
職　種 年　齢 従業員数 業　　種
区分 事業所名 就業場所 就業時間 うち女性 加入保険

事業所所在地 電話番号 企業全体 求人番号
介護職社員（通所デイサービス春日の郷） 不問 正社員 (1) 8時30分～17時30分 18人

 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし 16人
雇用・労災・健康・厚生

26人
1人 年2回 2.00月分

介護職社員（グループホーム春日の郷） 不問 正社員 (1)22時00分～ 8時00分 18人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし (2) 7時30分～16時30分 16人

(3)10時00分～19時00分 雇用・労災・健康・厚生

26人
1人 年2回 2.00月分

クレーン運転手 不問 正社員 (1) 7時30分～16時20分 6人
 魚津市 雇用期間の定めなし 1人

雇用・労災・健康・厚生

6人
1人

造園工 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 3人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし 0人

雇用・労災・健康・厚生

3人
1人 年2回

ａｕショップスタッフ／魚津アップルヒル店 49歳以下 正社員 (1)10時00分～19時00分 8人
 魚津市 雇用期間の定めなし 5人

雇用・労災・健康・厚生

36人
2人 年2回 0.80月分

介護職員（けんせいきょう　輝　くろべ） 64歳以下 正社員 (1) 8時15分～17時15分 18人
 黒部市 雇用期間の定めなし (2)16時00分～ 8時30分 15人

雇用・労災・健康・厚生・財形

302人
2人 年2回 3.50月分

ホールスタッフ（調理補助含む）（魚津店） 18歳以上 正社員 5人
 魚津市 雇用期間の定めなし 2人

雇用・労災・健康・厚生

40人
2人 年2回 1.00月分

タイヤ配送業務 不問 正社員以外 (1) 9時00分～18時00分 6人
 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） 1人

雇用・労災・健康・厚生

67人
1人

サービスエンジニア 40歳以下 正社員 (1) 8時30分～17時20分 17人
 魚津市 雇用期間の定めなし 2人

雇用・労災・健康・厚生・財形

440人
1人 年2回 4.00月分

建物コーキング 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 14人
 黒部市 雇用期間の定めなし 4人

雇用・労災・健康・厚生

14人
2人 年2回 1.00月分

ケガキ、穴明け作業（見習い可） 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 20人
 魚津市 雇用期間の定めなし 9人

雇用・労災・健康・厚生

64人
1人 年2回 1.80月分

（派）携帯電話ショップスタツフ 不問 有期雇用派遣 (1)10時00分～19時00分 0人
 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） 0人

雇用・労災・健康・厚生

75人
1人

（派）携帯電話ショップスタッフ 不問 有期雇用派遣 (1)10時00分～19時00分 0人
 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） 0人

雇用・労災・健康・厚生

75人
1人

接客・調理／８号黒部店 18歳以上 正社員以外 (1)22時00分～ 7時00分 16人
 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (2) 0時00分～ 9時00分 5人

雇用・労災・健康・厚生

6,496人
2人 年2回 20万円～30万円

接客・調理／魚津本江店 18歳以上 正社員以外 (1)22時00分～ 7時00分 14人
 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (2) 0時00分～ 9時00分 7人

雇用・労災・健康・厚生

6,496人
2人 年2回 20万円～30万円

（急募）営業管理職（魚津出張所所長補佐） 64歳以下 正社員 (1) 8時30分～17時30分 1人
 魚津市 雇用期間の定めなし 0人

雇用・労災・健康・厚生

51人
1人 年2回 2.00月分

接客・盛付・配達（オーナー候補） 不問 正社員 (1) 9時00分～13時00分 4人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし (2)16時00分～20時00分 4人

雇用・労災・健康・厚生

4人
1人

児童厚生員 不問 正社員以外 (1) 9時30分～18時15分 3人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 3人

雇用・労災・健康・厚生

259人
1人

施工管理（一級建築士） 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 20人
 黒部市 雇用期間の定めなし 5人

