
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

108人 工業用プラスチック製品製造業

(1)8時30分～17時15分 190,000円～263,000円
雇用期間の定めなし 61人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　50,000円まで 108人
年2回（前年度実績） 16040-  958631

7人 一般土木建築工事業
(1)8時00分～17時00分 250,000円～380,000円

雇用期間の定めなし 1人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　27,000円まで 8人
年2回（前年度実績）0円～650,000円 16040-  961531

15人 自動車小売業
(1)9時30分～18時30分 177,700円～243,600円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 2人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり） 厚生
月額　100,000円まで 375人
年2回（前年度実績） 17010- 4501231

5人 自動車小売業
(1)8時00分～16時30分 162,000円～162,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)9時00分～17時30分 2人 雇用・労災・健康・厚生
(3)11時30分～20時00分 実費支給（上限あり）

月額　20,000円まで 626人
16010- 3712631

47人 金属加工機械製造業
(1)8時00分～16時45分 170,000円～180,000円

雇用期間の定めなし 12人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 121人
年2回（前年度実績） 16040-  949331

47人 金属加工機械製造業
(1)8時00分～16時45分 180,000円～300,000円

雇用期間の定めなし 12人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 121人
年2回（前年度実績） 16040-  954531

113人 市町村機関
(1)8時30分～17時15分 168,900円～168,900円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 51人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　31,600円まで 345人
年2回（前年度実績） 16040-  956731

16人 老人福祉・介護事業
(1)8時30分～17時30分 195,500円～240,400円

雇用期間の定めなし 12人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限なし）

44人
年2回（前年度実績） 16040-  959931

10人 医薬品・化粧品小売業
(1)10時00分～19時00分 300,000円～500,000円

雇用期間の定めなし 9人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 150人
年2回（前年度実績） 17010- 4258331

5人 他に分類されない卸売業
(1)8時30分～17時30分 230,000円～310,000円

雇用期間の定めなし 2人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限なし） 厚生・拠出
280人

年2回（前年度実績） 17010- 4355931
50人 一般土木建築工事業

(1)8時30分～17時30分 350,000円～550,000円
雇用期間の定めなし 3人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　30,000円まで 325人
年2回（前年度実績）0円～500,000円 15010- 6262531

54人 建設用・建築用金属製品製造業（製缶板金業を含む）

(1)8時20分～17時20分 235,000円～275,000円
雇用期間の定めなし 18人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり） 拠出
月額　30,000円まで 56人
年2回（前年度実績） 16040-  926131

54人 建設用・建築用金属製品製造業（製缶板金業を含む）

(1)8時20分～17時20分 195,000円～275,000円
雇用期間の定めなし 18人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり） 拠出
月額　30,000円まで 56人
年2回（前年度実績） 16040-  927031

7人 板金・金物工事業
(1)7時30分～17時30分 165,000円～352,000円

雇用期間の定めなし (2)7時30分～17時00分 1人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限なし）

7人
年2回（前年度実績）0円～200,000円 16040-  929231

3人 畜産農業
(1)8時00分～17時00分 197,000円～292,000円

雇用期間の定めなし 3人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 37人

16040-  931331
6人 一般土木建築工事業

(1)8時00分～17時00分 275,000円～380,000円
雇用期間の定めなし 0人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　15,000円まで 6人
年2回（前年度実績） 16040-  933931

1

技術系の総合職 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

入善キタノ製作株式会社

1人
富山県下新川郡朝日町大家庄３１
３６

 下新川郡入
善町

日他
1人

富山県下新川郡入善町古黒部２０
５０番地

0765-72-2000 その他

【先週１週間　２月　６日　～　２月　１０日に受理】

賃金

通勤手当

賞与（前年度実績）

4

レンタカー貸渡業務（黒部宇奈月
温泉駅前店）

不問 正社員以外
変形（1
年単位）

トヨタモビリティ富山　株式会社

0765-82-0560 その他

3

整備士（富山県） 不問 正社員以外

株式会社　ホンダ四輪販売北陸  魚津市　他 火水他

2

施工管理技士 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

有限会社　河内組  下新川郡朝
日町

日他

1人
富山県黒部市沓掛３２５９

 黒部市 他
1人

富山県富山市千歳町２丁目５番２
６号

076-432-4141 その他

2人
石川県金沢市大豆田本町甲５６０ 076-225-8111 毎　週

7

子ども家庭支援員 不問 正社員以外

朝日町役場

0765-52-0888 毎　週

6

営業（商談、見積） 59歳以下 正社員

カナヤママシナリー　株式会社  黒部市 日他

5

経理・労務管理事務 59歳以下 正社員

カナヤママシナリー　株式会社  黒部市 日他

2人
富山県下新川郡入善町青島４０１
番地１

 下新川郡朝
日町

土日祝他
1人

富山県下新川郡朝日町道下１１３
３

0765-83-1100 毎　週

1人
富山県黒部市沓掛３２５９ 0765-52-0888 毎　週

千代田機電　株式会社

0765-32-3786 毎　週

9

薬剤師［入善／はまにし薬局］◎
パート可。就業時間相談可。

59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　瑠璃光（瑠璃光薬局）  下新川郡入
善町

日他

8

看護職 64歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社　ささや木  下新川郡入
善町

他

3人
新潟県新潟市中央区東大通２－２
－９－７０８

 黒部市 日他
1人

石川県金沢市新保本４－６５－１
２

076-269-3501 その他

1人
石川県金沢市小立野１丁目２－７ 076-256-5278 毎　週

12

住宅建材の営業 61歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　アイザック・ユー

025-244-7311 毎　週

11

土木技術者（現場経験者・黒部
市）

64歳以下 正社員

株式会社　エムエーシー　新潟事
務所

 黒部市 土日祝他

10

営業（黒部店） 40歳以下 正社員

2人
富山県魚津市大海寺野１１８１

 魚津市 日祝
2人

富山県魚津市大海寺野１１８１ 0765-22-0939 その他

15

富山県魚津市【東部養豚】飼養管
理作業・農場運営補助

44歳以下 正社員

有限会社　シンムラ

0765-22-0939 その他

14

外装工事作業員 不問 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　平内板金  魚津市 日祝他

13

鋼製建具工事の施工管理業務 61歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　アイザック・ユー  魚津市 日祝

1人
富山県下新川郡朝日町蛭谷４３６

 魚津市 他
2人

富山県黒部市三日市３１３８ 0765-52-5250 その他

3人
富山県魚津市本町１－８－１７ 0765-22-3311 その他

0765-84-8828 その他

16

現場施工管理技士 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

蛭谷建設工業　株式会社  下新川郡朝
日町

日他

℡ ０７６５－２４－０３６５

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

◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。

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

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

その際はあしからずご了承ください。
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℡ 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。

