽  黒部市 他
1人 44人

102

客室係 65歳以下 正社員
変形（1
年単位）

201,813円～213,685円

41人 一般土木建築工事業

朝野工業株式会社  魚津市 土日他
2人 41人

101

土木施工管理職 59歳以下 正社員 190,000円～340,000円
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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月　１９日　～　１月　６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)8時30分～17時30分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 6人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　13,000円まで 厚生
富山県黒部市三日市９４６ 0765-54-0166 その他 年2回（前年度実績） 16040-   87631

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし なし 2人 雇用・労災・健康・厚生・財形

富山県下新川郡入善町上飯野３５ 0765-72-0233 その他 年2回（前年度実績）0円～220,000円 16040-   88931

(1)8時30分～17時30分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 6人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　13,000円まで 厚生
富山県黒部市三日市９４６ 0765-54-0166 毎　週 年2回（前年度実績） 16040-   89131

(1)8時00分～16時45分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 10人 雇用・労災・健康・厚生

月額　10,000円まで
富山県黒部市若栗２１６３ 0765-52-0046 その他 16040-   90831

(1)7時30分～16時30分
雇用期間の定めなし なし 1人 雇用・労災・健康・厚生・財形

富山県下新川郡朝日町三枚橋６番 0765-83-3011 その他 年2回（前年度実績）0円～400,000円 16040-   93431

(1)8時00分～16時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 7人 雇用・労災・健康・厚生

月額　4,000円まで
富山県魚津市東町１８番１６号 0765-24-3877 その他 年2回（前年度実績） 16040-   99031

(1)8時30分～17時15分
雇用期間の定めなし (2)17時00分～9時00分 実費支給（上限あり） 73人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　20,000円まで 拠出
富山県魚津市大光寺２８７ 0765-22-1567 その他 年2回（前年度実績） 16040-  103031

(1)8時30分～17時15分
雇用期間の定めなし (2)17時00分～9時00分 実費支給（上限あり） 73人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)6時30分～15時15分 月額　10,000円まで 拠出
富山県魚津市大光寺２８７ 0765-22-1567 その他 年2回（前年度実績） 16040-  104831

(1)8時30分～17時15分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 73人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　20,000円まで 拠出
富山県魚津市大光寺２８７ 0765-22-1567 その他 年2回（前年度実績） 16040-  106531

(1)17時00分～9時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 73人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　20,000円まで 拠出
富山県魚津市大光寺２８７ 0765-22-1567 その他 年2回（前年度実績） 16040-  108731

(1)5時30分～14時30分
雇用期間の定めなし (2)9時00分～18時00分 実費支給（上限あり） 7人 雇用・労災・健康・厚生

(3)11時00分～20時00分 月額　24,000円まで
富山県黒部市天神新３５３－１ 0765-54-1000 その他 年2回（前年度実績）100,000円～200,000円 16040-  109331

(1)8時30分～17時15分
雇用期間の定めなし (2)17時00分～9時00分 実費支給（上限あり） 73人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　10,000円まで 拠出
富山県魚津市大光寺２８７ 0765-22-1567 その他 年2回（前年度実績） 16040-  110131

(1)8時30分～17時15分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 73人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　10,000円まで 拠出
富山県魚津市大光寺２８７ 0765-22-1567 その他 年2回（前年度実績） 16040-  113231

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 一定額 3人 雇用・労災・健康・厚生

月額　5,000円まで
富山県黒部市前沢６６５ 0765-54-0777 その他 年2回（前年度実績） 16040-  114531

(1)8時00分～16時50分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 15人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　10,000円まで
富山県魚津市横枕１４３－３ 0765-24-7387 その他 年2回（前年度実績） 16040-  115431

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 一定額 3人 雇用・労災・健康・厚生

月額　5,000円まで
富山県黒部市前沢６６５ 0765-54-0777 その他 年2回（前年度実績） 16040-  116731

(1)17時00分～9時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 73人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　10,000円まで 拠出
富山県魚津市大光寺２８７ 0765-22-1567 その他 年2回（前年度実績） 16040-  117331

(1)8時30分～17時15分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 73人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　10,000円まで 拠出
富山県魚津市大光寺２８７ 0765-22-1567 その他 年2回（前年度実績） 16040-  118631

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限なし） 4人 雇用・労災・健康・厚生

厚生
富山県魚津市六郎丸２９３５ 0765-23-1110 毎　週 年2回（前年度実績） 16040-  119931

(1)8時30分～17時15分
雇用期間の定めなし (2)6時30分～15時15分 実費支給（上限あり） 73人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)9時45分～18時30分 月額　10,000円まで 拠出
富山県魚津市大光寺２８７ 0765-22-1567 その他 年2回（前年度実績） 16040-  120231

113人 病院

医療法人社団　弘仁会　魚津緑ヶ
丘病院

 魚津市 他
3人 113人

140

介護職・看護助手（日勤のみ） 59歳以下 正社員
交替制あ

り
150,200円～199,600円

48人 一般土木建築工事業

株式会社　東城  魚津市 土日祝他
1人 48人

139

施工管理技術職（土木・建築） 59歳以下 正社員 185,000円～350,000円

113人 病院

医療法人社団　弘仁会　魚津緑ヶ
丘病院

 魚津市 他
1人 113人

138

介護福祉士（日勤のみ） 59歳以下 正社員
変形

（1ヶ月
183,200円～215,200円

113人 病院

医療法人社団　弘仁会　魚津緑ヶ
丘病院

 魚津市 他
2人 113人

137

夜勤専従准看護師 18歳～59歳 正社員
変形

（1ヶ月
166,600円～249,800円

15人 一般土木建築工事業

松倉建設　株式会社  黒部市 日祝他
2人 15人

136

土木作業員 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

270,000円～350,000円

56人 陶磁器・同関連製品製造
業

株式会社　北陸セラミック  魚津市 日祝他
1人 75人

135

製造技術 30歳以下 正社員
変形（1
年単位）

162,000円～222,000円

15人 一般土木建築工事業

松倉建設　株式会社  黒部市 日祝他
2人 15人

134

土木技術者 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

280,000円～400,000円

113人 病院

医療法人社団　弘仁会　魚津緑ヶ
丘病院

 魚津市 他
2人 113人

133

准看護師（日勤） 59歳以下 正社員
変形

（1ヶ月
176,000円～262,300円

113人 病院

医療法人社団　弘仁会　魚津緑ヶ
丘病院

 魚津市 他
2人 113人

132

准看護師（夜勤あり） 18歳～59歳 正社員
変形

（1ヶ月
176,000円～262,300円

27人 旅館，ホテル

株式会社　ホテルアクア黒部  黒部市 他
2人 27人

131

和・洋食調理 59歳以下 正社員
交替制あ

り
220,000円～350,000円

113人 病院

医療法人社団　弘仁会　魚津緑ヶ
丘病院

 魚津市 他
2人 113人

130

夜勤専従看護師 18歳～59歳 正社員
変形

（1ヶ月
205,000円～291,600円

113人 病院

医療法人社団　弘仁会　魚津緑ヶ
丘病院

 魚津市 日他
2人 113人

129

看護師（日勤） 59歳以下 正社員
変形

（1ヶ月
215,200円～306,200円

113人 病院

医療法人社団　弘仁会　魚津緑ヶ
丘病院

 魚津市 他
2人 113人

128

介護福祉士（夜勤あり） 18歳～59歳 正社員
変形

（1ヶ月
183,200円～215,200円

113人 病院

医療法人社団　弘仁会　魚津緑ヶ
丘病院

 魚津市 他
2人 113人

127

看護師（夜勤有り） 18歳～59歳 正社員
変形

（1ヶ月
215,200円～306,200円

10人 鮮魚小売業

有限会社　魚政魚問屋  魚津市 日他
2人 13人

126

カニ加工（身抜き） 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

136,736円～142,747円

27人 一般貨物自動車運送業

株式会社　婦中運輸  下新川郡朝日
町

日他
1人 28人

125

一般事務 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

170,000円～286,000円

22人 プラスチックフィルム・
シート・床材・合成皮革

吉沢工業　株式会社  黒部市 日他
1人 22人

124

事務員 44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

160,000円～230,000円

22人 自動車整備業

北辰自動車工業株式会社  黒部市 他
1人 38人

123

経理・事務一般 59歳以下 正社員 170,000円～270,000円

7人 建築材料卸売業

株式会社　黒部川興材工業  下新川郡入善
町

日他
1人 7人

122

重機オペレーター兼ダンプ運転手 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

220,000円～320,000円

22人 自動車整備業

北辰自動車工業株式会社  黒部市 他
2人 38人

121

自動車整備士 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

180,000円～380,000円
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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

【１２月　１９日　～　１月　６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)8時30分～17時15分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 73人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　10,000円まで 拠出
富山県魚津市大光寺２８７ 0765-22-1567 その他 年2回（前年度実績） 16040-  121531

(1)8時30分～17時15分
雇用期間の定めなし (2)15時00分～9時00分 実費支給（上限あり） 5人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　10,000円まで 拠出
富山県魚津市大光寺２８７ 0765-22-1567 その他 年2回（前年度実績） 16040-  122431

(1)7時00分～16時00分
雇用期間の定めなし (2)9時30分～18時30分 実費支給（上限あり） 62人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)10時30分～19時30分 月額　13,500円まで
富山県魚津市大光寺４５０ 0765-24-8822 毎　週 年2回（前年度実績） 16040-  124331

(1)8時30分～17時30分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 9人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　13,500円まで
富山県魚津市大光寺４５０ 0765-24-8822 その他 年2回（前年度実績） 16040-  125631

(1)7時30分～16時30分
雇用期間の定めなし (2)8時30分～17時30分 実費支給（上限あり） 11人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)10時00分～19時00分 月額　13,500円まで
富山県魚津市大光寺４５０ 0765-24-8822 毎　週 年2回（前年度実績） 16040-  129831

(1)7時30分～16時30分
雇用期間の定めなし なし 1人 雇用・労災・健康・厚生・財形

富山県下新川郡朝日町三枚橋６番 0765-83-3011 その他 年2回（前年度実績）0円～400,000円 16040-  130431

(1)7時00分～16時00分
雇用期間の定めなし (2)9時30分～18時30分 実費支給（上限あり） 57人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)10時00分～19時00分 月額　13,500円まで
富山県魚津市大光寺４５０ 0765-24-8822 その他 年2回（前年度実績） 16040-  131731

雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 1人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　31,600円まで
富山県黒部市荒俣４４ 0765-56-8850 又は5時00分～17時00分の その他 年2回（前年度実績）50,000円～250,000円 16040-  133631

(1)8時00分～16時50分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限なし） 10人 雇用・労災・健康・厚生・財形

富山県黒部市天神新７７番地３ 0765-33-5111 毎　週 年2回（前年度実績） 16040-  135131

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 2人 雇用・労災・健康・厚生

月額　15,000円まで
富山県下新川郡入善町板屋３１０ 0765-76-0021 その他 年2回（前年度実績）70,000円～250,000円 16040-  140331

(1)8時00分～16時50分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限なし） 10人 雇用・労災・健康・厚生・財形

富山県黒部市天神新７７番地３ 0765-33-5111 毎　週 年2回（前年度実績） 16040-  142931

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 1人 雇用・労災・健康・厚生

月額　5,000円まで
富山県魚津市宮津１４９６ 0765-22-2540 毎　週 年2回（前年度実績）200,000円～400,000円 16040-  143131

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 3人 雇用・労災・健康・厚生

月額　20,000円まで
富山県下新川郡入善町上飯野２４ 0765-72-4452 その他 年2回（前年度実績）50,000円～ 16040-  145831

雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 11人 雇用・労災・健康・厚生
月額　11,300円まで

富山県魚津市本江２８６０－２ 0765-22-0640 又は8時00分～20時00分の その他 16040-  148431

(1)6時00分～15時00分
雇用期間の定めなし (2)12時00分～21時00分 実費支給（上限なし） 16人 雇用・労災・健康・厚生

(3)13時00分～22時00分
富山県黒部市宇奈月温泉２６７ 0765-62-1111 又は6時00分～22時00分の その他 年2回（前年度実績） 16040-  150931

(1)8時30分～17時15分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限なし） 3人 雇用・労災・健康・厚生

富山県魚津市釈迦堂１丁目１０－ 0765-23-1020 毎　週 年2回（前年度実績） 16040-  153831

(1)7時00分～16時00分
雇用期間の定めなし (2)12時30分～21時30分 実費支給（上限あり） 11人 雇用・労災・健康・厚生

(3)17時00分～2時00分 月額　11,300円まで
富山県魚津市本江２８６０－２ 0765-22-0640 その他 16040-  154231

(1)8時40分～18時40分
雇用期間の定めなし (2)8時40分～14時40分 実費支給（上限あり） 7人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　10,000円まで
富山県魚津市吉島１－３－１１ 0765-24-5757 毎　週 年2回（前年度実績）600,000円～900,000円 16040-  157731

(1)8時40分～18時40分
雇用期間の定めなし (2)8時40分～14時40分 実費支給（上限あり） 7人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　10,000円まで
富山県魚津市吉島１－３－１１ 0765-24-5757 毎　週 年2回（前年度実績）450,000円～850,000円 16040-  158331

(1)7時00分～16時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)8時00分～17時00分 実費支給（上限あり） 72人 雇用・労災・健康・厚生

(3)10時00分～19時00分 月額　55,000円まで 厚生
富山県下新川郡朝日町泊　５５５ 0765-82-2200 その他 年2回（前年度実績） 16040-  160031