雇用・労災・健康・厚生

36人
1人 年2回 5.00月分

土木施工管理職 40歳以下 正社員 (1) 8時00分～17時00分 41人
 魚津市 雇用期間の定めなし 3人

雇用・労災・健康・厚生

41人
2人 年3回 3.52月分

歯科衛生士 不問 正社員 (1) 8時30分～18時00分 8人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし 8人

雇用・労災・健康・厚生・財形

8人
1人 年2回 1.30月分

木日祝他
実費（上限あり）

富山県下新川郡入善町入膳３６９９－１ 0765-72-0262 毎　週 毎月　10,000円まで
16040- 5316691

16040- 5313191

フル
タイム
２０

変形（１年単位）
185,000円～340,000円 一般土木建築工事業

株式会社　関口組 日祝他
実費（上限なし）

富山県魚津市港町７－８ 0765-22-0016 その他 16040- 5314091

フル
タイム
２１

170,000円～200,000円 歯科診療所
野田歯科医院

0765-72-1100 毎　週 毎月　6,000円まで
16040- 5311291

フル
タイム
１９

変形（１年単位）
311,000円～361,000円 一般土木建築工事業

第一建設　株式会社 日他
なし

富山県黒部市飯沢１０７７番地 0765-56-8125 その他

他
実費（上限あり）

富山県下新川郡入善町荒又５４７ 0765-72-2503 毎　週 16040- 5308691

フル
タイム
１８

140,000円～140,000円 市町村機関
入善町役場 日祝他

令和元年10月1日～
令和2年3月31日

実費（上限あり）
富山県下新川郡入善町入膳３２５５番地

03-3444-0233 毎　週 毎月　30,000円まで
13070-82463191

フル
タイム
１７

175,000円～250,000円
その他の飲食料品小
売業本家かまどや入善店

他
12ヶ月 実費（上限なし）

東京都港区港南ニ丁目１８番１号　ＪＲ品
川イーストビル５階

03-6833-5064 毎　週 13040-13181592

フル
タイム
１６

250,000円～340,000円 化学製品卸売業
高千穂商事　株式会社 日祝他

実費（上限あり）
東京都渋谷区広尾１－４－８

17010-25425791

フル
タイム
１４

変形（１ヶ月単位）
190,000円～210,000円

食堂，レストラン
（専門料理店を除株式会社　中部すき家 他

12ヶ月 実費（上限なし）
東京都港区港南ニ丁目１８番１号　ＪＲ品
川イーストビル５階

03-6833-5064 毎　週 13040-13063992

フル
タイム
１５

変形（１ヶ月単位）
190,000円～210,000円

食堂，レストラン
（専門料理店を除株式会社　中部すき家

076-247-8692 毎　週 毎月　3,000円まで
17010-25401291

フル
タイム
１３

211,200円～228,800円 労働者派遣業
株式会社トップス 他

～令和元年11月30
日

実費（上限あり）
石川県金沢市窪７丁目２８５番地 076-247-8692 毎　週 毎月　3,000円まで

土日他
実費（上限なし）

富山県魚津市三ケ２２７ 0765-22-8611 毎　週 16040- 5328891

フル
タイム
１２

211,200円～228,800円 労働者派遣業
株式会社トップス 他

～令和元年11月30
日

実費（上限あり）
石川県金沢市窪７丁目２８５番地

16040- 5324691

フル
タイム
１０

変形（１年単位）
200,000円～300,000円 建物サービス業

アタゴ美建工業　株式会社 日祝他
実費（上限なし）

富山県魚津市仏田３４６１－２ 0765-22-9883 その他 16040- 5326491

フル
タイム
１１

151,200円～168,000円 金属加工機械製造業
株式会社　桜井工業

076-431-8766 その他 16010-21848891

フル
タイム

９

190,000円～260,000円
一般産業用機械・装
置製造業カンケンテクノ　株式会社　魚津出張所・

魚津工場
日祝他

実費（上限なし）
富山県魚津市東山７３８ 075-955-8823 毎　週

～令和元年12月27
日

なし
富山県富山市弥生町２丁目４番１号

他
一定額

富山県富山市荒川２丁目１９－３３ 076-482-4417 又は15時00分～ 1時00分
の間の7時間

その他

実費（上限なし）
富山県富山市金屋５５５

16010-21788091

フル
タイム

８

変形（１年単位）
172,000円～172,000円 自動車小売業

株式会社　品川グループ本社　品川商事カ
ンパニー

他

フル
タイム

７