0人 各種商品卸売業
(1)8時00分～17時00分 210,000円～250,000円

雇用期間の定めなし 0人 その他
実費支給（上限あり）
月額　5,000円まで 0人

16040-  934131
83人 郵便局

(1)7時40分～16時40分 161,600円～161,600円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 34人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
日額　2,600円まで 84人
年2回（前年度実績） 16040-  936831

4人 自動車小売業
(1)8時30分～17時00分 175,000円～268,000円

雇用期間の定めなし 2人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　7,000円まで 4人
年2回（前年度実績）280,000円～350,000円 16040-  937231

21人 土木工事業（舗装工事業を除く）

(1)7時30分～16時30分 181,115円～251,640円
雇用期間の定めなし 4人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 42人
年2回（前年度実績）200,000円～300,000円 16040-  939431

21人 土木工事業（舗装工事業を除く）

(1)7時30分～16時30分 175,265円～230,600円
雇用期間の定めなし 4人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 42人
年2回（前年度実績）200,000円～300,000円 16040-  940631

21人 土木工事業（舗装工事業を除く）

(1)8時00分～17時00分 281,000円～451,000円
雇用期間の定めなし 4人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 42人
年2回（前年度実績）100,000円～120,000円 16040-  941931

21人 土木工事業（舗装工事業を除く）

(1)8時00分～17時00分 245,000円～350,000円
雇用期間の定めなし 4人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 42人
年2回（前年度実績）100,000円～190,000円 16040-  942131

3人 建物サービス業
(1)8時30分～17時15分 170,000円～250,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 3人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　50,000円まで 1,456人
年2回（前年度実績）200,000円～400,000円 20010- 2811331

6人 化学製品卸売業
(1)8時45分～17時30分 168,000円～283,000円

雇用期間の定めなし 1人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり） 拠出
月額　30,000円まで 56人
年2回（前年度実績） 16010- 3415131

0人 各種食料品小売業
(1)6時00分～15時00分 191,000円～280,000円

雇用期間の定めなし (2)7時00分～16時00分 0人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)8時00分～17時00分 実費支給（上限なし） 拠出
3,195人

年2回（前年度実績） 16010- 3419531
0人 各種食料品小売業

(1)6時00分～15時00分 191,000円～280,000円
雇用期間の定めなし (2)7時00分～16時00分 0人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)8時00分～17時00分 実費支給（上限なし） 拠出
3,195人

年2回（前年度実績） 16010- 3423131
0人 各種食料品小売業

(1)6時00分～15時00分 191,000円～280,000円
雇用期間の定めなし (2)7時00分～16時00分 0人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)8時00分～17時00分 実費支給（上限なし） 拠出
3,195人

年2回（前年度実績） 16010- 3426231
0人 各種食料品小売業

(1)6時00分～15時00分 191,000円～280,000円
雇用期間の定めなし (2)7時00分～16時00分 0人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)8時00分～17時00分 実費支給（上限なし） 拠出
3,195人

年2回（前年度実績） 16010- 3428431
0人 各種食料品小売業

(1)6時00分～15時00分 191,000円～280,000円
雇用期間の定めなし (2)7時00分～16時00分 0人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)8時00分～17時00分 実費支給（上限なし） 拠出
3,195人

年2回（前年度実績） 16010- 3434231
0人 各種食料品小売業

(1)6時00分～15時00分 191,000円～280,000円
雇用期間の定めなし (2)7時00分～16時00分 0人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)8時00分～17時00分 実費支給（上限なし） 拠出
3,195人

年2回（前年度実績） 16010- 3436431
18人 その他の専門サービス業

(1)8時30分～17時30分 169,000円～209,000円
雇用期間の定めなし 16人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 26人
年2回（前年度実績） 16010- 3464631

18

郵便物の配達（急募） 不問 正社員以外

日本郵便株式会社　郵便事業総本
部　魚津郵便局

17

技術職（廃金属の分類） 不問 正社員

鴻源商事  下新川郡入
善町

日他

1人
富山県魚津市吉島３０４７ー１

 魚津市 他
3人

富山県魚津市本江字中の坪１００
７

0765-22-0300 毎　週

1人
富山県下新川郡入善町浦山新７１
－１

0765-78-1198 その他

21

大型ダンプ運転手 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　籠瀬運輸

0765-24-0101 毎　週

20

重機オペレーター 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　籠瀬運輸  黒部市 日祝他

19

自動車整備 不問 正社員

有限会社　アカネモータース  魚津市 土日祝他

1人
富山県黒部市沓掛３１３３

 黒部市 日祝他
1人

富山県黒部市沓掛３１３３ 0765-54-0246 その他

1人
富山県黒部市沓掛３１３３ 0765-54-0246 その他

24

（契）設備エンジニアリングサー
ビス（魚津市）

不問 正社員以外

ＴＭＥＳ株式会社　長野営業所

0765-54-0246 その他

23

運行管理者 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　籠瀬運輸  黒部市 日祝他

22

土木施工管理技士 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　籠瀬運輸  黒部市 日祝他

2人
富山県富山市呉羽町７２７１－１

 魚津市 土日祝他
1人

長野県長野市高田中村２５９－２
昭和ビル６０３

026-227-5303 その他

1人
富山県黒部市沓掛３１３３ 0765-54-0246 その他

27

日配部門スタッフ【食品スーパー
の日配部門／富山県】

44歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社　大阪屋ショップ

076-436-5154 その他

26

グロス部門スタッフ【食品スー
パーのグロス部門／富山県】

44歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社　大阪屋ショップ  黒部市　他 他

25

営業職（富山・魚津・高岡・砺波
営業所）

64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

東洋ゴム北陸販売　株式会社  魚津市　他 日祝他

3人
富山県富山市赤田４８７－１

 黒部市　他 他
3人

富山県富山市赤田４８７－１ 076-421-1500 その他

3人
富山県富山市赤田４８７－１ 076-421-1500 その他

30

精肉技術者【食品スーパーの精肉
部門／富山県】

44歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社　大阪屋ショップ

076-421-1500 その他

29

惣菜部門担当者【食品スーパー惣
菜部門／富山県】

44歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社　大阪屋ショップ  黒部市　他 他

28

青果部門担当者【食品スーパー青
果部門／富山県】

44歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社　大阪屋ショップ  黒部市　他 他

3人
富山県富山市赤田４８７－１

 黒部市　他 他
3人

富山県富山市赤田４８７－１ 076-421-1500 その他

3人
富山県富山市赤田４８７－１ 076-421-1500 その他

076-421-1500 その他

32

介護職（デイサービス春日の郷） 59歳以下 正社員

有限会社　北陸ケアサービス  下新川郡入
善町

土日他

31

鮮魚技術者【食品スーパーの鮮魚
部門／富山県】

44歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社　大阪屋ショップ  黒部市　他 他

1人
富山県富山市水橋中村町２５１番
地１

076-479-9701 毎　週
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職種 年齢・ 区分 交代制 従業員数 業種