105人 老人福祉・介護事業

社会福祉法人　有磯会  下新川郡朝日
町

他
2人 177人

160

介護職員【夜勤あり】 不問 正社員以外
交替制あ

り
172,544円～250,860円

8人 歯科診療所

医療法人社団　奥村歯科医院  魚津市 日祝他
3人 8人

159

歯科助手 不問 正社員
変形

（1ヶ月
170,000円～200,000円

8人 歯科診療所

医療法人社団　奥村歯科医院  魚津市 日祝他
1人 8人

158

歯科衛生士 不問 正社員
変形

（1ヶ月
210,000円～300,000円

58人 一般乗用旅客自動車運送
業

魚津交通株式会社  魚津市 他
2人 58人

157

タクシー運転手 69歳以下 正社員
交替制あ

り
176,000円～300,000円

5人 市町村機関

魚津市役所  魚津市 日祝他
1人 400人

156

地域振興事務員（指導員） 不問 正社員以外 152,400円～161,600円

48人 旅館，ホテル

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 1,744人

155

バイキングレストラン調理スタッ
フ／地域限定社員

59歳以下 正社員
変形

（1ヶ月
220,100円～250,000円

58人 一般乗用旅客自動車運送
業

魚津交通株式会社  魚津市 他
1人 58人

154

電話受付・配車室担当 69歳以下 正社員
交替制あ

り
180,000円～230,000円

6人 清涼飲料製造業

入善ウォーター　株式会社  下新川郡入善
町

日祝他
1人 6人

153

生産職 44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

180,000円～250,000円

5人 土木建築サービス業

株式会社　魚津測量設計事務所  魚津市 土日祝他
2人 5人

152

土木関係測量設計 不問 正社員 280,000円～330,000円

34人 建設用・建築用金属製品
製造業（製缶板金業を含

株式会社　カナヤマ  黒部市 土日他
1人 80人

151

溶接の指導（黒部本社） 不問 正社員以外 250,000円～300,000円

13人 一般貨物自動車運送業

日本海建設運輸有限会社  下新川郡入善
町

日他
2人 13人

150

解体作業員 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

210,000円～243,180円

34人 建設用・建築用金属製品
製造業（製缶板金業を含

株式会社　カナヤマ  黒部市 土日他
1人 80人

149

営業（黒部本社） 59歳以下 正社員 180,000円～400,000円

27人 一般貨物自動車運送業

高東興業　株式会社  黒部市 日祝他
1人 27人

148

大型運転手（地場） 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

172,800円～216,000円

78人 老人福祉・介護事業

社会福祉法人　新川老人福祉会  魚津市 他
1人 282人

147

介護職員 59歳以下 正社員以外
交替制あ

り
175,300円～186,025円

27人 一般貨物自動車運送業

株式会社　婦中運輸  下新川郡朝日
町

日他
1人 28人

146

大型車運転手（コンクリートミキ
サー車）

64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

212,000円～300,000円

12人 老人福祉・介護事業

社会福祉法人　新川老人福祉会  魚津市 他
1人 282人

145

介護職員 59歳以下 正社員
交替制あ

り
185,360円～196,280円

9人 老人福祉・介護事業

社会福祉法人　新川老人福祉会  魚津市 日他
1人 282人

144

事務員 44歳以下 正社員
変形

（1ヶ月
153,000円～162,750円

80人 老人福祉・介護事業

社会福祉法人　新川老人福祉会  魚津市 他
2人 282人

143

介護職員 59歳以下 正社員
変形

（1ヶ月
175,300円～186,025円

7人 病院

医療法人社団　弘仁会　魚津緑ヶ
丘病院

 魚津市 他
2人 113人

142

介護職（夜勤有り） 18歳～59歳 正社員
変形

（1ヶ月
150,200円～199,600円

113人 病院

医療法人社団　弘仁会　魚津緑ヶ
丘病院

 魚津市 他
1人 113人

141

介護職員（日勤のみ） 59歳以下 正社員
変形

（1ヶ月
150,200円～199,600円
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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

【１２月　１９日　～　１月　６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)7時00分～16時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)8時00分～17時00分 実費支給（上限あり） 72人 雇用・労災・健康・厚生

(3)10時00分～19時00分 月額　55,000円まで
富山県下新川郡朝日町泊　５５５ 0765-82-2200 その他 年2回（前年度実績） 16040-  161831

(1)7時00分～16時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限なし） 3人 雇用・労災・健康・厚生

富山県魚津市吉島３８２０－４５ 0765-55-5132 毎　週 年2回（前年度実績） 16040-  164431

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし (2)8時30分～17時30分 実費支給（上限あり） 12人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　55,000円まで
富山県下新川郡朝日町泊　５５５ 0765-82-2200 毎　週 年2回（前年度実績） 16040-  165731

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 2人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　10,000円まで
富山県下新川郡朝日町道下８４７ 0765-83-9558 その他 16040-  167631

(1)7時30分～16時30分
雇用期間の定めなし (2)7時00分～16時00分 なし 2人 雇用・労災・健康・厚生

富山県下新川郡入善町浦山新２５ 0765-78-0471 毎　週 年2回（前年度実績） 16040-  169131

(1)8時30分～17時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 実費支給（上限あり） 572人 雇用・労災・健康・厚生

月額　20,000円まで
富山県黒部市三日市１１０８－１ 0765-54-2211 毎　週 年2回（前年度実績） 16040-  170831

(1)8時30分～17時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)16時30分～1時00分 実費支給（上限あり） 572人 雇用・労災・健康・厚生

(3)0時30分～9時00分 月額　20,000円まで
富山県黒部市三日市１１０８－１ 0765-54-2211 毎　週 年2回（前年度実績） 16040-  171231

(1)8時30分～17時15分
雇用期間の定めなし (2)16時30分～9時00分 実費支給（上限あり） 89人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　10,000円まで
富山県黒部市荻生６６７５－５ 0765-54-1800 その他 年2回（前年度実績） 16040-  174731

(1)8時30分～17時15分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限あり） 572人 雇用・労災・健康・厚生

月額　20,000円まで
富山県黒部市三日市１１０８－１ 0765-54-2211 毎　週 年2回（前年度実績） 16040-  175331

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 21人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　15,000円まで
富山県下新川郡朝日町月山８７ 0765-83-2682 その他 年2回（前年度実績） 16040-  176631

(1)8時30分～17時15分
雇用期間の定めなし (2)8時30分～12時30分 実費支給（上限あり） 89人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　10,000円まで
富山県黒部市荻生６６７５－５ 0765-54-1800 その他 年2回（前年度実績） 16040-  177931

(1)8時30分～17時15分
雇用期間の定めなし (2)8時30分～12時30分 実費支給（上限あり） 89人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)7時45分～16時30分 月額　10,000円まで
富山県黒部市荻生６６７５－５ 0765-54-1800 又は9時45分～18時30分 その他 年2回（前年度実績） 16040-  178131

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 21人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　15,000円まで
富山県下新川郡朝日町月山８７ 0765-83-2682 その他 年2回（前年度実績） 16040-  179031

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 21人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　15,000円まで
富山県下新川郡朝日町月山８７ 0765-83-2682 その他 年2回（前年度実績） 16040-  181431

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 21人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　15,000円まで
富山県下新川郡朝日町月山８７ 0765-83-2682 その他 年2回（前年度実績） 16040-  182731

(1)8時30分～17時30分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 11人 雇用・労災・健康・厚生

月額　5,000円まで
富山県黒部市植木１９４－２ 0765-52-2121 毎　週 16040-  183331

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 21人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　15,000円まで
富山県下新川郡朝日町月山８７ 0765-83-2682 その他 年2回（前年度実績） 16040-  184631

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 21人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　15,000円まで
富山県下新川郡朝日町月山８７ 0765-83-2682 その他 年2回（前年度実績） 16040-  185931

(1)6時00分～15時00分
雇用期間の定めなし (2)12時00分～21時00分 実費支給（上限なし） 16人 雇用・労災・健康・厚生

(3)13時00分～22時00分
富山県黒部市宇奈月温泉２６７ 0765-62-1111 又は6時00分～22時00分の その他 年2回（前年度実績） 16040-  187031

(1)6時00分～15時00分
雇用期間の定めなし (2)8時00分～17時00分 実費支給（上限なし） 16人 雇用・労災・健康・厚生

(3)13時00分～22時00分
富山県黒部市宇奈月温泉２６７ 0765-62-1111 又は6時00分～22時00分の その他 年2回（前年度実績） 16040-  188831

48人 旅館，ホテル

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 1,744人

180

ホテル運営職（フロント・レスト
ラン等）〈総合職〉

59歳以下 正社員
変形

（1ヶ月
220,100円～250,000円

48人 旅館，ホテル

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 1,744人

179

バイキングレストラン調理スタッ
フ〈総合職〉

59歳以下 正社員
変形

（1ヶ月
220,100円～250,000円

73人 その他のはん用機械・同
部分品製造業

株式会社　渡辺功機  下新川郡朝日
町

日他
1人 73人

178

営業 62歳以下 正社員
変形（1
年単位）

165,000円～300,000円

73人 その他のはん用機械・同
部分品製造業

株式会社　渡辺功機  下新川郡朝日
町

日他
2人 73人

177

機械加工作業員 62歳以下 正社員
変形（1
年単位）

165,000円～300,000円

12人 老人福祉・介護事業

特定非営利活動法人　三樹福寿会  黒部市 日他
1人 12人

176

機能訓練士 69歳以下 正社員 187,500円～221,520円

73人 その他のはん用機械・同
部分品製造業

株式会社　渡辺功機  下新川郡朝日
町

日他
2人 73人

175

製缶加工作業員 62歳以下 正社員
変形（1
年単位）

165,000円～300,000円

73人 その他のはん用機械・同
部分品製造業

株式会社　渡辺功機  下新川郡朝日
町

日他
1人 73人

174

検査業務 62歳以下 正社員
変形（1
年単位）

165,000円～300,000円

73人 その他のはん用機械・同
部分品製造業

株式会社　渡辺功機  下新川郡朝日
町

日他
1人 73人

173

事務員 62歳以下 正社員
変形（1
年単位）

165,000円～300,000円

93人 病院

医療法人社団平成会　桜井病院  黒部市 日祝他
1人 93人

172

医療事務 59歳以下 正社員
変形

（1ヶ月
180,000円～190,000円

93人 病院

医療法人社団平成会　桜井病院  黒部市 日祝他
1人 93人

171

社会福祉士 59歳以下 正社員
変形

（1ヶ月
200,000円～220,000円

73人 その他のはん用機械・同
部分品製造業

株式会社　渡辺功機  下新川郡朝日
町

日他
2人 73人

170

電気配線作業員 62歳以下 正社員
変形（1
年単位）

165,000円～300,000円

721人 病院

黒部市民病院  黒部市 土日祝他
1人 938人

169

薬剤師 不問 正社員以外 210,500円～233,800円

93人 病院

医療法人社団平成会　桜井病院  黒部市 他
2人 93人

168

介護・看護助手 59歳以下 正社員
変形

（1ヶ月
155,000円～165,000円

721人 病院

黒部市民病院  黒部市 他
1人 938人

167

看護師（夜勤あり） 18歳以上 正社員以外
交替制あ

り
199,716円～199,716円

721人 病院

黒部市民病院  黒部市 土日祝他
1人 938人

166

医療ソーシャルワーカー 不問 正社員以外 174,379円～174,379円

8人 一般貨物自動車運送業

株式会社　新川物流サービス  下新川郡入善
町

土日祝他
2人 8人

165

運転手 不問 正社員 280,000円～300,000円

6人 電子デバイス製造業

株式会社　テクノ・クレスト  下新川郡朝日
町

日祝他
1人 46人

164

機械設備の組立作業 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

200,000円～250,000円

16人 老人福祉・介護事業

社会福祉法人　有磯会  下新川郡朝日
町

土日
2人 177人

163

介護職員（デイサービス） 62歳以下 正社員
交替制あ

り
180,300円～278,400円

3人 建物サービス業

株式会社エムズサービス  魚津市 他
1人 3人

162

清掃員 不問 正社員 180,000円～250,000円

105人 老人福祉・介護事業

社会福祉法人　有磯会  下新川郡朝日
町

他
3人 177人

161

介護職員【日勤のみ】 不問 正社員以外
交替制あ

り
172,544円～250,860円
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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

【１２月　１９日　～　１月　６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)8時15分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 45人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　25,000円まで
富山県魚津市道坂２４２ 0765-32-8134 その他 年2回（前年度実績） 16040-  194131

(1)8時15分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 45人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　25,000円まで
富山県魚津市道坂２４２ 0765-32-8134 その他 年2回（前年度実績） 16040-  195031

(1)8時15分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 45人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　25,000円まで
富山県魚津市道坂２４２ 0765-32-8134 その他 年2回（前年度実績） 16040-  196831

(1)8時15分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 45人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　25,000円まで
富山県魚津市道坂２４２ 0765-32-8134 その他 年2回（前年度実績） 16040-  197231

(1)8時15分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 31人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　25,000円まで
富山県魚津市道坂２４３－３ 0765-32-8049 その他 年2回（前年度実績） 16040-  199431

(1)8時15分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 31人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　25,000円まで
富山県魚津市道坂２４３－３ 0765-32-8049 その他 年2回（前年度実績） 16040-  200431

(1)8時15分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 31人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　25,000円まで
富山県魚津市道坂２４３－３ 0765-32-8049 その他 年2回（前年度実績） 16040-  202331

(1)8時15分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 31人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　25,000円まで
富山県魚津市道坂２４３－３ 0765-32-8049 その他 年2回（前年度実績） 16040-  203631

(1)8時30分～17時30分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限なし） 0人 雇用・労災・健康・厚生・財形

拠出
愛知県名古屋市中区新栄町２－４ 052-212-8097 その他 年2回（前年度実績） 23020-  846431

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 実費支給（上限あり） 9人 雇用・労災・健康・厚生

月額　100,000円まで
愛知県小牧市大字三ツ渕惣作１３ 0120-789-635 その他 年2回（前年度実績）0円～50,000円 23170-  153131

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし (2)11時30分～20時30分 実費支給（上限なし） 0人 雇用・労災・健康・厚生

東京都千代田区外神田１丁目１８ 03-6859-6563 毎　週 13010-32646722

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし (2)11時30分～20時30分 実費支給（上限なし） 0人 雇用・労災・健康・厚生

東京都千代田区外神田１丁目１８ 03-6859-6563 毎　週 13010-32649522

(1)8時30分～17時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限あり） 7,000人 労災・健康・厚生