変形（１ヶ月単位）
159,600円～300,000円 酒場，ビヤホール

株式会社　Ｐ・Ｍ・Ｃ

変形（１ヶ月単位）
178,492円～205,752円

他に分類されない非
営利的団体富山県生活協同組合 他

0767-52-7177 その他 毎月　25,000円まで
17030- 2755291

フル
タイム

６

076-443-8800 毎　週

実費（上限あり）
石川県七尾市神明町１番地

土日他
なし

富山県下新川郡入善町東狐１３０１ 0765-72-2372 毎　週

076-479-9701 毎　週 毎月　20,000円まで

16040- 5335791

フル
タイム

５

182,000円～225,000円
他に分類されない小
売業株式会社　ホクジョー

242,000円～330,000円
一般貨物自動車運送
業南保運輸　株式会社 日祝他

実費（上限あり）
富山県魚津市高畠１６７０番地１ 0765-22-0451 その他 毎月　6,000円まで

16040- 5334491

フル
タイム

４

160,000円～200,000円
土木工事業（舗装工
事業を除く）有限会社　浅倉造園土木

フル
タイム

３

変形（１年単位）

フル
タイム

１

153,000円～185,000円
その他の専門サービ
ス業有限会社　北陸ケアサービス 土日他

実費（上限あり）
富山県富山市水橋中村町２５１番地１ 076-479-9701

フル
タイム

２

変形（１ヶ月単位）
173,000円～205,000円

その他の専門サービ
ス業有限会社　北陸ケアサービス 他

16010-21900491

実費（上限あり）
富山県富山市水橋中村町２５１番地１

毎　週 毎月　20,000円まで
16010-21899591

他

16010-21690591

毎月　5,000円まで

区　分
雇用期間
求人数

交替制 賃　　　金
休　日 通勤手当
週休二日 賞与（前年度実績）

★以下の求人は、先週1週間（９月２日～９月６日）に受理した新規求人です。
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区　分
雇用期間
求人数
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休　日 通勤手当
週休二日 賞与（前年度実績）

★以下の求人は、先週1週間（９月２日～９月６日）に受理した新規求人です。

（請）検査工 不問 正社員以外 (1) 8時00分～17時00分 3人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 2人

雇用・労災・健康・厚生

23人
3人

（請）成形作業オペレーター 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 3人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし (2)17時00分～ 2時00分 2人

雇用・労災・健康・厚生

23人
1人 年2回 5万円～10万円

歯科衛生士（フルタイム／りんごの丘歯科医院） 不問 正社員 (1) 8時40分～18時40分 11人
 魚津市 雇用期間の定めなし (2) 8時40分～18時10分 9人

雇用・労災・健康・厚生

50人
1人 年2回 3.00月分

薬剤師（泊駅前薬局） 59歳以下 正社員 (1) 9時00分～18時00分 4人
 下新川郡朝日町 雇用期間の定めなし (2)10時00分～19時00分 3人

(3) 9時00分～19時00分 雇用・労災・健康・厚生

6,864人
2人 年2回 4.00月分

ナイトフロント（ベストイン魚津） 18歳以上 正社員以外 (1)19時00分～ 9時00分 16人
 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (2)22時00分～ 8時00分 11人

雇用・労災・健康・厚生

2,200人
1人

調理、調理補助、清掃、雑務、賄い業務全般 64歳以下 正社員 (1) 5時00分～21時00分 5人
 黒部市 雇用期間の定めなし 3人

雇用・労災・健康・厚生

60人
3人 年2回 1.00月分

調理師（社会福祉法人　有磯会 不問 正社員以外 (1) 5時00分～14時00分 11人
 下新川郡朝日町 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (2)11時00分～20時00分 7人

雇用・労災・健康・厚生

18,416人
1人

調理師又は栄養士（あさひ総合病院内） 不問 正社員以外 (1) 5時50分～14時35分 11人
 下新川郡朝日町 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (2) 9時15分～18時00分 11人