区分 事業所名 就業場所 雇用期間 就業時間 休日 うち女性 加入保険

事業所所在地 電話番号 求人数 週休二日 企業全体 求人番号

【先週１週間　２月　６日　～　２月　１０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。

16人 その他の専門サービス業
(1)22時00分～8時00分 174,000円～240,000円

雇用期間の定めなし (2)7時30分～16時30分 14人 雇用・労災・健康・厚生
(3)10時00分～19時00分 実費支給（上限あり）

月額　20,000円まで 26人
年2回（前年度実績） 16010- 3466131

15人 老人福祉・介護事業
(1)7時30分～16時30分 212,000円～257,000円

雇用期間の定めなし (2)10時00分～19時00分 10人 雇用・労災・健康・厚生
(3)16時00分～10時00分 実費支給（上限あり）

月額　30,000円まで 15人
年2回（前年度実績） 16020- 2067831

5人 老人福祉・介護事業
(1)7時30分～16時30分 212,000円～257,000円

雇用期間の定めなし (2)10時00分～19時00分 2人 雇用・労災・健康・厚生
(3)16時00分～10時00分 実費支給（上限あり）

月額　30,000円まで 15人
年2回（前年度実績） 16020- 2068231

5人 老人福祉・介護事業
(1)7時30分～16時30分 197,000円～252,000円

雇用期間の定めなし (2)10時00分～19時00分 2人 雇用・労災・健康・厚生
(3)16時00分～10時00分 実費支給（上限あり）

月額　30,000円まで 15人
年2回（前年度実績） 16020- 2069531

5人 老人福祉・介護事業
(1)7時30分～16時30分 177,000円～202,000円

雇用期間の定めなし (2)10時00分～19時00分 2人 雇用・労災・健康・厚生
(3)16時00分～10時00分 実費支給（上限あり）

月額　30,000円まで 15人
年2回（前年度実績） 16020- 2070331

5人 老人福祉・介護事業
(1)7時30分～16時30分 172,000円～192,000円

雇用期間の定めなし (2)10時00分～19時00分 2人 雇用・労災・健康・厚生
(3)9時00分～18時00分 実費支給（上限あり）
又は7時30分～19時00分 月額　30,000円まで 15人

年2回（前年度実績） 16020- 2073131
29人 加工紙製造業

(1)8時30分～17時00分 158,000円～190,000円
雇用期間の定めなし 14人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 29人
年2回（前年度実績） 16040-  904431

50人 一般乗用旅客自動車運送業
(1)9時00分～18時00分 200,000円～280,000円

雇用期間の定めなし 9人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　11,300円まで 50人

16040-  905731
31人 その他のはん用機械・同部分品製造業

(1)8時00分～17時00分 180,000円～260,000円
雇用期間の定めなし 10人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　30,000円まで 31人
年2回（前年度実績） 16040-  906331

31人 その他のはん用機械・同部分品製造業

(1)8時00分～17時00分 165,000円～220,000円
雇用期間の定めなし 10人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　30,000円まで 31人
年2回（前年度実績） 16040-  907631

60人 その他の食料品製造業
(1)8時00分～17時00分 157,420円～200,000円

雇用期間の定めなし 28人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり） 厚生
月額　12,000円まで 60人
年2回（前年度実績） 16040-  908931

31人 その他のはん用機械・同部分品製造業

(1)8時00分～17時00分 165,000円～260,000円
雇用期間の定めなし 10人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　30,000円まで 31人
年2回（前年度実績） 16040-  909131

15人 建物サービス業
(1)6時00分～15時00分 180,000円～250,000円

雇用期間の定めなし (2)9時30分～18時30分 14人 雇用・労災・健康・厚生
(3)10時00分～19時00分 実費支給（上限あり）

月額　10,000円まで 17人
年2回（前年度実績） 16040-  910831

6人 自動車整備業
(1)9時00分～18時00分 235,000円～260,000円

雇用期間の定めなし 2人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　5,000円まで 6人
年2回（前年度実績）680,000円～800,000円 16040-  911231

2人 電気工事業
(1)8時00分～17時00分 175,000円～280,000円

雇用期間の定めなし 0人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 2人
年2回（前年度実績） 16040-  912531

8人 その他の生産用機械・同部分品製造業

(1)8時00分～17時00分 193,600円～352,000円
雇用期間の定めなし 4人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 8人

16040-  914731

33

介護職社員（グループホーム春日
の郷）

59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

有限会社　北陸ケアサービス

1人
富山県高岡市関町６－２

 下新川郡入
善町

他
3人

富山県富山市水橋中村町２５１番
地１

076-479-9701 毎　週

36

介護職員（介護福祉士）【グルー
プホームうわの】

18歳～64歳 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社　ウェルフェアサービス

0766-54-6346 その他

35

介護職員（介護支援専門員）【グ
ループホームうわの】

18歳～64歳 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社　ウェルフェアサービス  下新川郡入
善町

他

34

介護職員（介護支援専門員）【グ
ループホーム入善】

18歳～64歳 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社　ウェルフェアサービス  下新川郡入
善町

他

1人
富山県高岡市関町６－２

 下新川郡入
善町

他
1人

富山県高岡市関町６－２ 0766-54-6346 その他

1人
富山県高岡市関町６－２ 0766-54-6346 その他

39

トムソン（打ち抜き機）オペレー
ター

40歳以下 正社員
変形（1
年単位）

黒部紙業　株式会社

0766-54-6346 その他

38

介護職員（日勤のみ）【グループ
ホームうわの】

64歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社　ウェルフェアサービス  下新川郡入
善町

他

37

介護職員【グループホームうわ
の】

18歳～64歳 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社　ウェルフェアサービス  下新川郡入
善町

他

1人
富山県魚津市本江２８６０－２

 黒部市 日他
1人

富山県黒部市石田１１６８－２１ 0765-52-0532 その他

1人
富山県高岡市関町６－２ 0766-54-6346 その他

42

マシンオペレーター（未経験者歓
迎）

40歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　山口技研

0765-22-0640 その他

41

自動化装置の電気配線作業 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　山口技研  下新川郡入
善町