月額　55,000円まで
富山県富山市新総曲輪１－７ 076-431-4111 毎　週 年2回（前年度実績） 16010-26859621

(1)9時00分～17時30分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 5人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　25,000円まで 拠出
富山県富山市千歳町二丁目５番２ 076-439-2211 その他 年2回（前年度実績） 16010-26893021

(1)8時30分～17時30分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限なし） 17人 雇用・労災・健康・厚生

富山県富山市新庄町１５７－１ 076-492-0077 毎　週 16010-26817921

(1)8時30分～17時15分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)16時30分～9時15分 実費支給（上限あり） 30人 公災・健康・厚生

月額　55,000円まで
富山県富山市新総曲輪１－７ 076-431-4111 毎　週 年2回（前年度実績） 16010-26749021

(1)8時30分～17時15分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)16時30分～9時15分 実費支給（上限あり） 30人 公災・健康・厚生

月額　55,000円まで
富山県富山市新総曲輪１－７ 076-431-4111 毎　週 年2回（前年度実績） 16010-26751521

(1)8時00分～16時30分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 2人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　22,000円まで 給付
富山県富山市本郷２４１３番地の 076-434-2115 その他 年3回（前年度実績） 16010-26763921

(1)8時10分～16時25分
雇用期間の定めなし (2)16時00分～23時00分 実費支給（上限あり） 3人 雇用・労災・健康・厚生

(3)23時00分～8時00分 月額　20,000円まで
富山県富山市桜橋通り１－１８ 0120-04-7732 その他 16010-26664421

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限あり） 1人 雇用・労災・健康・厚生

月額　30,000円まで
富山県魚津市東山字上森５０－７ 0765-24-6092 その他 年2回（前年度実績） 16040- 6847521

2人 一般土木建築工事業

辻建設　株式会社　魚津営業所  魚津市 日祝他
1人 141人

200

建築（施工管理） 60歳以上 正社員以外
変形（1
年単位）

337,000円～419,000円

2人 労働者派遣業

株式会社　ワールドインテック
富山営業所

 黒部市 他
1人 14,563人

199

触媒（金属ハライド・有機混合
物）の製造・加工処理

64歳以下 無期雇用派遣労働者
変形

（1ヶ月
257,200円～257,200円

19人 産業機械器具卸売業

コマツ富山　株式会社  下新川郡入善
町　他

日祝他
1人 95人

198

建設機械整備士（富山・呉西・新
川支店）

59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

176,000円～260,000円

45人 都道府県機関

富山県庁  黒部市　他 他
4人 15,384人

197

任期付職員（福祉指導員） 不問 正社員以外
交替制あ

り
175,300円～185,200円

45人 都道府県機関

富山県庁  黒部市　他 他
1人 15,384人

196

任期付職員（保育士） 不問 正社員以外
交替制あ

り
175,300円～185,200円

20人 労働者派遣業

株式会社　ライフワーク北陸  黒部市 土日祝
1人 50人

195

総務グループにおける庶務業務 不問 有期雇用派遣労働者 193,920円～193,920円

60人 産業機械器具卸売業

トヨタＬ＆Ｆ富山　株式会社  魚津市　他 日祝他
3人 60人

194

自動車整備工（産業車両） 35歳以下 正社員
変形

（1ヶ月
184,000円～252,400円

15,384人 都道府県機関

富山県庁  魚津市　他 土日祝
10人 15,384人

193

学校事務（産育休代替職員） 不問 正社員以外 150,600円～182,200円

0人 管理，補助的経済活動を
行う事業所（９２その他

株式会社　エスプールグローカル  魚津市 他
1人 196人

192

コールセンターオペレーター兼事
務員／管理者候補／魚津市

64歳以下 正社員
交替制あ

り
175,000円～250,000円

0人 管理，補助的経済活動を
行う事業所（９２その他

株式会社　エスプールグローカル  魚津市 他
1人 196人

191

コールセンターオペレーター兼事
務員／魚津市

64歳以下 正社員
交替制あ

り
175,000円～250,000円

46人 一般貨物自動車運送業

佐川急便株式会社  黒部市 他
1人 56,206人

190

【急募】セールスドライバー職
（黒部営業所）

不問 正社員以外
変形

（1ヶ月
160,000円～210,000円

7人 その他の専門サービス業

水ｉｎｇ　株式会社　中部支店  黒部市 他
2人 4,400人

189

上下水道施設等の運転管理・保守
点検業務（請）（在籍出向）

44歳以下 正社員
変形

（1ヶ月
161,000円～240,000円

51人 電子デバイス製造業

立山精密　株式会社  魚津市 日他
2人 82人

188

樹脂コネクタの目視検査・包装
（軽作業）

59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

156,870円～158,508円

51人 電子デバイス製造業

立山精密　株式会社  魚津市 日他
2人 82人

187

ＮＣ機械オペレーター 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

190,050円～339,129円

51人 電子デバイス製造業

立山精密　株式会社  魚津市 日他
2人 82人

186

機械オペレーター 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

190,050円～339,129円

51人 電子デバイス製造業

立山精密　株式会社  魚津市 日他
2人 82人

185

品質管理業務 44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

240,030円～409,500円

70人 電子デバイス製造業

テクノプラス　株式会社  魚津市 日他
2人 105人

184

樹脂コネクタの目視検査・包装
（軽作業）

59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

156,870円～158,508円

70人 電子デバイス製造業

テクノプラス　株式会社  魚津市 日他
2人 105人

183

機械オペレーター 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

190,050円～339,129円

70人 電子デバイス製造業

テクノプラス　株式会社  魚津市 日他
2人 105人

182

品質管理業務 44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

240,030円～409,500円

70人 電子デバイス製造業

テクノプラス　株式会社  魚津市 日他
2人 105人

181

生産管理業務 44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

240,030円～409,500円
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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

【１２月　１９日　～　１月　６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)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 15人 雇用・労災・健康・厚生

月額　5,000円まで
富山県黒部市生地２９６ 0765-56-8028 その他 年2回（前年度実績）40,000円～480,000円 16040- 6848421

(1)22時00分～8時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 36人 雇用・労災・健康・厚生

月額　15,000円まで
富山県魚津市上村木２－３－３９ 0765-22-7411 その他 年2回（前年度実績） 16040- 6850121

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 9人 雇用・労災・健康・厚生

月額　10,000円まで
富山県下新川郡入善町横山７８－ 0765-74-2520 その他 年2回（前年度実績）20,000円～20,000円 16040- 6852721

(1)8時45分～17時30分
雇用期間の定めなし (2)17時00分～9時00分 実費支給（上限あり） 104人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　16,400円まで
富山県魚津市東尾崎３４８４－１ 0765-31-6200 毎　週 年2回（前年度実績） 16040- 6835121

(1)9時00分～17時30分
雇用期間の定めなし (2)17時00分～9時00分 実費支給（上限あり） 104人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　16,400円まで
富山県魚津市東尾崎３４８４－１ 0765-31-6200 その他 年2回（前年度実績） 16040- 6836021

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 11人 雇用・労災・健康・厚生

月額　24,500円まで
富山県魚津市住吉３９５６－１１ 0765-33-4013 その他 年3回（前年度実績）400,000円～600,000円 16040- 6837721

(1)8時15分～18時00分
雇用期間の定めなし (2)8時15分～14時00分 実費支給（上限あり） 6人 雇用・労災・健康・厚生

月額　20,000円まで
富山県黒部市石田新７３９－１ 0765-32-5257 毎　週 年2回（前年度実績） 16040- 6839221

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 11人 雇用・労災・健康・厚生

月額　24,500円まで
富山県魚津市住吉３９５６－１１ 0765-33-4013 その他 年3回（前年度実績）400,000円～1,000,000円 16040- 6840621

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 11人 雇用・労災・健康・厚生

月額　24,500円まで
富山県魚津市住吉３９５６－１１ 0765-33-4013 その他 年3回（前年度実績）400,000円～1,000,000円 16040- 6842121

(1)8時30分～17時30分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 69人 雇用・労災・健康・厚生

月額　31,600円まで
富山県魚津市石垣３８９ 0765-23-6366 その他 年2回（前年度実績） 16040- 6843021

(1)8時45分～18時15分
雇用期間の定めなし (2)8時45分～12時45分 実費支給（上限あり） 4人 雇用・労災・健康・厚生

(3)8時45分～13時15分 月額　10,000円まで
富山県黒部市牧野７８０－１ 0765-56-6006 その他 年2回（前年度実績） 16040- 6831421

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限なし） 12人 雇用・労災・健康・厚生

厚生
富山県黒部市荻生４８５３－３ 0765-54-1181 その他 年2回（前年度実績）20,000円～340,000円 16040- 6834921

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 10人 雇用・労災・健康・厚生

月額　30,000円まで
富山県下新川郡入善町道古１８３ 0765-72-4344 その他 年2回（前年度実績） 16040- 6827121

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 21人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　15,000円まで
富山県下新川郡朝日町月山８７ 0765-83-2682 その他 年2回（前年度実績） 16040- 6828021

(1)8時30分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限なし） 7人 雇用・労災・健康・厚生・財形

富山県黒部市前沢４５１９－１ 0765-57-0205 毎　週 年2回（前年度実績） 16040- 6825621

(1)8時30分～17時30分
雇用期間の定めなし (2)9時30分～18時30分 実費支給（上限あり） 61人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　13,500円まで
富山県魚津市大光寺４５０ 0765-24-8822 その他 年2回（前年度実績） 16040- 6826921

(1)7時30分～16時30分
雇用期間の定めなし (2)10時00分～19時00分 実費支給（上限あり） 10人 雇用・労災・健康・厚生

(3)16時00分～10時00分 月額　30,000円まで
富山県高岡市関町６－２ 0766-54-6346 その他 年2回（前年度実績） 16020-15649021

(1)7時30分～16時30分
雇用期間の定めなし (2)10時00分～19時00分 実費支給（上限あり） 10人 雇用・労災・健康・厚生

(3)9時00分～18時00分 月額　30,000円まで
富山県高岡市関町６－２ 0766-54-6346 又は7時30分～19時00分の その他 年2回（前年度実績） 16020-15650221

(1)7時30分～16時30分
雇用期間の定めなし (2)10時00分～19時00分 実費支給（上限あり） 10人 雇用・労災・健康・厚生

(3)16時00分～10時00分 月額　30,000円まで
富山県高岡市関町６－２ 0766-54-6346 その他 年2回（前年度実績） 16020-15652421

(1)6時00分～15時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)9時00分～18時00分 実費支給（上限あり） 12人 雇用・労災・健康・厚生

(3)10時30分～19時30分 月額　30,000円まで
石川県金沢市本町２－１１－７ 076-262-5900 その他 年2回（前年度実績）4,000円～200,000円 17010-31383121

14人 食堂，レストラン（専門
料理店を除く）

富士産業　株式会社  魚津市 他
1人 18,072人

220

調理補助（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
157,248円～181,440円

15人 老人福祉・介護事業

株式会社　ウェルフェアサービス  下新川郡入善
町

他
2人 15人

219

介護職員【グループホーム入善】 18歳～64歳 正社員
変形

（1ヶ月
177,000円～202,000円

15人 老人福祉・介護事業

株式会社　ウェルフェアサービス  下新川郡入善
町

他
1人 15人

218

介護職員（日勤のみ）【グループ
ホーム入善】

64歳以下 正社員
変形

（1ヶ月
172,000円～192,000円

15人 老人福祉・介護事業

株式会社　ウェルフェアサービス  下新川郡入善
町

他
2人 15人

217

介護職員（介護福祉士）【グルー
プホーム入善】

18歳～64歳 正社員
変形

（1ヶ月
197,000円～252,000円

81人 老人福祉・介護事業

社会福祉法人　新川老人福祉会  魚津市 他
1人 282人

216

看護職員 59歳以下 正社員
交替制あ

り
198,500円～262,200円

12人 冠婚葬祭業

ＪＡくろべ興産　株式会社  黒部市 他
2人 12人

215

葬祭業務社員 44歳以下 正社員
変形

（1ヶ月
200,000円～250,000円

73人 その他のはん用機械・同
部分品製造業

株式会社　渡辺功機  下新川郡朝日
町

日他
2人 73人

214

【急募】組立工程管理 62歳以下 正社員
変形（1
年単位）

250,000円～350,000円

31人 その他のはん用機械・同
部分品製造業

株式会社　山口技研  下新川郡入善
町

日他
2人 31人

213

技術営業（製造業未経験者でも大
丈夫！！）

35歳以下 正社員
変形（1
年単位）

170,000円～220,000円

30人 酒類製造業

銀盤酒造　株式会社  黒部市 他
1人 30人

212

営業 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

199,000円～345,500円

4人 一般診療所

こいずみクリニック  黒部市 日祝他
1人 4人

211

医療事務兼看護助手 59歳以下 正社員 160,000円～180,000円

98人 病院

医療法人社団　ホスピィー  魚津市 日祝他
1人 365人

210

保健師（浦田クリニック） 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

220,000円～300,000円

54人 生活関連産業用機械製造
業

株式会社　ライズ  魚津市 日他
2人 54人

209

技術職（制御設計） 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

180,000円～450,000円

54人 生活関連産業用機械製造
業

株式会社　ライズ  魚津市 日他
2人 54人

208

技術職（機械設計） 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

180,000円～450,000円

6人 一般診療所

ねづか内科クリニック  黒部市 水日祝他
1人 6人

207

看護師 不問 正社員 240,000円～300,000円

54人 生活関連産業用機械製造
業

株式会社　ライズ  魚津市 日他
1人 54人

206

営業事務 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

158,000円～170,000円

129人 病院

医療法人　深川病院  魚津市 他
1人 129人

205

介護職（病棟勤務） 59歳以下 正社員
交替制あ

り
165,000円～180,000円

129人 病院

医療法人　深川病院  魚津市 他
3人 129人

204

正看護師 59歳以下 正社員
交替制あ

り
197,000円～272,000円

11人 障害者福祉事業

社会福祉法人　にいかわ苑  下新川郡朝日
町

日他
1人 112人

203

介護士 59歳以下 正社員以外
変形

（1ヶ月
160,012円～166,540円

39人 旅館，ホテル

ルートインジャパン株式会社
（ルートイン魚津）

 魚津市 他
1人 15,203人

202

ホテルスタッフ（夜勤専属） 18歳～64歳 正社員
交替制あ

り
221,500円～300,000円

20人 酒類製造業

皇国晴酒造　株式会社  黒部市 日祝他
1人 20人

201

清酒の配達 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

169,344円～190,080円
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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