(3)10時30分～19時15分 雇用・労災・健康・厚生

18,416人
1人

配送ドライバー（魚津支店） 59歳以下 正社員 (1) 8時30分～17時15分 23人
 魚津市 雇用期間の定めなし 8人

雇用・労災・健康・厚生

250人
1人 年2回

店頭販売（滑川店、魚津店、黒部店） 不問 正社員 (1) 9時00分～18時00分 8人
 魚津市　他 雇用期間の定めなし 4人

雇用・労災・健康・厚生・財形

200人
1人 年2回 4.00月分

住宅点検・アフターサービス　（魚津市勤務） 不問 正社員以外 (1) 8時30分～17時30分 13人
 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 3人

雇用・労災・健康・厚生

279人
1人 年2回 1.50月分

旋盤加工業務 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 64人
 下新川郡朝日町 雇用期間の定めなし (2) 6時00分～20時00分 14人

(3)10時00分～15時00分 雇用・労災・健康・厚生・財形

134人
1人 年2回 1.50月分

事務補助員 不問 正社員以外 (1) 9時00分～17時30分 721人
 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 572人

雇用・労災・健康・厚生

778人
1人 年2回 2.00月分

給食調理スタッフ 不問 正社員以外 721人
 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 572人

雇用・労災・健康・厚生

778人
1人 年2回 2.00月分

精神保健福祉士 不問 正社員以外 (1) 8時30分～17時00分 721人
 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 572人

雇用・労災・健康・厚生

778人
1人 年2回 2.00月分

作業員（ダイカストバリ取り） 不問 正社員 (1) 8時20分～17時00分 54人
 黒部市 雇用期間の定めなし 51人

雇用・労災・健康・厚生

78人
1人 年2回 1.80月分

歯科衛生士 不問 正社員 (1) 8時30分～17時30分 6人
 黒部市 雇用期間の定めなし (2)13時00分～19時00分 6人

(3) 8時30分～16時30分 雇用・労災・健康
6人

1人 年2回 3.10月分
一般事務及び清掃業務 59歳以下 正社員 (1) 8時00分～17時00分 14人

 下新川郡朝日町 雇用期間の定めなし 4人
雇用・労災・健康・厚生

190人
1人 年2回

とび職（現場就業業務） 59歳以下 正社員 (1) 8時00分～17時00分 28人
 魚津市 雇用期間の定めなし 4人

雇用・労災・健康・厚生

28人
2人

移動式クレーン運転士 59歳以下 正社員 (1) 8時00分～17時00分 28人
 魚津市 雇用期間の定めなし 4人

雇用・労災・健康・厚生

28人
1人 年2回

土木施工管理技士 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 5人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし 2人