日他

40

大型バス運転手 69歳以下 正社員
変形（1
年単位）

魚津交通株式会社  魚津市 他

2人
富山県魚津市大海寺野６２１

 下新川郡入
善町

日他
2人

富山県下新川郡入善町道古１８３ 0765-72-4344 その他

1人
富山県下新川郡入善町道古１８３ 0765-72-4344 その他

45

介護職員 64歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

有限会社　ブルーム

0765-24-5511 その他

44

自動化機械のメカ組立【　初心者
歓迎！　】

64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　山口技研  下新川郡入
善町

日他

43

ヌードルマシン　オペレーター 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

石川製麺　株式会社  魚津市 他

1人
富山県下新川郡入善町上野６７８
－４

 魚津市 他
2人

富山県魚津市新金屋１－１２－３
８　インテリジェントセンタービ

0765-22-0266 その他

2人
富山県下新川郡入善町道古１８３ 0765-72-4344 その他

48

部品の組立作業 44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　Ｍ．Ｋ．Ｅ

0765-72-4121 その他

47

電気工事士 不問 正社員
変形（1
年単位）

有限会社　大田電気商会  下新川郡入
善町

日他

46

自動車整備士 不問 正社員
変形（1
年単位）

有限会社　上原自動車商会  下新川郡入
善町

日祝他

 下新川郡朝
日町

他
2人

富山県下新川郡朝日町泊４５５－
４

0765-32-4033 その他

1人
富山県下新川郡入善町入膳６１２
１

0765-72-0323 その他
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職種 年齢・ 区分 交代制 従業員数 業種

区分 事業所名 就業場所 雇用期間 就業時間 休日 うち女性 加入保険

事業所所在地 電話番号 求人数 週休二日 企業全体 求人番号

【先週１週間　２月　６日　～　２月　１０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。

8人 その他の生産用機械・同部分品製造業

(1)8時00分～17時00分 176,000円～220,000円
雇用期間の定めなし 4人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 8人

16040-  917931
8人 その他の生産用機械・同部分品製造業

(1)8時00分～17時00分 193,600円～352,000円
雇用期間の定めなし 4人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 8人

16040-  918131
34人 建設用・建築用金属製品製造業（製缶板金業を含む）

(1)8時30分～17時00分 180,000円～250,000円
雇用期間の定めなし (2)8時00分～17時30分 11人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限なし）
100人

年2回（前年度実績） 16040-  920531
38人 水産食料品製造業

(1)8時00分～17時00分 170,000円～180,000円
雇用期間の定めなし 19人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし）
38人

年2回（前年度実績） 16040-  923331
26人 旅館，ホテル

(1)19時00分～0時00分 185,000円～255,000円
雇用期間の定めなし (2)5時00分～8時00分 12人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし）
28人

年2回（前年度実績） 16040-  925931
26人 その他の物品賃貸業

(1)8時30分～17時30分 168,980円～223,320円
雇用期間の定めなし 21人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 175人
年2回（前年度実績） 17010- 3911531

3人 警備業
(1)9時00分～20時00分 182,000円～182,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)20時00分～9時00分 0人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり） 拠出
月額　50,000円まで 479人

17010- 4016631
4人 保険媒介代理業

(1)9時30分～19時00分 225,400円～234,400円
雇用期間の定めなし 2人 雇用・労災・健康・厚生・その他

実費支給（上限あり）
月額　30,000円まで 40人
年2回（前年度実績）270,000円～1,200,000円 17010- 4028831

11,052人 他に分類されない事業サービス業

(1)8時30分～17時30分 215,000円～325,000円
雇用期間の定めなし 2,968人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限なし）
11,900人

27020-11142331
4人 歯科診療所

(1)8時30分～18時30分 180,000円～250,000円
雇用期間の定めなし 4人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし）
4人

年2回（前年度実績） 16040-  877331
104人 老人福祉・介護事業

(1)7時00分～16時00分 162,300円～190,000円
雇用期間の定めなし (2)8時00分～17時00分 76人 雇用・労災・健康・厚生

(3)9時00分～18時00分 実費支給（上限あり）
月額　22,500円まで 132人
年2回（前年度実績） 16040-  879931

93人 病院
(1)7時00分～15時45分 230,000円～313,000円

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

(3)9時45分～18時30分 実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 93人
年2回（前年度実績） 16040-  880231

25人 金属加工機械製造業
(1)8時15分～17時00分 185,000円～350,000円

雇用期間の定めなし 5人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　15,000円まで 25人
年2回（前年度実績） 16040-  882431

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

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

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 93人
年2回（前年度実績） 16040-  883731

25人 金属加工機械製造業
(1)8時15分～17時00分 185,000円～300,000円

雇用期間の定めなし 5人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　15,000円まで 25人
年2回（前年度実績） 16040-  884331

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

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

(3)9時45分～18時30分 実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 93人
年2回（前年度実績） 16040-  885631

2人
富山県下新川郡朝日町泊４５５－
４

51

アルミサッシ製造作業 44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

広浜建材　株式会社

0765-32-4033 その他

50

部品の組立作業 不問 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　Ｍ．Ｋ．Ｅ  下新川郡朝
日町

他

49

簡単な軽作業 不問 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　Ｍ．Ｋ．Ｅ  下新川郡朝
日町

他

2人
富山県魚津市友道１１５３－１

 魚津市 日祝他
2人

富山県魚津市川縁５－７ 0765-22-5522 その他

2人
富山県下新川郡朝日町泊４５５－
４

0765-32-4033 その他

54

総合職（法人向け営業及びルート
配送）

44歳以下 正社員

株式会社　ダスキン北陸

0765-24-6666 その他

53

旅館でのナイトスタッフ 18歳～64歳 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　プレザント  黒部市 他