【１２月　１９日　～　１月　６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)5時30分～14時30分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)6時00分～15時00分 実費支給（上限あり） 12人 雇用・労災・健康・厚生

(3)9時00分～18時00分 月額　30,000円まで
石川県金沢市本町２－１１－７ 076-262-5900 その他 年2回（前年度実績）4,000円～200,000円 17010-31407721

(1)5時00分～14時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)6時00分～15時00分 実費支給（上限あり） 23人 雇用・労災・健康・厚生

(3)9時00分～18時00分 月額　30,000円まで
石川県金沢市本町２－１１－７ 076-262-5900 その他 年2回（前年度実績）4,000円～200,000円 17010-31423821

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 1人 雇用・労災・健康・厚生

月額　15,000円まで
富山県下新川郡入善町木根７３－ 0765-72-1218 その他 年2回（前年度実績） 16040- 6811721

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 一定額 1人 雇用・労災・健康・厚生

月額　15,000円まで
富山県下新川郡入善町木根７３－ 0765-72-1218 その他 年2回（前年度実績） 16040- 6812821

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 1人 雇用・労災・健康・厚生

月額　15,000円まで
富山県下新川郡入善町木根７３－ 0765-72-1218 その他 年2回（前年度実績） 16040- 6813221

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 1人 雇用・労災・健康・厚生

月額　15,000円まで
富山県下新川郡入善町木根７３－ 0765-72-1218 その他 年2回（前年度実績） 16040- 6814521

(1)8時20分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 4人 雇用・労災・健康・厚生

月額　5,000円まで 拠出
富山県黒部市生地芦崎字下浦３３ 0765-56-8184 毎　週 年2回（前年度実績） 16040- 6816321

(1)9時00分～18時45分
雇用期間の定めなし (2)9時00分～13時30分 実費支給（上限なし） 8人 雇用・労災・健康・厚生

(3)14時30分～18時45分
富山県黒部市北新１０－４ 0765-52-5000 その他 年2回（前年度実績）1,500,000円～3,500,000円 16040- 6819121

(1)8時30分～18時30分
雇用期間の定めなし (2)8時45分～18時45分 実費支給（上限なし） 8人 雇用・労災・健康・厚生

(3)9時00分～19時00分
富山県黒部市北新１０－４ 0765-52-5000 その他 年2回（前年度実績） 16040- 6820821

(1)9時00分～18時45分
雇用期間の定めなし (2)9時00分～13時30分 実費支給（上限なし） 4人 雇用・労災・健康・厚生

(3)14時30分～18時45分
富山県黒部市北新１０－４ 0765-52-5000 その他 年2回（前年度実績）1,500,000円～3,500,000円 16040- 6821221

(1)8時45分～18時45分
雇用期間の定めなし (2)9時00分～13時00分 実費支給（上限なし） 4人 雇用・労災・健康・厚生

(3)13時00分～17時00分
富山県黒部市北新１０－４ 0765-52-5000 その他 年2回（前年度実績） 16040- 6822521

(1)0時30分～8時40分
雇用期間の定めなし (2)8時30分～16時40分 実費支給（上限あり） 0人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)16時30分～0時40分 月額　22,100円まで 拠出・給付
富山県滑川市大島５３０ 076-471-0211 その他 年2回（前年度実績） 16070- 4084821

(1)10時30分～19時30分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限あり） 12人 雇用・労災・健康・厚生

月額　30,000円まで
石川県金沢市本町２－１１－７ 076-262-5900 その他 年2回（前年度実績）4,000円～200,000円 17010-31320521

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 9人 雇用・労災・健康・厚生

月額　16,100円まで
富山県富山市湊入船町３番３０号 076-444-0035 又は7時00分～19時00分の 毎　週 年2回（前年度実績） 16010-26507821

(1)9時00分～17時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 実費支給（上限なし） 16人 雇用・労災・健康・厚生

富山県富山市新庄町１５７－１ 076-492-0077 毎　週 16010-26510321

(1)8時30分～17時15分
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 実費支給（上限あり） 63人 雇用・労災・健康・厚生

月額　9,000円まで
富山県下新川郡入善町浦山新２２ 0765-78-1131 毎　週 16040- 6799821

(1)8時00分～16時45分
雇用期間の定めなし (2)20時00分～4時45分 実費支給（上限あり） 18人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　20,000円まで
富山県黒部市沓掛３２５９ 0765-52-0888 毎　週 年2回（前年度実績） 16040- 6801121

(1)8時30分～17時30分
雇用期間の定めなし (2)16時30分～9時30分 実費支給（上限あり） 20人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　13,000円まで
富山県下新川郡入善町入膳３４３ 0765-74-7111 その他 年2回（前年度実績） 16040- 6803721

(1)9時00分～18時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 2人 雇用・労災・健康・厚生

月額　5,000円まで
富山県下新川郡入善町上野６７８ 0765-72-4121 その他 年2回（前年度実績）360,000円～420,000円 16040- 6792421

(1)9時00分～18時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限なし） 1人 雇用・労災・健康・厚生

富山県下新川郡入善町目川２８０ 0765-74-6260 毎　週 年2回（前年度実績）280,000円～340,000円 16040- 6793321

2人 建築材料卸売業

チャネルオリジナル　株式会社
北陸営業所

 下新川郡入善
町

土日祝他
1人 63人

240

物流事務 59歳以下 正社員 190,000円～210,000円

6人 自動車整備業

有限会社　上原自動車商会  下新川郡入善
町

日祝他
1人 6人

239

自動車整備士（見習い） 不問 正社員
変形（1
年単位）

215,000円～235,000円

23人 不動産賃貸業（貸家業，
貸間業を除く）

入善工業にゅうぜんの里　株式会
社

 下新川郡入善
町

他
1人 25人

238

介護職 64歳以下 正社員
交替制あ

り
171,500円～176,500円

31人 金属加工機械製造業

カナヤママシナリー　株式会社  黒部市 日他
2人 121人

237

製造ラインマシンオペレーター及
び検査業務

44歳以下 正社員
交替制あ

り
163,000円～265,000円

91人 障害者福祉事業

社会福祉法人　新川むつみ園  下新川郡入善
町

他
1人 118人

236

生活支援員 不問 正社員以外 148,600円～148,600円

20人 労働者派遣業

株式会社　ライフワーク北陸  黒部市 土日祝
2人 50人

235

製品出荷包装業務 不問 有期雇用派遣労働者 162,610円～162,610円

20人 その他の専門サービス業

株式会社　ジェック経営コンサル
タント

 黒部市 他
3人 177人

234

店舗運営マネージャー職候補【黒
部峡谷鉄道の売店・食堂】

62歳以下 正社員
変形（1
年単位）

250,000円～350,000円

14人 食堂，レストラン（専門
料理店を除く）

富士産業　株式会社  魚津市 他
1人 18,072人

233

調理補助（ちょうろく）富山県魚
津市石垣

不問 正社員以外 165,888円～172,800円

37人 無機化学工業製品製造業

日本カーバイド工業株式会社　早
月工場

 魚津市 日他
1人 520人

232

製造職【魚津工場】 35歳以下 正社員
交替制あ

り
172,000円～233,000円

7人 医薬品・化粧品小売業

株式会社　アプリコット  黒部市 日祝他
2人 16人

231

医療事務（本店） 不問 正社員
変形

（1ヶ月
165,000円～231,500円

7人 医薬品・化粧品小売業

株式会社　アプリコット  黒部市 日祝他
2人 16人

230

勤務薬剤師（本店） 不問 正社員
変形

（1ヶ月
300,000円～450,000円

9人 医薬品・化粧品小売業

株式会社　アプリコット  下新川郡入善
町

日祝
2人 16人

229

医療事務（入善店） 不問 正社員
変形

（1ヶ月
165,000円～231,500円

9人 医薬品・化粧品小売業

株式会社　アプリコット  下新川郡入善
町

日祝他
2人 16人

228

勤務薬剤師（入善店） 不問 正社員
変形

（1ヶ月
300,000円～450,000円

9人 建設用・建築用金属製品
製造業（製缶板金業を含

有限会社　村宗  黒部市 土日他
1人 60人

227

部品のピッキング及び出荷作業
【黒部製造所】

69歳以下 正社員 142,662円～153,400円

8人 板金・金物工事業

奥村板金　株式会社  下新川郡入善
町

日他
1人 8人

226

トラック運転手 不問 正社員
変形（1
年単位）

230,000円～524,000円

8人 板金・金物工事業

奥村板金　株式会社  下新川郡入善
町

日他
1人 8人

225

板金加工 不問 正社員
変形（1
年単位）

230,000円～524,000円

8人 板金・金物工事業

奥村板金　株式会社  下新川郡入善
町

日他
1人 8人

224

営業 不問 正社員
変形（1
年単位）

230,000円～524,000円

8人 板金・金物工事業

奥村板金　株式会社  下新川郡入善
町

日他
2人 8人

223

建築板金工 不問 正社員
変形（1
年単位）

230,000円～524,000円

24人 食堂，レストラン（専門
料理店を除く）

富士産業　株式会社  魚津市 他
1人 18,072人

222

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
224,640円～259,200円

14人 食堂，レストラン（専門
料理店を除く）

富士産業　株式会社  魚津市 他
1人 18,072人

221

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
224,640円～259,200円
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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

【１２月　１９日　～　１月　６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)9時00分～17時45分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 6人 雇用・労災・健康・厚生

月額　15,000円まで
富山県魚津市大光寺１０１０－１ 0765-55-4126 毎　週 年2回（前年度実績） 16040- 6794621

(1)8時30分～17時15分
雇用期間の定めなし (2)9時00分～17時45分 実費支給（上限あり） 8人 雇用・労災・健康・厚生

月額　15,000円まで
富山県魚津市大光寺１０１０－１ 0765-55-4126 その他 年2回（前年度実績） 16040- 6795921

(1)6時30分～15時30分
雇用期間の定めなし (2)9時00分～18時00分 実費支給（上限なし） 2人 雇用・労災・健康・厚生

(3)10時00分～19時00分
富山県魚津市吉島２丁目５－１７ 0765-22-8648 その他 年2回（前年度実績） 16040- 6796121

(1)6時30分～15時30分
雇用期間の定めなし (2)9時00分～18時00分 実費支給（上限なし） 2人 雇用・労災・健康・厚生

(3)10時00分～19時00分
富山県魚津市吉島２丁目５－１７ 0765-22-8648 その他 年2回（前年度実績） 16040- 6797021

(1)8時20分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 37人 雇用・労災・健康・厚生

月額　5,000円まで
富山県滑川市常盤町３１９ 076-476-6550 毎　週 年2回（前年度実績）50,000円～250,000円 16070- 4082021

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし (2)16時00分～9時00分 実費支給（上限あり） 27人 雇用・労災・健康・厚生

月額　10,000円まで
富山県射水市東明七軒５番地１３ 0766-86-8857 毎　週 年2回（前年度実績） 16020-15557321

(1)8時30分～17時20分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限なし） 2人 雇用・労災・健康・厚生・財形

京都府長岡京市神足太田３０－２ 075-955-8823 毎　週 年2回（前年度実績） 26020-29409921

(1)7時30分～14時30分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)6時30分～17時30分 実費支給（上限なし） 32人 雇用・労災・健康・厚生

(3)10時30分～16時30分
富山県魚津市小川寺１００４ 0765-32-8211 毎　週 年2回（前年度実績） 16040-    1630

(1)6時30分～15時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)7時30分～16時30分 実費支給（上限あり） 0人 雇用・労災・健康・厚生

(3)8時00分～17時00分 月額　15,000円まで
富山県下新川郡朝日町山崎４４２ 0765-84-8989 又は7時00分～18時00分の 毎　週 16040-   32520

(1)8時30分～17時15分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） なし 3人 雇用・労災・健康・厚生

富山県魚津市北鬼江２８９８－３ 0765-23-9800 毎　週 16040-   31620

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限なし） 1人 労災

埼玉県さいたま市大宮区下町１丁 048-642-0982 又は14時00分～21時00分 毎　週 11030-  753431

(1)8時00分～12時30分
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)13時00分～17時30分 実費支給（上限あり） 2人 雇用・労災・健康・厚生

(3)9時00分～17時30分 月額　15,000円まで
富山県富山市桜橋通り２－２５ 076-432-8600 毎　週 16010-  654631

(1)8時30分～16時30分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 3人 労災

月額　5,000円まで
富山県富山市田中町３丁目３番６ 076-432-5200 毎　週 16010-  728131

(1)8時30分～11時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)14時30分～17時00分 実費支給（上限なし） 22人 労災

富山県黒部市金屋４６４－１ 0765-54-1082 毎　週 16040-  269431

(1)8時30分～11時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)14時30分～17時00分 実費支給（上限なし） 22人 労災

富山県黒部市金屋４６４－１ 0765-54-1082 毎　週 16040-  271931

(1)5時00分～7時00分
雇用期間の定めなし なし 3人 労災

富山県魚津市東町１６－２６ 0765-24-3216 その他 16040-  277431

(1)9時00分～16時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 19人 労災

月額　10,000円まで
富山県魚津市本江新町９－８ 0765-23-5980 毎　週 年2回（前年度実績）10,000円～40,000円 16040-  278731

(1)8時00分～12時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)7時30分～12時00分 なし 12人 労災