雇用・労災・健康・厚生

5人
1人 年2回 30万円～30万円

0765-72-2387 その他 毎月　10,000円まで
16040- 5301791

日他
実費（上限なし）

富山県魚津市大光寺１１６５－１ 0765-24-3355 その他 16040- 5299591

フル
タイム
４２

変形（１年単位）
250,000円～350,000円 一般土木建築工事業

石川建設　株式会社 日他
実費（上限あり）

富山県下新川郡入善町道古１１０

16040- 5295491

フル
タイム
４０

変形（１年単位）
235,000円～380,000円

建築工事業（木造建
築工事業を除く）株式会社　杉本工業所 日祝他

実費（上限なし）
富山県魚津市大光寺１１６５－１ 0765-24-3355 その他 16040- 5298291

フル
タイム
４１

変形（１年単位）
235,000円～362,000円

建築工事業（木造建
築工事業を除く）株式会社　杉本工業所

0765-54-5775 毎　週 16040- 5293691

フル
タイム
３９

147,560円～200,000円 建物サービス業
株式会社　谷口美装 土日他

実費（上限あり）
富山県下新川郡朝日町山崎４４２－２ 080-6363-5551 毎　週 毎月　30,000円まで

土日他
実費（上限あり）

富山県魚津市大海寺野村５００８ 0765-22-0393 毎　週 毎月　8,000円まで
16040- 5290191

フル
タイム
３８

195,000円～280,000円 歯科診療所
みどり歯科医院 日祝他

実費（上限なし）
富山県黒部市三日市３１３２－４

16040- 5287491

フル
タイム
３６

172,200円～184,500円 病院
黒部市民病院 土日祝他

6ヶ月 実費（上限あり）
富山県黒部市三日市１１０８－１ 0765-54-2211 毎　週 毎月　20,000円まで

16040- 5288791

フル
タイム
３７

144,720円～154,770円
建設用・建築用金属
製品製造業（製缶板有限会社　辻口工業

0765-54-2211 毎　週 毎月　20,000円まで
16040- 5286991

フル
タイム
３５

145,550円～149,650円 病院
黒部市民病院 他

6ヶ月 実費（上限あり）
富山県黒部市三日市１１０８－１ 0765-54-2211 又は 5時00分～20時30分

の間の7時間以上
毎　週 毎月　20,000円まで

土日祝他
実費（上限あり）

富山県下新川郡朝日町草野２７１－３ 0765-82-1100 毎　週 毎月　50,000円まで
16040- 5285691

フル
タイム
３４

133,250円～145,550円 病院
黒部市民病院 土日祝他

令和元年10月1日～ 実費（上限あり）
富山県黒部市三日市１１０８－１

16010-21278891

フル
タイム
３２

170,000円～170,000円 木造建築工事業
株式会社　ＯＳＣＡＲ　Ｊ．Ｊ　（オス
カーホーム）

他
12ヶ月 実費（上限あり）

富山県富山市二口町４丁目７番地１４ 076-422-4592 毎　週 毎月　50,000円まで
16010-21334591

フル
タイム
３３

フレックス 200,000円～300,000円
その他のはん用機
械・同部分品製造業株式会社ＴＳＳ　朝日工場

076-421-1101 その他 毎月　100,000円まで
16010-21218791

フル
タイム
３１

変形（１ヶ月単位）
185,000円～300,000円

写真機・時計・眼鏡
小売業株式会社　メガネのハラダ 他

実費（上限なし）
富山県富山市総曲輪３丁目２－２９ 076-423-5860 その他

他
12ヶ月 実費（上限あり）

富山県富山市西大泉１２番地１０号 076-425-8410 毎　週 毎月　30,000円まで
16010-21196891

フル
タイム
３０

変形（１年単位）
150,000円～210,000円 産業機械器具卸売業

株式会社　北陸電機商会 日祝他
実費（上限あり）

富山県富山市白銀町１番１号

16010-21189291

フル
タイム
２８

変形（１ヶ月単位）
158,500円～213,000円

その他の飲食料品小
売業株式会社　魚国総本社　北陸支社 他

12ヶ月 実費（上限あり）
富山県富山市西大泉１２番地１０号 076-425-8410 その他 毎月　26,000円まで

16010-21193991

フル
タイム
２９

交替制あり 158,500円～231,600円
その他の飲食料品小
売業株式会社　魚国総本社　北陸支社

059-351-3416 その他 毎月　45,000円まで
24010-11851691

フル
タイム
２７

188,800円～248,800円
食堂，レストラン
（専門料理店を除株式会社　北陸厚生 他

実費（上限あり）
富山県富山市下新町８－１６　自治労とや