52

事務及び販売 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

有限会社　尾崎商会（尾崎かまぼ
こ館）

 魚津市 他

1人
石川県金沢市香林坊２丁目４番３
０号 

 魚津市 日祝他
1人

石川県金沢市横川２丁目２４８ 076-246-6123 毎　週

2人
富山県黒部市宇奈月町音澤５８４ 0765-65-2838 その他

57

（常派）生産管理技術者 59歳以下 無期雇用派遣労働者

株式会社　スタッフサービス　大
阪第一オフィス

076-222-2296 その他

56

営業職　来店型保険ショップアド
バイザー　未経験者歓迎

44歳以下 正社員

ティ・アイ・エス株式会社  魚津市 他

55

【セコム北陸】機械警備スタッフ
／黒部市

18歳以上 正社員以外
変形
（1ヶ月

セコム北陸株式会社  黒部市 他

1人
富山県魚津市吉島３８－１

魚津市　他 土日祝他
2人

大阪府大阪市北区角田町８－１ 
大阪梅田ツインタワーズ・ノース

06-4709-8510 毎　週

1人
石川県金沢市北安江２－２４－８
信開北安江ビル１Ｆ

076-265-5066 毎　週

60

看護師 59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

医療法人社団平成会　桜井病院

0765-22-1108 毎　週

59

介護員（特別養護老人ホーム） 62歳以下 正社員
交替制あ
り

社会福祉法人　宇奈月福祉会（特
別養護老人ホーム　おらはうす宇

 黒部市 他

58

歯科衛生士 59歳以下 正社員

加積野歯科医院  魚津市 土日祝他

1人
富山県魚津市三ケ２２７　 
　　　　　　（魚津企業団地内）

 黒部市 他
2人

富山県黒部市荻生６６７５－５ 0765-54-1800 その他

1人
富山県黒部市宇奈月町下立３７ 0765-65-1180 その他

63

旋盤工 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

辻精機株式会社

0765-22-0637 その他

62

理学療法士もしくは作業療法士 59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

医療法人社団平成会　桜井病院  黒部市 日祝他

61

機械オペレーター（ＮＣフライス
盤、マシニングセンター）

59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

辻精機株式会社  魚津市 日祝他

2人
富山県黒部市荻生６６７５－５

 魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市三ケ２２７　 
　　　　　　（魚津企業団地内）

0765-22-0637 その他

1人
富山県黒部市荻生６６７５－５ 0765-54-1800 その他

0765-54-1800 その他

64

准看護師 59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

医療法人社団平成会　桜井病院  黒部市 他
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職種 年齢・ 区分 交代制 従業員数 業種

区分 事業所名 就業場所 雇用期間 就業時間 休日 うち女性 加入保険

事業所所在地 電話番号 求人数 週休二日 企業全体 求人番号

【先週１週間　２月　６日　～　２月　１０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。

51人 一般貨物自動車運送業
(1)8時30分～17時30分 240,000円～350,000円

雇用期間の定めなし 3人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり） 拠出
月額　30,000円まで 4,963人
年2回（前年度実績） 16040-  888031

51人 一般貨物自動車運送業
(1)18時30分～4時00分 344,150円～442,200円

雇用期間の定めなし 3人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり） 拠出
月額　30,000円まで 4,963人
年2回（前年度実績） 16040-  889831

26人 旅館，ホテル
(1)6時30分～9時30分 227,360円～285,656円

雇用期間の定めなし (2)16時30分～21時30分 11人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限なし）

28人
年2回（前年度実績） 16040-  890431

6人 土木工事業（舗装工事業を除く）

(1)7時30分～16時30分 273,000円～430,000円
雇用期間の定めなし 1人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　5,000円まで 6人
年2回（前年度実績）150,000円～500,000円 16040-  892331

26人 ガラス・同製品製造業
(1)8時00分～17時00分 213,000円～273,000円

雇用期間の定めなし 22人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 26人
年2回（前年度実績） 16040-  893631

51人 一般貨物自動車運送業
(1)18時30分～3時45分 373,500円～373,500円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 3人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　30,000円まで 4,963人

16040-  894931
23人 警備業

(1)8時00分～17時00分 172,000円～172,000円
雇用期間の定めなし (2)21時00分～6時00分 1人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
日額　300円まで 299人
年2回（前年度実績）50,000円～200,000円 16040-  896031

46人 水産食料品製造業
(1)8時00分～17時00分 159,600円～184,800円

雇用期間の定めなし 35人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 50人

16040-  898231
46人 水産食料品製造業

(1)8時00分～17時00分 159,600円～176,400円
雇用期間の定めなし 35人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 50人

16040-  899531
3人 管工事業（さく井工事業を除く）

(1)8時00分～17時00分 200,000円～220,000円
雇用期間の定めなし 0人 雇用・労災・健康・厚生

なし 厚生
3人

年2回（前年度実績）50,000円～200,000円 16040-  900031
19人 一般貨物自動車運送業

(1)8時00分～17時00分 220,780円～312,060円
雇用期間の定めなし 5人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　14,300円まで 1,100人
年3回（前年度実績）550,000円～700,000円 21040- 1135331

34人 旅館，ホテル
(1)6時00分～10時00分 1,000円～1,200円

雇用期間の定めなし 15人 労災・財形
実費支給（上限あり）
月額　15,000円まで 34人

16040-  957331
50人 他に分類されないサービス業

(1)7時00分～16時00分 1,160円～1,160円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)9時00分～18時00分 26人 労災

実費支給（上限あり）
月額　50,000円まで 221人
年2回（前年度実績）30,000円～50,000円 17010- 4449431

8人 その他の飲食料品小売業
(1)5時30分～9時30分 908円～1,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)6時00分～10時00分 8人 雇用・労災
実費支給（上限なし）

49,976人
年2回（前年度実績）6,000円～24,000円 17010- 4480431

5人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

950円～1,475円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 2人 労災

実費支給（上限あり）
又は17時00分～0時00分 日額　480円まで 936人

04010-11059131
7人 建物サービス業

(1)8時00分～14時30分 935円～935円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)16時30分～19時30分 6人 労災

実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 1,561人

16010- 3676031

5

清掃員（越野荘） 不問 パート労働者
交替制あ
り

株式会社　ホクタテ  黒部市 他
1人

富山県富山市中野新町１丁目２番
１０号

076-421-0400 毎　週

4

ホール・キッチン［カルビ大将／
黒部店］

不問 パート労働者
交替制あ
り

株式会社　アトム　東北営業本部  黒部市 他
2人

宮城県仙台市青葉区中央４丁目６
－１　ＳＳ３０ビル２７階

022-266-5802 その他

3

調理補助（越野荘） 不問 パート労働者
交替制あ
り

日清医療食品株式会社　近畿支店
北陸営業所

 黒部市 他
1人

石川県金沢市西念３丁目１１番３
４号

076-222-9908 毎　週

2

清掃員（契約社員） 不問 パート労働者
交替制あ
り

中日本ハイウェイ・メンテナンス
北陸株式会社

 魚津市 他
1人

石川県金沢市西念３丁目１番９号 076-261-8111 毎　週

1

朝食スタッフ 60歳以上 パート労働者

有限会社　桃源　（ホテル桃源）  黒部市 他
1人

富山県黒部市宇奈月温泉２２－１ 0765-62-1131 毎　週

66

運行乗務員（大型ドライバー） 44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

トナミ運輸株式会社　黒部営業所

65

集配ドライバー 44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

トナミ運輸株式会社　黒部営業所  黒部市 日祝他

3人
富山県黒部市宇奈月町音澤５８４

 黒部市 他
2人

富山県黒部市沓掛字道上割２００
０－１７

0765-54-1113 その他

1人
富山県黒部市沓掛字道上割２００
０－１７

0765-54-1113 その他

69

製造工程 44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　佐藤アンプル製作所

0765-65-2838 その他

68

現場管理技術者 不問 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　大豊建設  下新川郡入
善町

日他

67

旅館での接客業務 44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　プレザント  黒部市 他

3人
富山県黒部市沓掛字道上割２００
０－１７

 下新川郡入
善町

日祝他
2人

富山県下新川郡入善町上飯野２４
１

0765-74-0373 その他

2人
富山県下新川郡入善町青島８８４ 0765-72-3381 その他

72

蒲鉾製造補助 59歳以下 正社員以外
変形（1
年単位）

株式会社　河内屋

0765-54-1113 毎　週

71

交通誘導警備員 18歳～59歳 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社　トスネット北陸　魚津
営業所