富山県魚津市持光寺１８３ 0765-24-1543 毎　週 16040-  282831

(1)8時00分～13時00分
雇用期間の定めなし なし 3人 雇用・労災

富山県魚津市東町１６－２６ 0765-24-3216 その他 16040-  283231

(1)4時30分～7時00分
雇用期間の定めなし (2)4時30分～8時00分 なし 0人 労災

富山県魚津市持光寺１８３ 0765-24-1543 その他 年2回（前年度実績） 16040-  284531

150,000円～160,000円

17人 基礎素材産業用機械製造
業

カンケンテクノ　株式会社  魚津市 日祝他
2人 538人

247

技能工【溶接工】 59歳以下 正社員 190,000円～260,000円

27人 老人福祉・介護事業

和カンパニー株式会社  魚津市 他
2人 50人

介護職【パティオしらゆり】 18歳～64歳 正社員
変形

（1ヶ月
156,000円～190,000円

246

50人 警備業

株式会社　パトロード富山　新川
支社

 魚津市 他
1人 250人

244

現場管理スタッフ 64歳以下 正社員
交替制あ

り
240,358円～256,934円

44人 建設用・建築用金属製品
製造業（製缶板金業を含

有限会社　辻建材  黒部市 土日祝他
3人 48人

245

【請】ダンボールシール貼付け作
業（ＹＫＫＡＰ越湖製造所）

64歳以下 正社員

50人 警備業

株式会社　パトロード富山　新川
支社

 魚津市 他
1人 250人

243

人事管理スタッフ 64歳以下 正社員
交替制あ

り
240,358円～256,934円

10人 障害者福祉事業

特定非営利活動法人　わかくさ会  魚津市 日祝他
2人 23人

242

支援員及び児童指導員 66歳以下 正社員
交替制あ

り
161,000円～165,000円

7人 障害者福祉事業

特定非営利活動法人　わかくさ会  魚津市 日祝他
2人 23人

241

支援員及び児童指導員 66歳以下 正社員 161,000円～165,000円

249

清掃【黒部峡谷鉄道駅舎清掃・車
内清掃】

不問 正社員以外
交替制あ

り
138,316円～187,270円 0人 建物サービス業

株式会社　谷口美装  黒部市 他
10人 223人

250

作業員 不問 正社員以外 208,000円～208,000円 8人 管理，補助的経済活動を
行う事業所（９５その他

公益財団法人　魚津市体育協会  魚津市 火日他
1人 25人

248

キャディ 不問 正社員以外
変形（1
年単位）

180,000円～250,000円 45人 スポーツ施設提供業

魚津観光開発　株式会社（魚津国
際カントリークラブ）

 魚津市 他
5人 50人

1

子ども英会話講師［黒部市／第２
黒部教室］

不問 パート労働者 1,400円～2,500円 1人 教養・技能教授業

イッティージャパンイースト株式
会社

 黒部市 日他
1人 1,068人

2

黒部市民病院電話交換業務 不問 パート労働者
交替制あ

り
930円～940円 2人 建物サービス業

太平ビルサービス　株式会社　富
山支店

 黒部市 土日祝他
2人 24,161人

3

清掃員（魚津緑ヶ丘病院） 不問 パート労働者 910円～910円 3人 建物サービス業

株式会社　中部建物管理  魚津市 日祝他
1人 20人

4

バス運転手（月１０日程度の勤
務）

不問 パート労働者 1,400円～1,400円 26人 老人福祉・介護事業

社会福祉法人　黒部市社会福祉協
議会

 黒部市 月日他
2人 34人

5

バス運転手（１～２回／週の勤
務）

不問 パート労働者 1,400円～1,400円 26人 老人福祉・介護事業

社会福祉法人　黒部市社会福祉協
議会

 黒部市 日他
2人 34人

6

配達【５：００～７：００】 不問 パート労働者 1,000円～1,000円 8人 他に分類されない卸売業

有限会社　ヤマサ冷蔵  魚津市 日祝他
1人 8人

7

富山型デイサービスの介護職 不問 パート労働者 910円～1,000円 24人 老人福祉・介護事業

宗教法人　専正寺デイサービスま
ごころ

 魚津市 日他
1人 24人

8

製造加工 不問 パート労働者 1,050円～1,100円 18人 他に分類されない卸売業

ヨ八魚問屋　株式会社  魚津市 他
3人 18人

9

配達【８：００～１３：００】 不問 パート労働者 910円～1,000円 8人 他に分類されない卸売業

有限会社　ヤマサ冷蔵  魚津市 日祝他
2人 8人

10

鮮魚荷受け、鮮魚運搬 18歳～69歳 パート労働者 1,300円～1,400円 3人 他に分類されない卸売業

ヨ八魚問屋　株式会社  魚津市 日祝他
1人 18人
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職種 年齢・ 区分 交代制 従業員数 業種
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（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。
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◎ 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)16時00分～9時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 11人 雇用・労災

月額　5,000円まで
富山県中新川郡上市町熊野町２５ 076-472-0438 毎　週 16070-  131931

雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 11人 労災
月額　5,000円まで

富山県中新川郡上市町熊野町２５ 076-472-0438 又は7時00分～19時00分の 毎　週 16070-  132131

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限あり） 2人 雇用・労災・健康・厚生

月額　50,000円まで
富山県富山市一本木１３８番地 076-411-0124 毎　週 16010-  488931

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 実費支給（上限あり） 2人 雇用・労災・健康・厚生

月額　40,000円まで
富山県富山市金屋２７１５－１０ 076-443-5455 毎　週 年2回（前年度実績）25,000円～50,000円 16010-  540331

(1)9時00分～15時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 3人 労災

月額　10,000円まで
富山県魚津市三田５１３ 0765-22-5689 毎　週 16040-  212931

(1)10時00分～12時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)17時00分～19時00分 実費支給（上限あり） 70人 労災

月額　55,000円まで
富山県黒部市若栗２１１１ 0765-54-0622 毎　週 16040-  213131

(1)9時30分～11時30分
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 実費支給（上限あり） 70人 労災

月額　55,000円まで
富山県黒部市若栗２１１１ 0765-54-0622 毎　週 16040-  214031

(1)8時30分～12時30分
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 実費支給（上限あり） 70人 雇用・労災・健康・厚生

月額　55,000円まで
富山県黒部市若栗２１１１ 0765-54-0622 毎　週 16040-  219731

(1)8時30分～17時30分
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 実費支給（上限あり） 70人 雇用・労災・健康・厚生

月額　55,000円まで
富山県黒部市若栗２１１１ 0765-54-0622 毎　週 16040-  221131

(1)7時30分～12時45分
雇用期間の定めなし (2)7時45分～13時00分 実費支給（上限あり） 2人 雇用・労災

日額　300円まで
富山県下新川郡入善町入膳５１８ 0765-74-0246 毎　週 年2回（前年度実績）5,000円～45,000円 16040-  224231

(1)8時30分～17時00分
雇用期間の定めなし (2)8時30分～12時00分 実費支給（上限あり） 4人 雇用・労災

日額　400円まで
富山県下新川郡入善町入膳５１８ 0765-74-0246 毎　週 年2回（前年度実績）5,000円～50,000円 16040-  229631

(1)8時00分～15時30分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限なし） 4人 労災

富山県下新川郡入善町入膳５１８ 0765-74-0246 毎　週 年2回（前年度実績）10,000円～60,000円 16040-  231831

(1)8時30分～13時55分
雇用期間の定めなし (2)8時00分～16時45分 実費支給（上限なし） 16人 雇用・労災

(3)8時30分～17時00分
富山県下新川郡入善町入膳５１８ 0765-74-0246 毎　週 年2回（前年度実績）5,000円～50,000円 16040-  232231

(1)9時10分～15時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 20人 雇用・労災

月額　10,000円まで
富山県下新川郡入善町入膳３０９ 0765-72-0187 又は6時20分～17時00分の 毎　週 16040-  236331

(1)9時30分～15時30分
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 実費支給（上限あり） 162人 雇用・労災・健康・厚生

月額　25,000円まで
富山県下新川郡入善町青木５７７ 0765-72-0038 その他 年2回（前年度実績）0円～10,000円 16040-  239131

(1)9時00分～16時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 実費支給（上限あり） 162人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　25,000円まで
富山県下新川郡入善町青木５７７ 0765-72-0038 その他 年2回（前年度実績）0円～15,000円 16040-  247931

(1)7時30分～16時30分
雇用期間の定めなし (2)8時30分～17時30分 実費支給（上限あり） 5人 雇用・労災

(3)9時30分～18時30分 月額　7,100円まで
富山県下新川郡入善町入膳１３９ 0765-74-0110 又は7時30分～18時30分の 毎　週 16040-  250531

(1)14時00分～19時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 2人 労災

月額　10,000円まで
富山県魚津市上村木１ー１１－８ 0765-22-1255 毎　週 16040-  256131

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） なし 1人 労災

富山県下新川郡朝日町大家庄３１ 0765-82-0560 又は8時00分～17時00分の 毎　週 年2回（前年度実績）0円～50,000円 16040-  258831

雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 140人 労災
月額　10,300円まで

富山県魚津市住吉２３６ 0765-24-3800 又は7時30分～18時30分の 毎　週 年2回（前年度実績） 16040-  259231

13

交通誘導警備員（呉東地区） 18歳以上 パート労働者 1,062円～1,187円 45人 警備業

北陸交通整理　株式会社  魚津市　他 他
3人 65人

14

交通誘導員（滑川、魚津、黒部、
入善及び近郊）

18歳以上 パート労働者 910円～1,200円 32人 警備業

富山県綜合警備保障　株式会社  魚津市 他
3人 760人

15

一般事務員 不問 パート労働者 910円～910円 7人 その他の職別工事業

北陸開発公社有限会社  魚津市 日祝他
1人 7人

16

介護職員 不問 パート労働者 980円～1,100円 88人 老人福祉・介護事業

社会福祉法人　緑寿会　特別養護
老人ホ－ム　越野荘

 黒部市 他
1人 199人

17

介護職員 不問 パート労働者 930円～960円 88人 老人福祉・介護事業

社会福祉法人　緑寿会　特別養護
老人ホ－ム　越野荘

 黒部市 他
1人 199人

18

看護師・准看護師 不問 パート労働者 1,210円～1,280円 88人 老人福祉・介護事業

社会福祉法人　緑寿会　特別養護
老人ホ－ム　越野荘

 黒部市 他
1人 199人

19

看護師・准看護師 不問 パート労働者 1,210円～1,280円 88人 老人福祉・介護事業

社会福祉法人　緑寿会　特別養護
老人ホ－ム　越野荘

 黒部市 他
1人 199人

20

日常清掃作業（アサヒ飲料　北陸
工場）

64歳以下 パート労働者 930円～930円 2人 建物サービス業

株式会社　新川ビルサービス  下新川郡入善
町

土日祝他
1人 168人

21

日常清掃作業【入善町総合体育
館】

64歳以下 パート労働者 930円～930円 4人 建物サービス業

株式会社　新川ビルサービス  下新川郡入善
町

月他
1人 168人

22

日常清掃作業【株式会社ウーケ】 64歳以下 パート労働者 1,000円～1,000円 4人 建物サービス業

株式会社　新川ビルサービス  下新川郡入善
町

土日他
2人 168人

23

日常清掃作業【複数箇所勤務】 64歳以下 パート労働者
交替制あ

り
1,000円～1,000円 16人 建物サービス業

株式会社　新川ビルサービス  黒部市 他
2人 168人

24

住宅用アルミサッシ製品製造 64歳以下 パート労働者 930円～1,100円 40人 建設用・建築用金属製品
製造業（製缶板金業を含

有限会社　米澤建材  黒部市 土日祝他
2人 40人

25

検査・組立作業 不問 パート労働者 910円～910円 455人 その他のプラスチック製
品製造業

シロウマサイエンス株式会社  下新川郡入善
町

日他
3人 455人

26

生産事務（庶務） 不問 パート労働者 910円～910円 455人 その他のプラスチック製
品製造業

シロウマサイエンス株式会社  下新川郡入善
町

日他
1人 455人

27

看護師、准看護師 59歳以下 パート労働者
交替制あ

り
1,200円～1,800円 5人 病院

山本クリニック  下新川郡入善
町

日祝他
2人 5人

28

歯科衛生士 不問 パート労働者 1,300円～1,800円 2人 歯科診療所

山口歯科医院　山口学  魚津市 水土他
2人 2人

29

一般事務 不問 パート労働者 950円～1,200円 7人 一般土木建築工事業

有限会社　河内組  下新川郡朝日
町

日他
1人 8人

30

看護師（新川病院または新川老人
保健施設）

59歳以下 パート労働者 1,300円～1,400円 170人 病院

医療法人社団　福寿会（新川病
院、平井整形外科医院、新川老人

 魚津市 他
1人 170人

11

介護職員（夜勤専門／パートタイ
ム）

18歳以上 パート労働者 1,225円～1,225円 20人 老人福祉・介護事業

有限会社　タイアップ  魚津市 他
1人 26人

12

介護職員（パートタイム） 不問 パート労働者 1,130円～1,130円 20人 老人福祉・介護事業

有限会社　タイアップ  魚津市 他
1人 26人
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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

【１２月　１９日　～　１月　６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。

雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 140人 労災
月額　10,300円まで

富山県魚津市住吉２３６ 0765-24-3800 又は7時30分～18時30分の 毎　週 年2回（前年度実績） 16040-  260731

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

富山県砺波市栄町６－２７ 0763-33-2311 毎　週 16050-  190531

(1)8時15分～17時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） なし 60人 雇用・労災・健康・厚生

石川県野々市市稲荷２丁目１７６ 076-246-8711 毎　週 17080-  172631

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限なし） 18人 雇用・労災・健康・厚生

岐阜県多治見市高根町４丁目２９ 0572-27-3356 又は8時30分～21時30分の 毎　週 年2回（前年度実績）40,000円～240,000円 21030-  584131