ま会館　１階

076-433-3988 その他 毎月　20,000円まで

他
実費（上限なし）

石川県白山市松本町２５１２ 076-274-6111 その他 17080- 9265191

フル
タイム
２６

変形（１ヶ月単位）
200,000円～250,000円 旅館，ホテル

株式会社　グリーンズ 他
12ヶ月 実費（上限あり）

三重県四日市市鵜の森１－４－２８ 
ユマニテクプラザ５階

16040- 5322091

フル
タイム
２４

特定曜日のみ(2)(3)
200,000円～260,000円 歯科診療所

医療法人社団　光の道 日祝他
実費（上限なし）

富山県滑川市常盤町１８１－４１ 080-1956-9782 毎　週 16070- 2873891

フル
タイム
２５

変形（１ヶ月単位）
345,000円～345,000円

医薬品・化粧品小売
業株式会社　クスリのアオキ

090-5682-2404 毎　週 毎月　6,000円まで
16040- 5321191

フル
タイム
２３

167,200円～217,360円
その他のプラスチッ
ク製品製造業小路産業株式会社 日他

実費（上限あり）
富山県下新川郡入善町小摺戸１７４５ 090-6947-0852 毎　週 毎月　6,000円まで

フル
タイム
２２

149,310円～199,080円
その他のプラスチッ
ク製品製造業小路産業株式会社 日他

6ヶ月 実費（上限あり）
富山県下新川郡入善町小摺戸１７４５
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職　種 年　齢 従業員数 業　　種
区分 事業所名 就業場所 就業時間 うち女性 加入保険

事業所所在地 電話番号 企業全体 求人番号

区　分
雇用期間
求人数

交替制 賃　　　金
休　日 通勤手当
週休二日 賞与（前年度実績）

★以下の求人は、先週1週間（９月２日～９月６日）に受理した新規求人です。

普通土木作業員 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 5人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし 2人

雇用・労災・健康・厚生

5人
1人 年2回 30万円～30万円

塗装工 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 2人
 魚津市 雇用期間の定めなし 0人

雇用・労災
2人

1人 年2回
【急募】セールスドライバー職（黒部営業所） 不問 正社員以外 (1) 8時00分～17時00分 46人

 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） 9人
雇用・労災・健康・厚生

54,396人
2人

（紹派）現場管理者（富山県黒部市宇奈月町下立） 不問 有期雇用派遣 (1) 8時30分～17時30分 10人
 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 2人

雇用・労災・健康・厚生

120人
1人

営業員（魚津） 59歳以下 正社員 (1) 8時20分～17時30分 8人
 魚津市 雇用期間の定めなし 0人

雇用・労災・健康・厚生

138人
1人 年2回 4.00月分

農業アドバイザー（農業資材の営業および営農指導・相談対応 不問 正社員以外 (1) 8時45分～17時45分 11,330人
 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 6,696人

雇用・労災・健康・厚生・財形

11,330人
1人 年2回 0.74月分

農業アドバイザー（農業資材の営業および営農指導・相談対応 不問 正社員以外 (1) 8時45分～17時45分 11,330人
 魚津市　他 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 6,696人

雇用・労災・健康・厚生・財形

11,330人
1人 年2回 0.74月分

販売スタッフ【コスモ２１】 不問 正社員以外 4人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし 4人

雇用・労災・健康・厚生・財形

52人
2人

ルート営業職（入善営業所） 40歳以下 正社員 (1) 8時30分～18時30分 6人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし (2) 8時30分～17時00分 1人

雇用・労災・健康・厚生・財形

44人
1人 年2回 4.00月分

交通誘導警備員 18歳以上 正社員以外 (1) 8時00分～17時00分 34人
 魚津市　他 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 2人