 魚津市 他

70

大型ドライバー 18歳以上 正社員以外

トナミ運輸株式会社　黒部営業所  黒部市 土日祝他

2人
富山県魚津市駅前新町９－１２

 魚津市 日祝他
2人

富山県魚津市駅前新町９－１２ 0765-24-1055 その他

3人
富山県魚津市三ケ９６７番地７ 0765-23-9058 その他

75

総合職（魚津・正社員） 35歳以下 正社員
変形（1
年単位）

飛騨運輸　株式会社

0765-24-1055 その他

74

配管工 35歳以下 正社員

株式会社　文興業  魚津市 土日祝他

73

かまぼこ製造補助 59歳以下 正社員以外
変形（1
年単位）

株式会社　河内屋  魚津市 日祝他

 魚津市 日祝他
1人

岐阜県高山市上岡本町１－５０ 0577-32-1230 その他

2人
富山県魚津市東町１０－１３ 0765-23-1516 毎　週
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職種 年齢・ 区分 交代制 従業員数 業種

区分 事業所名 就業場所 雇用期間 就業時間 休日 うち女性 加入保険
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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。

9人 他に分類されない事業サービス業

(1)5時30分～9時30分 1,500円～1,500円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)5時30分～12時00分 8人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし）
4,171人

16020- 2220431
54人 都道府県機関

(1)7時30分～11時30分 922円～922円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)7時30分～10時30分 7人 公災

実費支給（上限あり）
月額　55,000円まで 133人

16040-  947431
60人 その他の食料品製造業

(1)9時00分～15時00分 908円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)9時00分～13時00分 28人 労災

(3)13時00分～17時00分 実費支給（上限あり）
月額　9,000円まで 60人
年2回（前年度実績） 16040-  950131

60人 その他の食料品製造業
(1)5時30分～14時30分 908円～1,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 28人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　9,000円まで 60人
年2回（前年度実績）10,000円～50,000円 16040-  951031

4人 書籍・文房具小売業
(1)9時30分～16時00分 930円～950円

雇用期間の定めなし 4人 労災
実費支給（上限あり）
月額　5,000円まで 4人

16040-  952831
4人 書籍・文房具小売業

(1)8時30分～15時00分 920円～950円
雇用期間の定めなし 4人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
又は9時00分～15時30分 月額　5,000円まで 4人

16040-  953231
50人 旅館，ホテル

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

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 50人

16040-  955431
8人 医薬品・化粧品小売業

2,000円～2,500円
雇用期間の定めなし 7人 労災

実費支給（上限あり）
又は9時00分～18時00分 月額　20,000円まで 150人

17010- 4260031
17人 燃料小売業

(1)10時00分～19時00分 1,100円～1,100円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 1人 労災

実費支給（上限なし）
又は10時00分～19時00分 3,372人

17080- 1562831
10人 スポーツ施設提供業

(1)15時00分～19時00分 910円～1,000円
雇用期間の定めなし (2)13時00分～17時00分 7人 労災

実費支給（上限あり）
日額　1,000円まで 50人

34010- 8454131
10人 スポーツ施設提供業

(1)14時30分～19時30分 1,000円～1,100円
雇用期間の定めなし (2)8時30分～17時30分 7人 労災

なし
50人

34010- 8458531
21人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

(1)7時30分～10時00分 908円～908円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)10時00分～17時00分 10人 労災

(3)17時00分～22時00分 実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 32,230人

13170- 5981031
10人 建物サービス業

(1)9時00分～12時30分 1,000円～1,000円
雇用期間の定めなし 10人 労災

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 1,900人

16010- 3619031
18人 その他の専門サービス業

(1)8時30分～17時30分 1,000円～1,250円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)8時30分～12時00分 16人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 26人
年2回（前年度実績） 16010- 3465931

16人 自動車小売業
(1)8時50分～17時30分 1,050円～1,100円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 3人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　30,000円まで 145人

16010- 3508431
375人 病院

(1)8時15分～16時45分 1,000円～1,000円
雇用期間の定めなし 278人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり） 拠出
月額　55,000円まで
年2回（前年度実績）0円～88,000円 16040-  932631

1人
富山県富山市高木２０３４ 076-434-3434 毎　週

19

介護職（デイサービス春日の郷） 不問 パート労働者

有限会社　北陸ケアサービス  下新川郡入
善町

土日他
1人

富山県富山市水橋中村町２５１番
地１

076-479-9701 毎　週

21

管理栄養士 不問 パート労働者

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

富山県魚津市六郎丸９９２ 0765-22-1280 毎　週

20

運転手（新川営業所） 不問 パート労働者

富山日野自動車株式会社  下新川郡入
善町

日祝他

18

清掃（特別養護老人ホーム有磯
苑）＃日曜休み　９時～

69歳以下 パート労働者
交替制あ
り

アルコット　株式会社  下新川郡朝
日町

日他
1人

富山県富山市二口町３丁目５番地
－５

076-421-9330 毎　週

17

調理補助（ガスト　黒部店） 不問 パート労働者

株式会社　すかいらーくレストラ
ンツ

 黒部市 他
2人

東京都武蔵野市西久保１－２５－
８

0422-37-5218 毎　週

16

送迎運転手／魚津市 不問 パート労働者

株式会社　サンクセルクル　　ス
ポーツアカデミー広島

 魚津市 日他
2人

広島県広島市西区観音新町１丁目
２－２１　 

082-293-3021 毎　週

15

フロントスタッフ／富山県魚津市 不問 パート労働者

株式会社　サンクセルクル　　ス
ポーツアカデミー広島

 魚津市 日他
2人

広島県広島市西区観音新町１丁目
２－２１　 

082-293-3021 毎　週

14

給油所スタッフ／入善町／未経験
者歓迎

不問 パート労働者
変形
（1ヶ月

株式会社　西日本宇佐美　北陸支
店

 下新川郡入
善町

他
2人

石川県白山市小上町２７３番地 076-275-7778 その他

13

薬剤師・パート［入善町／はまに
し薬局］◎就業時間相談可

不問 パート労働者

株式会社　瑠璃光（瑠璃光薬局）  下新川郡入
善町

日祝他
1人

石川県金沢市小立野１丁目２－７ 076-256-5278 毎　週

12

フロント・サービススタッフ 不問 パート労働者
交替制あ
り

株式会社　宇奈月延対寺荘  黒部市 他
2人

富山県黒部市宇奈月温泉５３ 0765-62-1234 毎　週

11

事務職 不問 パート労働者

有限会社　寺島商店  魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市新金屋１丁目３－７ 0765-22-0873 その他