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限あり） 3人 労災
月額　3,000円まで

北海道函館市柏木町２４番１９号 0138-31-0141 又は10時30分～22時00分 その他 01020-   96931

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限あり） 4人 労災
月額　3,000円まで

北海道函館市柏木町２４番１９号 0138-31-0141 又は10時30分～22時00分 その他 01020-  155231

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限あり） 3人 労災
月額　3,000円まで

北海道函館市柏木町２４番１９号 0138-31-0141 又は10時30分～22時00分 その他 01020-  157431

(1)7時00分～14時30分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)14時30分～22時00分 実費支給（上限あり） 4人 雇用・労災・健康・厚生

日額　953円まで
富山県富山市中野新町１丁目２番 076-421-0400 毎　週 16010-   11531

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） なし 17人 雇用・労災・健康・厚生

富山県富山市桜町１丁目１番３６ 076-432-5532 又は5時55分～21時33分の 毎　週 16010-   58931

(1)8時30分～15時30分
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 実費支給（上限あり） 20人 雇用・労災

月額　35,000円まで
富山県富山市千歳町１－６－１８ 076-444-0633 毎　週 16010-   98731

(1)8時00分～12時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限あり） 3人 労災

月額　20,000円まで
富山県富山市中野新町１丁目２番 076-421-0400 毎　週 16010-  140031

(1)8時30分～14時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限あり） 7人 雇用・労災

月額　30,000円まで
富山県富山市西大泉１２番地１０ 076-425-8410 毎　週 16010-  143531

(1)15時00分～20時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限あり） 10人 雇用・労災・健康・厚生

月額　30,000円まで
富山県富山市西大泉１２番地１０ 076-425-8410 毎　週 16010-  147631

(1)14時00分～18時45分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限あり） 5人 雇用・労災・健康・厚生

月額　30,000円まで
富山県富山市西大泉１２番地１０ 076-425-8410 毎　週 16010-  149131

(1)14時30分～19時30分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限あり） 5人 労災

月額　30,000円まで
富山県富山市西大泉１２番地１０ 076-425-8410 毎　週 16010-  150831

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)9時00分～17時00分 実費支給（上限あり） 5人 雇用・労災・健康・厚生

月額　20,000円まで
富山県富山市中野新町１丁目２番 076-421-0400 毎　週 16010-  172631

(1)10時00分～13時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 13人 労災

月額　20,000円まで
富山県富山市二口町３丁目５番地 076-421-9330 毎　週 16010-  215531

(1)16時00分～19時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 2人 労災

日額　500円まで
富山県高岡市関町６－２ 0766-54-6346 毎　週 年2回（前年度実績） 16020-  254831

(1)15時00分～18時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 16人 労災

月額　12,000円まで
富山県黒部市田家新７６５番地２ 0765-56-5703 毎　週 16040-    1431

(1)9時00分～12時00分
雇用期間の定めなし (2)8時30分～17時00分 実費支給（上限なし） 67人 労災

富山県下新川郡入善町入膳３３４ 0765-72-5555 又は8時30分～17時00分の 毎　週 16040-    7031

31

准看護師（新川病院または新川老
人保健施設）

59歳以下 パート労働者 1,150円～1,250円 170人 病院

医療法人社団　福寿会（新川病
院、平井整形外科医院、新川老人

 魚津市 他
1人 170人

32

セルフ給油所の監視員（黒部給油
所）

不問 パート労働者 910円～950円 4人 産業用機械器具賃貸業

米原商事　株式会社　本社  黒部市 他
2人 731人

33

内科外来受付業務（黒部市民病
院）

不問 パート労働者 980円～980円 65人 その他の専門サービス業

株式会社　ダスキンヘルスケア北
陸

 黒部市 土日祝
1人 370人

34

パートチーフ候補（Ｖドラッグ
魚津エリア）

不問 パート労働者 910円～910円 20人 医薬品・化粧品小売業

中部薬品　株式会社（Ｖ・ｄｒｕ
ｇ）

 魚津市 他
2人 7,320人

35

ピザの調理・接客・電話受付（富
山入善店）

不問 パート労働者 920円～920円 11人 配達飲食サービス業

株式会社　テンフォー  下新川郡入善
町

他
3人 802人

36

ピザの配達（富山魚津店） 不問 パート労働者 970円～970円 9人 配達飲食サービス業

株式会社　テンフォー  魚津市 他
3人 802人

37

ピザの配達（富山入善店） 不問 パート労働者 970円～970円 11人 配達飲食サービス業

株式会社　テンフォー  下新川郡入善
町

他
3人 802人

38

警備員（魚津アップルヒル） 18歳以上 パート労働者
交替制あ

り
950円～950円 8人 建物サービス業

株式会社　ホクタテ  魚津市 他
1人 1,561人

39

バス運転手（契約社員／黒部自動
車営業所）

不問 パート労働者 910円～910円 187人 一般乗用旅客自動車運送
業

富山地方鉄道　株式会社  黒部市 他
5人 525人

40

調理補助（黒部市学校給食セン
ター）

不問 パート労働者 910円～910円 21人 その他の飲食料品小売業

株式会社　東洋食品　北陸事業部  黒部市 土日祝
5人 15,334人

41

清掃員（越野荘） 不問 パート労働者 908円～908円 3人 建物サービス業

株式会社　ホクタテ  黒部市 日他
1人 1,561人

42

調理員（アイシンメタルテック
（株）内食堂）

不問 パート労働者 910円～910円 8人 その他の飲食料品小売業

株式会社　魚国総本社　北陸支社  下新川郡入善
町

土日他
1人 17,590人

43

栄養士又は調理師（あさひ総合病
院）

不問 パート労働者 1,100円～1,100円 11人 その他の飲食料品小売業

株式会社　魚国総本社　北陸支社  下新川郡朝日
町

他
1人 17,590人

44

調理補助員（介護老人福祉施設つ
るさんかめさん）

不問 パート労働者 1,000円～1,000円 9人 その他の飲食料品小売業

株式会社　魚国総本社　北陸支社  下新川郡朝日
町

他
1人 17,590人

45

洗浄員（介護老人福祉施設つるさ
んかめさん）

不問 パート労働者 910円～910円 8人 その他の飲食料品小売業

株式会社　魚国総本社　北陸支社  下新川郡朝日
町

他
1人 17,590人

46

清掃員（アップルヒル） 不問 パート労働者 950円～950円 5人 建物サービス業

株式会社　ホクタテ  魚津市 他
1人 1,561人

47

一般清掃（アパホテル魚津駅前）
＃ロビー周り等のおそうじ

69歳以下 パート労働者 1,000円～1,000円 13人 建物サービス業

アルコット　株式会社  魚津市 他
2人 1,900人

48

調理員【グループホームうわの】 不問 パート労働者
変形

（1ヶ月
910円～950円 5人 老人福祉・介護事業

株式会社　ウェルフェアサービス  下新川郡入善
町

他
1人 15人

49

介護補助【優悠庵】 不問 パート労働者 1,300円～1,300円 16人 老人福祉・介護事業

有限会社　隠居くらぶ  黒部市 他
1人 33人

50

薬剤師 64歳以下 パート労働者 1,900円～2,300円 74人 病院

医療法人社団仁敬会　入善セント
ラル病院

 下新川郡入善
町

日祝他
1人 74人
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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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賃金

通勤手当
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℡ 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)8時00分～12時30分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)13時30分～18時30分 実費支給（上限あり） 12人 雇用・労災

(3)8時30分～12時30分 月額　11,300円まで
富山県下新川郡入善町高畠２６９ 0765-76-0121 その他 年2回（前年度実績） 16040-   10731

(1)9時00分～16時00分
雇用期間の定めなし なし 5人 雇用・労災

富山県黒部市沓掛６３１－１ 0765-52-5580 毎　週 16040-   12631

(1)10時30分～19時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 16人 労災・財形

月額　17,100円まで
富山県魚津市江口８８－１ 0765-22-8681 毎　週 年2回（前年度実績） 16040-   13931

(1)8時00分～14時15分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限あり） 7人 雇用・労災・健康・厚生

月額　5,000円まで
富山県魚津市東山８００番地　　 0765-22-7871 毎　週 16040-   14131

(1)8時30分～17時15分
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 実費支給（上限あり） 63人 雇用・労災

月額　9,000円まで
富山県下新川郡入善町浦山新２２ 0765-78-1131 毎　週 16040-   17231

(1)8時00分～15時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限あり） 143人 雇用・労災・健康・厚生

月額　108,000円まで
富山県下新川郡入善町入膳５６０ 0765-74-2811 毎　週 16040-   19431

(1)14時30分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 2人 労災

月額　2,000円まで
富山県黒部市三日市３３１６ 0765-52-0727 その他 16040-   28731

(1)9時00分～15時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 12人 雇用・労災

月額　9,000円まで
富山県黒部市生地芦区２３－１ 0765-57-0020 毎　週 16040-   29331

(1)9時00分～15時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)13時00分～18時00分 実費支給（上限あり） 3人 雇用・労災

月額　50,000円まで
富山県黒部市沓掛５６０ 0765-52-0400 又は9時00分～18時00分の その他 16040-   36731

雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 4人 雇用・労災・健康・厚生
月額　10,000円まで

富山県下新川郡入善町田中３９ 0765-72-5176 又は8時00分～16時30分の 毎　週 年1回（前年度実績）30,000円～50,000円 16040-   40231

雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 5人 労災
月額　10,000円まで

富山県魚津市村木定坊割２５００ 0765-24-4301 又は9時00分～15時30分の 毎　週 16040-   44331

(1)9時00分～12時00分
雇用期間の定めなし (2)13時00分～15時00分 実費支給（上限あり） 6人 労災

月額　5,000円まで
富山県魚津市本江元町１２９５ 0765-22-1802 又は9時00分～16時00分の 毎　週 年2回（前年度実績）20,000円～50,000円 16040-   50431

雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 23人 雇用・労災
月額　13,400円まで

富山県魚津市本江１３９０－３ 0765-24-4600 又は7時00分～19時00分の その他 年2回（前年度実績）100,000円～100,000円 16040-   51731

(1)7時00分～13時00分
雇用期間の定めなし (2)13時00分～19時00分 なし 14人 雇用・労災

富山県魚津市新金屋１－１２－３ 0765-22-0266 その他 年2回（前年度実績） 16040-   64031

(1)10時00分～15時30分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 10人 労災

月額　7,000円まで
富山県魚津市吉島１１１８－１ 0765-24-0315 又は9時00分～15時30分の 毎　週 年2回（前年度実績）5,000円～30,000円 16040-   73831

(1)7時00分～19時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)7時00分～8時30分 実費支給（上限あり） 8人 雇用・労災・健康・厚生

(3)14時00分～16時00分 日額　400円まで
富山県魚津市本町２－１４－２８ 0765-22-1030 その他 16040-   79631

雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 31人 雇用・労災
月額　50,000円まで

富山県黒部市沓掛６３５ 0765-54-1162 又は8時00分～17時00分の 毎　週 16040-   86331

(1)16時00分～19時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 1人 労災

月額　4,000円まで
富山県黒部市三日市９４６ 0765-54-0166 又は7時00分～19時00分の 毎　週 16040-   91231

(1)6時00分～10時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)17時00分～22時00分 実費支給（上限あり） 52人 労災

月額　5,000円まで
富山県魚津市天神野新６０００ 0765-24-1222 その他 年2回（前年度実績）5,000円～30,000円 16040-   92531

(1)7時00分～11時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)16時00分～21時00分 実費支給（上限あり） 52人 労災

月額　5,000円まで
富山県魚津市天神野新６０００ 0765-24-1222 毎　週 16040-   94731

51

看護師（正・准） 不問 パート労働者
交替制あ

り
1,200円～1,500円 12人 病院

嶋田医院  下新川郡入善
町

日祝他
1人 12人

52

車部品ゴム製品プレスカット加工 不問 パート労働者 910円～950円 6人 工業用プラスチック製品
製造業

有限会社　リンクル  黒部市 土日他
2人 6人

53

調理員 59歳以下 パート労働者 910円～1,060円 16人 その他の飲食料品小売業

有限会社　日星  魚津市 他
1人 18人

54

調理補助 不問 パート労働者 930円～950円 11人 その他の飲食料品小売業

与太呂食品　株式会社　魚津営業
所

 魚津市 祝他
1人 100人

55

生活支援員 不問 パート労働者 910円～910円 91人 障害者福祉事業

社会福祉法人　新川むつみ園  下新川郡入善
町

他
1人 118人

56

一般事務および受付業務 不問 パート労働者 1,000円～1,000円 451人 その他の電気機械器具製
造業

京セラ株式会社　富山入善工場  下新川郡入善
町

土日祝他
1人 83,001人

57

歯科衛生士【１４：３０～１７：
００】

不問 パート労働者 1,200円～1,300円 2人 歯科診療所

平井デンタルクリニック  黒部市 木日祝他
1人 2人

58

作業員【９：００～１５：００】 不問 パート労働者 910円～910円 12人 食料・飲料卸売業

株式会社ヨシダ  黒部市 祝他
1人 17人

59

仕分け・ピッキング作業 不問 パート労働者 1,400円～1,600円 23人 倉庫業（冷蔵倉庫業を除
く）

日本梱包運輸倉庫　株式会社　富
山営業所

 黒部市 土日祝他
3人 4,800人

60

機械軽作業 不問 パート労働者 1,000円～1,000円 12人 電子計算機・同附属装置
製造業

三協精機　株式会社  下新川郡入善
町

土日祝他
1人 12人

61

レストラン接客・キッチン調理補
助

20歳～64歳 パート労働者
交替制あ

り
908円～1,000円 6人 その他の各種商品小売業

（従業者が常時５０人未
株式会社　魚津シーサイドプラザ
（海の駅　蜃気楼）

 魚津市 他
2人 9人

62

ファスナー加工・組立検査 不問 パート労働者 908円～1,000円 7人 装身具・装飾品・ボタ
ン・同関連品製造業（貴

有限会社　江田パーツ  魚津市 土日他
1人 7人

63

保育士・保育教諭 不問 パート労働者 1,100円～1,200円 27人 児童福祉事業

社会福祉法人　本江児童福祉会
ほんごうこども園

 魚津市 日祝他
1人 27人

64

介護職員 64歳以下 パート労働者 1,000円～1,500円 15人 建物サービス業

有限会社　ブルーム  魚津市 他
1人 17人

65

調理／黒部市 65歳以下 パート労働者 910円～910円 10人 老人福祉・介護事業

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

 黒部市
水木土日
祝他

1人 81人

66

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
950円～1,000円 40人 一般乗用旅客自動車運送