10

配達員 不問 パート労働者

有限会社　寺島商店  魚津市 土日祝他
1人

富山県魚津市新金屋１丁目３－７ 0765-22-0873 毎　週

9

ルート配送員 不問 パート労働者

石川製麺　株式会社  魚津市 水日他
1人

富山県魚津市大海寺野６２１ 0765-24-5511 毎　週

8

製造業務 不問 パート労働者

石川製麺　株式会社  魚津市 他
2人

富山県魚津市大海寺野６２１ 0765-24-5511 毎　週

7

清掃及び雑役単純労務（会計年度
任用職員）

不問 パート労働者

黒部警察署  黒部市 土日祝
1人

富山県黒部市三日市１５２４－１ 0765-54-0110 毎　週

6

調理員【池田リハビリテーショ
ン】

不問 パート労働者
交替制あ
り

株式会社メフォス東日本　北陸事
業部富山支店

 黒部市 他
1人

富山県高岡市下関町４－５　北陸
読売会館７階

0766-26-6021 毎　週
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職種 年齢・ 区分 交代制 従業員数 業種

区分 事業所名 就業場所 雇用期間 就業時間 休日 うち女性 加入保険

事業所所在地 電話番号 求人数 週休二日 企業全体 求人番号

【先週１週間　２月　６日　～　２月　１０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。

0人 各種商品卸売業
(1)9時00分～15時00分 1,000円～1,250円

雇用期間の定めなし 0人 その他
実費支給（上限あり）
月額　5,000円まで 0人

16040-  935031
49人 都道府県機関

(1)7時30分～11時30分 922円～922円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)7時30分～10時30分 8人 公災

実費支給（上限あり）
月額　55,000円まで 49人

16040-  938531
46人 その他の公衆浴場業

910円～910円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 35人 労災

実費支給（上限あり）
又は9時00分～21時30分 月額　10,000円まで 56人

16040-  943031
46人 その他の公衆浴場業

910円～910円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 35人 労災

実費支給（上限あり）
又は9時00分～22時30分 月額　10,000円まで 56人

16040-  944831
46人 その他の公衆浴場業

910円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 35人 労災

実費支給（上限あり）
又は16時00分～20時00分 月額　10,000円まで 56人

16040-  945231
18人 その他の社会保険・社会福祉・介護事業

(1)9時00分～16時00分 1,200円～1,500円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 13人 労災

実費支給（上限なし）
170人

16040-  901831
3人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

1,000円～1,000円
雇用期間の定めなし 3人 労災

実費支給（上限あり）
又は17時00分～0時00分 月額　4,000円まで 3人

16040-  902231
46人 畜産食料品製造業

(1)10時00分～15時00分 950円～950円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 22人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
又は12時00分～17時00分 月額　10,000円まで 46人

16040-  903531
76人 旅館，ホテル

1,150円～1,300円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 48人 雇用・労災

実費支給（上限なし）
又は9時00分～16時00分 76人

16040-  913431
8人 その他の生産用機械・同部分品製造業

1,000円～1,300円
雇用期間の定めなし 4人 労災

実費支給（上限あり）
又は8時00分～19時00分 月額　10,000円まで 8人

16040-  916631
12人 水産食料品製造業

(1)8時00分～12時00分 1,000円～1,050円
雇用期間の定めなし (2)13時00分～17時00分 7人 労災

実費支給（上限あり）
又は9時00分～18時00分 月額　20,000円まで 12人

16040-  919031
3人 衣服卸売業

(1)13時00分～16時00分 950円～1,000円
雇用期間の定めなし 3人 労災

なし
又は11時00分～17時00分 3人

年1回（前年度実績）50,000円～ 16040-  921431
38人 水産食料品製造業

(1)8時00分～15時45分 910円～910円
雇用期間の定めなし 19人 雇用・労災

なし
又は8時00分～15時45分 38人

年2回（前年度実績）0円～30,000円 16040-  924631
5人 老人福祉・介護事業

(1)7時30分～16時30分 950円～1,050円
雇用期間の定めなし (2)10時00分～19時00分 2人 労災

実費支給（上限あり）
又は8時00分～17時00分 月額　30,000円まで 15人

年2回（前年度実績） 16020- 2071631
5人 老人福祉・介護事業

(1)19時00分～7時30分 1,200円～1,578円
雇用期間の定めなし (2)16時00分～10時00分 2人 労災

実費支給（上限あり）
月額　30,000円まで 15人
年2回（前年度実績）20,000円～100,000円 16020- 2074031

65人 その他の専門サービス業
(1)18時00分～21時00分 1,400円～1,400円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 60人 労災
なし

370人
17080- 1498031

37

洗浄滅菌業務（黒部市民病院） 不問 パート労働者

株式会社　ダスキンヘルスケア北
陸

 黒部市 土日祝
2人

石川県野々市市稲荷２丁目１７６
番地

076-246-8711 毎　週

36

夜間介護職員【グループホームう
わの】

18歳以上 パート労働者
変形
（1ヶ月

株式会社　ウェルフェアサービス  下新川郡入
善町

他
1人

富山県高岡市関町６－２ 0766-54-6346 毎　週

35

パート介護職員【グループホーム
うわの】

不問 パート労働者
変形
（1ヶ月

株式会社　ウェルフェアサービス  下新川郡入
善町

他
1人

富山県高岡市関町６－２ 0766-54-6346 毎　週

34

食品製造員 不問 パート労働者

有限会社　尾崎商会（尾崎かまぼ
こ館）

 魚津市 日他
2人

富山県魚津市友道１１５３－１ 0765-24-6666 毎　週

33

商品の検品・梱包 不問 パート労働者

Ｓｅｎｎａ株式会社  魚津市 他
1人

富山県魚津市港町６－１７ 080-4250-
3829

毎　週

32

店舗の接客・レジ受付・発送業
務・ネット受付業務

不問 パート労働者

株式会社　食品企画Ｋｏｎｏ．  黒部市 他
3人

富山県黒部市宇奈月町下立２８２
９

0765-65-0011 毎　週

31

簡単な軽作業 不問 パート労働者

株式会社　Ｍ．Ｋ．Ｅ  下新川郡朝
日町

他
2人

富山県下新川郡朝日町泊４５５－
４

0765-32-4033 その他

30

経理 不問 パート労働者

入善里山観光開発株式会社（バー
デン明日）

 下新川郡入
善町

他
2人

富山県下新川郡入善町舟見１６７
７番地１

0765-78-2525 毎　週

29

アイスクリーム製造ラインスタッ
フ

不問 パート労働者

横山冷菓　株式会社  黒部市 日他
2人

富山県黒部市石田９７８ 0765-56-7800 その他

28

フロア係 18歳以上 パート労働者

四季料理　悠  魚津市 他
2人

富山県魚津市釈迦堂１丁目１５－
２０

0765-24-5980 毎　週

27

看護師又は准看護師 不問 パート労働者

社会福祉法人　魚津市社会福祉協
議会

 魚津市 土日他
1人

富山県魚津市新金屋２丁目１３－
２６

0765-22-8388 毎　週

26

運転手 不問 パート労働者

有限会社　あさひふるさと創造社
（なないろＫＡＮ・らくち～の）

 下新川郡朝
日町

他
1人

富山県下新川郡朝日町舟川新３５
番地

0765-82-0990 毎　週

25

フロント受付 18歳以上 パート労働者

有限会社　あさひふるさと創造社
（なないろＫＡＮ・らくち～の）

 下新川郡朝
日町

他
2人

富山県下新川郡朝日町舟川新３５
番地

0765-82-0990 その他

24

厨房スタッフ 不問 パート労働者

有限会社　あさひふるさと創造社
（なないろＫＡＮ・らくち～の）

 下新川郡朝
日町

他
2人

富山県下新川郡朝日町舟川新３５
番地

0765-82-0990 毎　週

23

庁舎内外清掃等（会計年度任用職
員）

不問 パート労働者

入善警察署  下新川郡入
善町

土日祝
1人

富山県下新川郡入善町椚山１３８
５

0765-72-0110 毎　週

22

技術職（廃金属の分類） 不問 パート労働者

鴻源商事  下新川郡入
善町

日他
1人

富山県下新川郡入善町浦山新７１
－１

0765-78-1198 毎　週
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職種 年齢・ 区分 交代制 従業員数 業種

区分 事業所名 就業場所 雇用期間 就業時間 休日 うち女性 加入保険

事業所所在地 電話番号 求人数 週休二日 企業全体 求人番号

【先週１週間　２月　６日　～　２月　１０日に受理】

賃金

通勤手当

賞与（前年度実績）

℡ ０７６５－２４－０３６５

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

◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。

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

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

その際はあしからずご了承ください。

7人 建物サービス業
(1)15時00分～20時00分 950円～1,370円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)13時00分～20時00分 7人 労災
(3)20時00分～23時45分 実費支給（上限あり）

月額　20,000円まで 1,561人
16010- 3305431

27人 その他の専門サービス業
(1)11時00分～15時00分 1,100円～1,100円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)13時00分～17時00分 14人 雇用・労災・健康・厚生
(3)7時00分～11時00分 実費支給（上限あり）
又は7時00分～19時00分 月額　16,100円まで 177人

16010- 3318031
27人 その他の専門サービス業

1,200円～1,200円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 14人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
又は7時00分～18時00分 月額　16,100円まで 177人

16010- 3322331
27人 その他の専門サービス業

1,200円～1,200円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 14人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
又は7時00分～18時00分 月額　16,100円まで 177人

16010- 3327831
27人 その他の専門サービス業

(1)9時00分～14時00分 1,100円～1,100円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)9時00分～15時00分 14人 雇用・労災・健康・厚生

(3)11時00分～16時00分 実費支給（上限あり）
又は9時00分～16時00分 月額　16,100円まで 177人

16010- 3330331
24人 老人福祉・介護事業

(1)9時00分～16時00分 1,500円～1,800円
雇用期間の定めなし 19人 労災

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 24人
年2回（前年度実績）10,000円～40,000円 16040-  878631

93人 病院
(1)8時30分～17時15分 1,400円～1,500円

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

16040-  881531
93人 病院

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

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 93人

16040-  886931
93人 病院

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

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 93人

16040-  887131
14人 その他の社会保険・社会福祉・介護事業

(1)6時00分～8時00分 910円～910円
雇用期間の定めなし 14人 労災

実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 98人

16040-  891731
52人 他に分類されない小売業

(1)8時45分～17時15分 1,119円～1,223円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 37人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　7,700円まで 11,465人

18040-  891831

48

専門職（パート）（自転車売場担
当）＜黒部店＞

不問 パート労働者

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

福井県坂井市丸岡町玄女１４－１ 
株式会社コメリ　北陸ストアサ

0776-67-3400 その他

47

施設の補助業務（しんせい花の
丘）早朝

64歳以下 パート労働者

有限会社　真成  黒部市 他
1人

富山県黒部市新牧野３４９　ユ
アーズビル黒部Ｂ棟

0765-57-3070 毎　週

46

介護・看護助手 不問 パート労働者

医療法人社団平成会　桜井病院  黒部市 他
2人

富山県黒部市荻生６６７５－５ 0765-54-1800 毎　週

45

准看護師 不問 パート労働者

医療法人社団平成会　桜井病院  黒部市 他
2人

富山県黒部市荻生６６７５－５ 0765-54-1800 毎　週

44

看護師 不問 パート労働者

医療法人社団平成会　桜井病院  黒部市 他
2人

富山県黒部市荻生６６７５－５ 0765-54-1800 毎　週

43

富山型デイサービスでの看護職 不問 パート労働者

宗教法人　専正寺デイサービスま
ごころ

 魚津市 日他
1人

富山県魚津市本江新町９－８ 0765-23-5980 毎　週

3人
富山県富山市湊入船町３番３０号 076-444-0035 毎　週

42

食堂・喫茶スタッフ（黒部峡谷鉄
道宇奈月駅）

不問 パート労働者

株式会社　ジェック経営コンサル
タント

 黒部市 他
2人

富山県富山市湊入船町３番３０号 076-444-0035 毎　週

41

土産品販売スタッフ（黒部峡谷鉄
道欅平駅売店）

不問 パート労働者

株式会社　ジェック経営コンサル
タント

 黒部市 他
4人

富山県富山市湊入船町３番３０号 076-444-0035 毎　週

40

38

清掃員（満天の湯　魚津店） 不問 パート労働者

株式会社　ホクタテ  魚津市 他
2人

富山県富山市中野新町１丁目２番
１０号

076-421-0400 毎　週

食堂スタッフ（黒部峡谷鉄道欅平
駅食堂）

不問 パート労働者

株式会社　ジェック経営コンサル
タント

 黒部市 他
4人

富山県富山市湊入船町３番３０号 076-444-0035 毎　週

39

売店販売スタッフ（黒部峡谷鉄道
宇奈月駅売店）

不問 パート労働者

株式会社　ジェック経営コンサル
タント

 黒部市 他
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