業
株式会社　金閣自動車商会  魚津市 日祝他

3人 40人

67

出荷軽作業 59歳以下 パート労働者 1,000円～1,000円 45人 他に分類されない卸売業

株式会社　卵のタカムラ  黒部市 日他
1人 200人

68

給油業務 不問 パート労働者 930円～1,100円 8人 自動車整備業

北辰自動車工業株式会社  黒部市 他
2人 38人

69

ホールサービススタッフ 不問 パート労働者
交替制あ

り
910円～1,050円 110人 旅館，ホテル

株式会社　金太郎温泉  魚津市 他
5人 110人

70

売店スタッフ 不問 パート労働者 910円～930円 110人 旅館，ホテル

株式会社　金太郎温泉  魚津市 他
2人 110人
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(1)23時30分～4時30分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限あり） 52人 労災

月額　5,000円まで
富山県魚津市天神野新６０００ 0765-24-1222 毎　週 年2回（前年度実績）5,000円～30,000円 16040-   95331

(1)16時30分～7時30分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限あり） 52人 雇用・労災・健康・厚生

月額　5,000円まで
富山県魚津市天神野新６０００ 0765-24-1222 その他 年2回（前年度実績）5,000円～20,000円 16040-   96631

(1)7時20分～16時20分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限あり） 13人 雇用・労災・健康・厚生

日額　2,600円まで
富山県下新川郡入善町入膳３７２ 0765-32-3663 毎　週 年2回（前年度実績） 16040-   97931

(1)8時00分～12時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)18時00分～22時00分 実費支給（上限あり） 52人 雇用・労災

月額　5,000円まで
富山県魚津市天神野新６０００ 0765-24-1222 その他 年2回（前年度実績）0円～10,000円 16040-   98131

(1)7時00分～12時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 6人 労災

月額　4,000円まで
富山県魚津市東町１８番１６号 0765-24-3877 その他 年2回（前年度実績） 16040-  100631

(1)10時00分～14時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限あり） 52人 雇用・労災

月額　5,000円まで
富山県魚津市天神野新６０００ 0765-24-1222 その他 年2回（前年度実績）0円～10,000円 16040-  101931

(1)5時00分～7時00分
雇用期間の定めなし なし 0人 労災

富山県魚津市東町１８番１６号 0765-24-3877 その他 16040-  102131

(1)8時00分～18時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限あり） 52人 雇用・労災・健康・厚生

月額　5,000円まで
富山県魚津市天神野新６０００ 0765-24-1222 その他 年2回（前年度実績）5,000円～30,000円 16040-  105231

(1)8時00分～15時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)16時30分～23時30分 実費支給（上限あり） 52人 雇用・労災・健康・厚生

月額　5,000円まで
富山県魚津市天神野新６０００ 0765-24-1222 その他 年2回（前年度実績）0円～10,000円 16040-  107431

(1)8時00分～12時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)12時00分～16時00分 実費支給（上限あり） 7人 労災

(3)16時00分～20時00分 日額　1,090円まで
富山県黒部市天神新３５３－１ 0765-54-1000 毎　週 16040-  111031

(1)9時00分～15時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 1人 雇用・労災

月額　15,000円まで
富山県魚津市小川寺２６８－５ 0765-31-9025 その他 16040-  123731

(1)16時00分～10時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 10人 雇用・労災・健康・厚生

月額　13,500円まで
富山県魚津市大光寺４５０ 0765-24-8822 毎　週 年2回（前年度実績） 16040-  127131

(1)18時30分～22時30分
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 実費支給（上限あり） 8人 労災

月額　34,750円まで
富山県黒部市三日市２０ 0765-57-1201 毎　週 16040-  128031

(1)12時45分～20時30分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)8時00分～15時45分 実費支給（上限あり） 34人 雇用・労災・健康・厚生

日額　2,600円まで
富山県魚津市本江字中の坪１００ 0765-22-0300 毎　週 年2回（前年度実績） 16040-  132331

(1)8時30分～14時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)8時30分～17時00分 実費支給（上限あり） 48人 労災

月額　10,000円まで
富山県下新川郡入善町舟見１６７ 0765-78-2525 毎　週 年2回（前年度実績）3,000円～25,000円 16040-  137831

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限あり） 10人 労災
月額　15,000円まで

富山県黒部市天神新７７番地３ 0765-33-5111 又は9時30分～16時50分の 毎　週 16040-  138231

(1)10時00分～14時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限なし） 7人 労災

富山県下新川郡入善町入膳５６０ 0765-72-4453 毎　週 年2回（前年度実績）10,000円～10,000円 16040-  139531

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 3人 雇用・労災・健康・厚生

月額　20,000円まで
富山県下新川郡入善町上飯野２４ 0765-72-4452 その他 16040-  146231

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)12時00分～21時00分 実費支給（上限なし） 16人 労災

富山県黒部市宇奈月温泉２６７ 0765-62-1111 又は8時00分～21時00分の 毎　週 16040-  147531

(1)19時00分～0時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 11人 労災

月額　11,300円まで
富山県魚津市本江２８６０－２ 0765-22-0640 毎　週 16040-  151131

71

浴場清掃 18歳以上 パート労働者 1,138円～1,188円 110人 旅館，ホテル

株式会社　金太郎温泉  魚津市 他
2人 110人

72

夜間警備及び補助 18歳以上 パート労働者
変形

（1ヶ月
910円～930円 110人 旅館，ホテル

株式会社　金太郎温泉  魚津市 他
3人 110人

73

郵便物の配達 不問 パート労働者 1,010円～1,010円 60人 郵便業（信書便事業を含
む）

日本郵便株式会社　郵便事業総本
部　入善郵便局

 下新川郡入善
町

日他
2人

74

食器洗浄係 不問 パート労働者
交替制あ

り
910円～930円 110人 旅館，ホテル

株式会社　金太郎温泉  魚津市 他
2人 110人

75

カニ加工（身抜き） 不問 パート労働者 910円～950円 10人 鮮魚小売業

有限会社　魚政魚問屋  魚津市 日他
2人 13人

76

客室、館内清掃 不問 パート労働者 910円～930円 110人 旅館，ホテル

株式会社　金太郎温泉  魚津市 他
2人 110人

77

魚の運搬 不問 パート労働者 1,000円～1,000円 2人 鮮魚小売業

有限会社　魚政魚問屋  魚津市 日他
1人 13人

78

調理補助 不問 パート労働者
変形

（1ヶ月
910円～980円 110人 旅館，ホテル

株式会社　金太郎温泉  魚津市 他
2人 110人

79

フロント業務 18歳以上 パート労働者
交替制あ

り
910円～960円 110人 旅館，ホテル

株式会社　金太郎温泉  魚津市 他
2人 110人

80

フロント 不問 パート労働者
交替制あ

り
1,000円～1,000円 27人 旅館，ホテル

株式会社　ホテルアクア黒部  黒部市 他
2人 27人

81

汎用フライス工 不問 パート労働者 908円～1,000円 8人 その他のはん用機械・同
部分品製造業

コアー技研　株式会社  魚津市 日祝他
1人 8人

82

介護職員【夜勤専門】 59歳以下 パート労働者
変形

（1ヶ月
1,135円～1,207円 14人 老人福祉・介護事業

社会福祉法人　新川老人福祉会  魚津市 他
1人 282人

83

受付及び事務補助【遅番】 18歳以上 パート労働者 910円～910円 14人 学術・文化団体

公益財団法人　黒部市国際文化セ
ンター

 黒部市
水木金土

他
1人 20人

84

荷物の配達・集荷 不問 パート労働者
交替制あ

り
1,010円～1,010円 83人 郵便局

日本郵便株式会社　郵便事業総本
部　魚津郵便局

 魚津市 他
3人 84人

85

調理補助 不問 パート労働者 950円～950円 76人 旅館，ホテル

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 76人

86

清掃員 不問 パート労働者 950円～1,000円 34人 建設用・建築用金属製品
製造業（製缶板金業を含

株式会社　カナヤマ  黒部市 土日他
1人 80人

87

調理補助 不問 パート労働者 910円～910円 9人 食堂，レストラン（専門
料理店を除く）

株式会社　ＮＥＣライベックス  下新川郡入善
町

他
1人 2,084人

88

生産職 不問 パート労働者
変形（1
年単位）

1,000円～1,000円 6人 清涼飲料製造業

入善ウォーター　株式会社  下新川郡入善
町

日祝他
1人 6人

89

フロントスタッフ 不問 パート労働者 1,000円～1,375円 48人 旅館，ホテル

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 1,744人

90

夜勤タクシー運転手（パートタイ
ム）

69歳以下 パート労働者 1,000円～1,000円 58人 一般乗用旅客自動車運送
業

魚津交通株式会社  魚津市 他
2人 58人
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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

【１２月　１９日　～　１月　６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)6時00分～12時00分
雇用期間の定めなし (2)7時30分～16時30分 実費支給（上限あり） 11人 雇用・労災

(3)16時30分～0時00分 月額　11,300円まで
富山県魚津市本江２８６０－２ 0765-22-0640 毎　週 16040-  152031

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限あり） 11人 雇用・労災
月額　11,300円まで

富山県魚津市本江２８６０－２ 0765-22-0640 又は5時00分～22時00分の 毎　週 16040-  155531

(1)9時00分～15時00分
雇用期間の定めなし 一定額 5人 雇用・労災・健康・厚生

月額　3,000円まで
富山県魚津市吉野７０９－１２ 0765-24-7415 毎　週 16040-  156431

(1)8時30分～16時30分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)9時00分～16時30分 実費支給（上限あり） 11人 雇用・労災

月額　5,000円まで
富山県黒部市植木１９４－２ 0765-52-2121 又は8時30分～17時30分の 毎　週 年2回（前年度実績）50,000円～200,000円 16040-  159631

(1)7時00分～16時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 3人 雇用・労災

月額　10,000円まで
富山県魚津市吉島３８２０－４５ 0765-55-5132 毎　週 16040-  162231

(1)8時30分～17時00分
雇用期間の定めなし (2)8時30分～12時45分 実費支給（上限あり） 1人 労災

日額　250円まで
富山県下新川郡入善町入膳３７７ 0765-74-1554 毎　週 16040-  163531

雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 4人 雇用・労災
月額　12,900円まで

富山県魚津市上村木１ー６－５ 0765-22-7856 又は9時00分～17時00分の 毎　週 16040-  168931

(1)16時30分～1時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)0時30分～9時00分 実費支給（上限あり） 572人 労災

月額　20,000円まで
富山県黒部市三日市１１０８－１ 0765-54-2211 その他 年2回（前年度実績） 16040-  172531

(1)9時00分～17時30分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） なし 572人 労災

富山県黒部市三日市１１０８－１ 0765-54-2211 毎　週 16040-  173431

雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 96人 雇用・労災・健康・厚生
月額　35,000円まで

富山県下新川郡入善町小杉　６４ 0765-78-2500 又は8時30分～17時15分の 毎　週 16040-  180531

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 実費支給（上限なし） 5人 労災

富山県黒部市新牧野２２０ 0765-56-9687 又は9時00分～15時00分の 毎　週 16040-  186131

(1)8時00分～12時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)18時00分～23時00分 実費支給（上限なし） 16人 労災

富山県黒部市宇奈月温泉２６７ 0765-62-1111 又は8時00分～23時00分の その他 16040-  189231

(1)21時00分～8時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 実費支給（上限なし） 16人 労災

富山県黒部市宇奈月温泉２６７ 0765-62-1111 その他 16040-  190731

(1)9時15分～15時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限あり） 45人 雇用・労災

月額　25,000円まで
富山県魚津市道坂２４２ 0765-32-8134 その他 年2回（前年度実績）30,000円～60,000円 16040-  198531

(1)9時15分～15時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限あり） 31人 雇用・労災

月額　25,000円まで
富山県魚津市道坂２４３－３ 0765-32-8049 その他 年2回（前年度実績）30,000円～60,000円 16040-  204931

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限なし） 4人 雇用・労災

富山県砺波市新又１５２－２ 0763-33-2570 又は9時30分～21時30分の 毎　週 16050-   41031

(1)8時30分～14時30分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)12時00分～18時00分 実費支給（上限なし） 3人 雇用・労災

(3)13時00分～19時00分
石川県白山市松本町２５１２ 076-274-6111 その他 17080-   96531

(1)8時45分～17時15分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限あり） 24人 雇用・労災・健康・厚生

月額　7,700円まで
福井県坂井市丸岡町玄女１４－１ 0776-67-3400 その他 18040-   15631

(1)17時00分～23時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 0人 労災

月額　5,000円まで
長野県岡谷市長地権現町一丁目６ 0266-26-4033 又は10時00分～23時00分 その他 20141-  168231

(1)8時00分～12時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)16時00分～21時00分 実費支給（上限なし） 7人 労災

岐阜県多治見市高根町４－２０番 0572-29-1610 毎　週 21030-  390031

91

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
910円～910円 58人 一般乗用旅客自動車運送

業
魚津交通株式会社  魚津市 他

2人 58人

92

バス運転手 不問 パート労働者
交替制あ

り
1,000円～1,500円 58人 一般乗用旅客自動車運送

業
魚津交通株式会社  魚津市 他

1人 58人

93

電線、ハーネスの加工 59歳以下 パート労働者 910円～910円 5人 電子デバイス製造業

有限会社　高木電子工業  魚津市 土日祝他
2人 5人

94

介護員 不問 パート労働者 910円～1,100円 12人 老人福祉・介護事業

特定非営利活動法人　三樹福寿会  黒部市 日他
2人 12人

95

清掃員 不問 パート労働者 1,000円～1,500円 3人 建物サービス業

株式会社エムズサービス  魚津市 他
1人 3人

96

介護・調理業務 不問 パート労働者 930円～1,400円 1人 その他の社会保険・社会
福祉・介護事業

株式会社　りぼん  下新川郡入善
町

日他
2人 1人

97

税理士業務補助（経験者） 64歳以下 パート労働者 1,000円～1,500円 4人 公認会計士事務所，税理
士事務所

大和幸弘税理士・社労士事務所  魚津市 日祝他
2人 4人

98

看護師（夜勤専従） 18歳以上 パート労働者
交替制あ

り
1,305円～1,305円 721人 病院

黒部市民病院  黒部市 他
1人 938人

99

看護師（小児急患センター） 不問 パート労働者 2,142円～2,142円 721人 病院

黒部市民病院  黒部市
月火水木
金土他

1人 938人

100

事務職 59歳以下 パート労働者 950円～1,000円 123人 老人福祉・介護事業

医療法人健康長寿会　入善老人保
健施設　こぶしの庭

 下新川郡入善
町

日他
1人 280人

101

事務 不問 パート労働者 910円～930円 9人 他に分類されない非営利
的団体

特定非営利活動法人　黒部まちづ
くり協議会

 黒部市
月土日祝

他
1人 9人

102

洗い場 不問 パート労働者 910円～910円 48人 旅館，ホテル

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 1,744人

103

ナイトフロント 18歳以上 パート労働者 1,000円～1,250円 48人 旅館，ホテル

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 1,744人

104

樹脂コネクタの目視検査・包装
（軽作業）

不問 パート労働者 930円～950円 70人 電子デバイス製造業

テクノプラス　株式会社  魚津市 日他
2人 105人

105

樹脂コネクタの目視検査・包装
（軽作業）

不問 パート労働者 930円～945円 51人 電子デバイス製造業

立山精密　株式会社  魚津市 日他
2人 82人

106

販売接客（ブックオフ魚津店） 不問 パート労働者 910円～1,230円 13人 各種商品卸売業

株式会社　電陽社  魚津市 他
3人 283人

107

医療事務（黒部・魚津エリア） 不問 パート労働者 940円～1,000円 4人 医薬品・化粧品小売業

株式会社　クスリのアオキ  黒部市 他
2人 6,864人

108

専門職（パート）（建築資材・建
材建具担当）＜黒部店＞

不問 パート労働者 1,119円～1,223円 35人 他に分類されない小売業

株式会社コメリ　北陸ストアサ
ポートセンター

 黒部市 他
1人 11,465人

109

【魚津】接客係・調理補助【パー
ト】

18歳～64歳 パート労働者 1,000円～1,000円 0人 その他の飲食店

株式会社　タム（カレーハウスＣ
ｏＣｏ壱番屋ＦＣ事業）

 魚津市 他
4人 70人

110

弁当、寿司、惣菜の調理、包装及
び陳列（バロー魚津店）

不問 パート労働者 910円～950円 7人 その他の食料品製造業

中部フーズ　株式会社  魚津市 他
3人 4,000人
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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

【１２月　１９日　～　１月　６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)8時00分～12時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)8時00分～16時00分 実費支給（上限なし） 12人 雇用・労災

(3)16時00分～20時00分
岐阜県多治見市高根町４－２０番 0572-29-1610 毎　週 21030-  395731

(1)8時15分～16時45分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限あり） 278人 雇用・労災・健康・厚生

月額　55,000円まで 拠出
富山県魚津市六郎丸９９２ 0765-22-1280 毎　週 年2回（前年度実績）0円～88,000円 16040- 6849321

(1)8時00分～16時30分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 9人 雇用・労災

月額　10,000円まで
富山県下新川郡入善町横山７８－ 0765-74-2520 毎　週 年2回（前年度実績）20,000円～20,000円 16040- 6851021

(1)8時45分～12時30分
雇用期間の定めなし (2)14時30分～18時00分 実費支給（上限あり） 6人 労災

月額　20,000円まで
富山県黒部市石田新７３９－１ 0765-32-5257 毎　週 年2回（前年度実績） 16040- 6838821

(1)10時00分～16時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)12時00分～19時00分 実費支給（上限あり） 6人 労災

(3)15時00分～19時00分 月額　8,000円まで
富山県魚津市友道１０５９番１ 070-3101-7907 毎　週 年2回（前年度実績） 16040- 6841921

(1)8時30分～16時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 66人 雇用・労災・健康・厚生

日額　1,264円まで
富山県魚津市石垣３８９ 0765-23-6366 毎　週 16040- 6845821

(1)6時15分～8時15分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限あり） 9人 労災

月額　13,500円まで
富山県魚津市住吉１８６０－１ 0765-23-6333 毎　週 16040- 6846221

(1)9時00分～18時00分
雇用期間の定めなし (2)9時00分～15時00分 実費支給（上限あり） 6人 雇用・労災・健康・厚生

(3)10時30分～18時00分 月額　10,000円まで
富山県魚津市村木定坊割２５００ 0765-24-4301 又は9時00分～18時00分の 毎　週 年2回（前年度実績）40,000円～40,000円 16040- 6830521

(1)8時45分～12時45分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限あり） 4人 労災

月額　10,000円まで
富山県黒部市牧野７８０－１ 0765-56-6006 その他 16040- 6832321

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

(3)8時30分～11時30分 月額　16,000円まで
富山県富山市新庄本町１丁目２番 076-452-1103 又は12時30分～17時00分 その他 16010-26848521

(1)5時30分～12時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限あり） 18人 雇用・労災・健康・厚生

月額　30,000円まで
石川県金沢市本町２－１１－７ 076-262-5900 その他 年2回（前年度実績）4,000円～200,000円 17010-31591421

(1)5時00分～8時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)17時00分～20時00分 実費支給（上限あり） 23人 労災

月額　30,000円まで
石川県金沢市本町２－１１－７ 076-262-5900 その他 年2回（前年度実績）4,000円～200,000円 17010-31615921

(1)7時30分～16時30分
雇用期間の定めなし (2)10時00分～19時00分 実費支給（上限あり） 10人 労災

月額　30,000円まで
富山県高岡市関町６－２ 0766-54-6346 又は8時00分～17時00分の その他 年2回（前年度実績） 16020-15653321

(1)19時00分～7時30分
雇用期間の定めなし (2)16時00分～10時00分 実費支給（上限あり） 10人 労災

月額　30,000円まで
富山県高岡市関町６－２ 0766-54-6346 その他 年2回（前年度実績）20,000円～100,000円 16020-15654621

(1)9時00分～13時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)13時00分～17時00分 実費支給（上限あり） 11人 雇用・労災

月額　10,000円まで
富山県黒部市荒俣２０５番地 0765-56-8372 毎　週 16040- 6823421

(1)7時30分～9時30分
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 実費支給（上限あり） 4人 労災

月額　10,300円まで
富山県魚津市住吉２３６ 0765-24-3800 その他 16040- 6824321

(1)8時30分～17時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限あり） 0人 雇用・労災・健康・厚生

日額　500円まで
京都府京都市下京区烏丸通四条下 075-708-3860 その他 26020-29659321

(1)14時00分～18時00分
雇用期間の定めなし なし 3人 労災

富山県富山市呉羽町６２４３－５ 076-415-8777 毎　週 16010-26588121

(1)9時00分～15時00分
雇用期間の定めなし (2)10時00分～16時00分 実費支給（上限あり） 4人 労災

月額　5,000円まで 拠出
富山県黒部市生地芦崎字下浦３３ 0765-56-8184 又は8時20分～17時00分の 毎　週 年2回（前年度実績） 16040- 6815421

(1)13時30分～19時30分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限あり） 12人 雇用・労災・健康・厚生

月額　30,000円まで
石川県金沢市本町２－１１－７ 076-262-5900 その他 年2回（前年度実績）4,000円～200,000円 17010-31323621

111

弁当、寿司、惣菜の調理、包装及
び陳列（バロー入善店内）

不問 パート労働者 950円～1,000円 14人 その他の食料品製造業

中部フーズ　株式会社  下新川郡入善
町

他
3人 4,000人

112

薬剤補助者 不問 パート労働者 1,000円～1,000円 375人 病院

独立行政法人　労働者健康安全機
構　富山労災病院

 魚津市 土日祝他
1人

113

介護士 不問 パート労働者 910円～950円 11人 障害者福祉事業

社会福祉法人　にいかわ苑  下新川郡朝日
町

日他
1人 112人

114

看護師 不問 パート労働者 1,200円～1,600円 6人 一般診療所

ねづか内科クリニック  黒部市 水日祝他
1人 6人

115

（契約）子ども用品の販売：レ
ジ・商品整理等／★経験不問★

不問 パート労働者
交替制あ

り
908円～950円 7人 婦人・子供服小売業

株式会社西松屋チェーン　魚津店  魚津市 他
2人 8,000人

116

保健師（浦田クリニック） 59歳以下 パート労働者
交替制あ

り
1,300円～1,600円 83人 病院

医療法人社団　ホスピィー  魚津市 日祝他
1人 365人

117

食事の配膳及び下膳 不問 パート労働者 1,050円～1,050円 9人 家事サービス業

株式会社ハートケアサービス  魚津市 他
1人 50人

118

レジ・インフォメーション 64歳以下 パート労働者
交替制あ

り
908円～1,000円 7人 その他の各種商品小売業

（従業者が常時５０人未
株式会社　魚津シーサイドプラザ
（海の駅　蜃気楼）

 魚津市 他
2人 9人

119

医療事務兼看護助手 不問 パート労働者 1,000円～1,100円 4人 一般診療所

こいずみクリニック  黒部市 日祝
1人 4人

120

病院内の清掃（深川病院） 不問 パート労働者 910円～910円 3人 各種物品賃貸業

日本海リース　株式会社  魚津市 他
1人 62人

121

調理補助（有磯苑内給食室）富山
県下新川郡朝日町

不問 パート労働者 1,000円～1,000円 19人 食堂，レストラン（専門
料理店を除く）

富士産業　株式会社  下新川郡朝日
町

他
1人 18,072人

122

調理補助（富山労災病院）富山県
魚津市六郎丸

不問 パート労働者 1,000円～1,000円 24人 食堂，レストラン（専門
料理店を除く）

富士産業　株式会社  魚津市 他
2人 18,072人

123

パート介護職員【グループホーム
入善】

不問 パート労働者
変形

（1ヶ月
950円～1,050円 15人 老人福祉・介護事業

株式会社　ウェルフェアサービス  下新川郡入善
町

他
2人 15人

124

夜間介護職員【グループホーム入
善】

18歳以上 パート労働者
変形

（1ヶ月
1,200円～1,578円 15人 老人福祉・介護事業

株式会社　ウェルフェアサービス  下新川郡入善
町

他
2人 15人

125

部品の組付・検査（本社） 不問 パート労働者 940円～1,000円 18人 建設用・建築用金属製品
製造業（製缶板金業を含

有限会社　木島アルミ建材  黒部市 土日祝他
1人 34人

126

清掃員 不問 パート労働者 1,100円～1,100円 4人 病院

医療法人社団　福寿会（新川病
院、平井整形外科医院、新川老人

 魚津市 日祝
1人 170人

127

看護師・保健師 不問 有期雇用派遣パート 2,000円～2,200円 0人 労働者派遣業

株式会社　メディカル・コンシェ
ルジュ　京都支社

 魚津市 他
1人 434人

128

スーパーでの店内清掃（原信　魚
津店）

69歳以下 パート労働者 910円～910円 9人 各種物品賃貸業

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 3,730人

129

部品のピッキング及び袋詰め及び
出荷作業【黒部製造所】

69歳以下 パート労働者 910円～1,000円 9人 建設用・建築用金属製品
製造業（製缶板金業を含

有限会社　村宗  黒部市 土日他
1人 60人

130

調理補助（ちょうろく）富山県魚
津市石垣

不問 パート労働者 950円～980円 14人 食堂，レストラン（専門
料理店を除く）

富士産業　株式会社  魚津市 他
1人 18,072人
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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

【１２月　１９日　～　１月　６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)9時00分～15時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 3人 雇用・労災

月額　20,900円まで
富山県富山市新庄北町２４番２４ 076-451-8868 毎　週 年2回（前年度実績）10,000円～100,000円 16010-26567521

(1)6時15分～8時15分
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)15時30分～19時30分 実費支給（上限あり） 3人 雇用・労災

月額　9,000円まで
富山県下新川郡入善町浦山新２２ 0765-78-1131 毎　週 16040- 6800921

(1)9時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 16人 雇用・労災・健康・厚生

月額　10,000円まで
富山県下新川郡朝日町舟川新１２ 0765-82-2626 毎　週 年2回（前年度実績）50,000円～ 16040- 6804821

(1)9時00分～17時00分
雇用期間の定めなし (2)9時00分～16時00分 実費支給（上限あり） 16人 雇用・労災・健康・厚生

(3)9時00分～15時00分 月額　10,000円まで
富山県下新川郡朝日町舟川新１２ 0765-82-2626 又は9時00分～17時00分の その他 年2回（前年度実績）50,000円～ 16040- 6805221

(1)6時30分～10時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 5人 労災

月額　3,000円まで
富山県南砺市遊部８７０番地 0763-52-4069 毎　週 16050- 6428421

131

24人 その他の化学工業

132

有限会社　エヌエイチワイ  下新川郡朝日
町

日祝他
2人 24人

会計事務補助 不問 パート労働者 950円～950円 8人 公認会計士事務所，税理
士事務所

税理士法人　タックス総研  魚津市 土日祝他
1人 42人

世話人（青野の家） 不問 パート労働者 910円～910円 3人 障害者福祉事業

社会福祉法人　新川むつみ園  下新川郡入善
町

他
1人 118人

135

クリーンクルー（黒部市役所） 不問 パート労働者 950円～1,000円 5人 建物サービス業

株式会社オカベ  黒部市 日祝他
1人 155人

133

品質検査 不問 パート労働者 908円～960円 24人 その他の化学工業

有限会社　エヌエイチワイ  下新川郡朝日
町

日祝他
1人 24人

134

箱詰及び袋詰め作業・検品作業 不問 パート労働者 908円～960円

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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