雇用・労災・健康・厚生

45人
5人

システム営業 59歳以下 正社員 (1) 9時00分～18時00分 81人
 黒部市　他 雇用期間の定めなし 13人

雇用・労災・健康・厚生・財形

102人
1人 年3回

電気工事士（現場監督） 59歳以下 正社員 (1) 8時00分～17時00分 6人
 魚津市　他 雇用期間の定めなし 1人

雇用・労災・健康・厚生

6人
2人 年2回

電気工事士（見習い） 40歳以下 正社員 (1) 8時00分～17時00分 6人
 魚津市　他 雇用期間の定めなし 1人

雇用・労災・健康・厚生

6人
2人 年2回

調剤アシスタント（黒部市、魚津市） 29歳以下 正社員 (1) 9時00分～17時45分 290人
 黒部市　他 雇用期間の定めなし 236人

雇用・労災・健康・厚生

290人
1人 年2回

リフォーム工事施工管理【掛尾・上飯野・魚津・黒部店】 不問 正社員 (1) 8時30分～17時40分 12人
 魚津市　他 雇用期間の定めなし 2人

雇用・労災・健康・厚生・財形

179人
4人 年3回 5.00月分

インテリアコーディネーター【掛尾店・上飯野店・魚津店】 59歳以下 正社員 (1) 8時30分～17時40分 12人
 魚津市　他 雇用期間の定めなし 2人

雇用・労災・健康・厚生・財形

179人
3人 年3回 5.00月分

インテリアコーディネーター 59歳以下 正社員 (1) 8時30分～17時40分 25人
 魚津市　他 雇用期間の定めなし 8人

雇用・労災・健康・厚生・財形

87人
1人 年3回 5.00月分

不動産仕入れ、販売及び管理全般【高岡店・富山店・魚津店】 不問 正社員 (1) 8時30分～17時40分 25人
 魚津市　他 雇用期間の定めなし 8人

雇用・労災・健康・厚生・財形

87人
3人 年3回 5.00月分

リフォーム工事施工管理【高岡店・富山店・魚津店】 59歳以下 正社員 (1) 8時30分～17時40分 15人
 魚津市　他 雇用期間の定めなし 3人

雇用・労災・健康・厚生・財形

87人
3人 年3回 5.00月分

ホテルスタッフ 18歳以上 正社員 (1) 8時00分～17時00分 33人
 魚津市 雇用期間の定めなし (2)13時00分～22時00分 30人

(3)22時00分～ 8時00分 雇用・労災・健康・厚生

14,056人
1人 年2回 2.00月分

ナイトフロントスタッフ 64歳以下 正社員 (1)22時00分～ 8時00分 33人
 魚津市 雇用期間の定めなし 30人

雇用・労災・健康・厚生

14,056人
1人 年2回 2.00月分

16040- 4903691

0765-22-7411 その他 毎月　15,000円まで
16040- 4902391

フル
タイム
６３

変形（１年単位）
203,500円～300,000円 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）

他
実費（上限あり）

富山県魚津市上村木２－３－３９ 0765-22-7411 その他 毎月　15,000円まで

水祝他
実費（上限なし）

富山県高岡市下牧野３３－１ 0766-84-3683 その他 16020-11648691

フル
タイム
６２

交替制あり 203,500円～300,000円 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）

他
実費（上限あり）

富山県魚津市上村木２－３－３９

16020-11641791

フル
タイム
６０

変形（１年単位）
232,000円～532,000円 木造建築工事業

ウッドライフホーム株式会社 水祝他
実費（上限なし）

富山県高岡市下牧野３３－１ 0766-84-3683 その他 16020-11644591

フル
タイム
６１

変形（１年単位）
220,000円～500,000円 木造建築工事業

ウッドライフホーム株式会社

0766-84-6110 その他 16020-11623491

フル
タイム
５９

変形（１年単位）
215,000円～355,000円 木造建築工事業

ウッドライフホーム株式会社 水祝他
実費（上限なし）

富山県高岡市下牧野３３－１ 0766-84-3683 その他

水祝他
実費（上限なし）

富山県高岡市下牧野３６－２ 0766-84-6110 その他 16020-11622991

フル
タイム
５８

変形（１年単位）
205,000円～355,000円 一般土木建築工事業

石友リフォームサービス株式会社 水祝他
実費（上限なし）

富山県高岡市下牧野３６－２

16010-21047491

フル
タイム
５６

変形（１ヶ月単位）
156,000円～156,000円

医薬品・化粧品小売
業チューリップ調剤　株式会社 日祝他

実費（上限あり）
富山県富山市牛島町１番４号 076-441-1331 その他 毎月　50,000円まで

16010-21083291

フル
タイム
５７

変形（１年単位）
220,000円～500,000円 一般土木建築工事業

石友リフォームサービス株式会社

076-456-9039 毎　週 16010-21046991

フル
タイム
５５

160,000円～200,000円 電気工事業
株式会社　清水電設 土日祝他

実費（上限なし）
富山県富山市二俣５０３－２ 076-456-9039 毎　週

土日祝他
実費（上限なし）

富山県富山市柳町１－１－１１ 076-433-1822 毎　週 16010-21003391

フル
タイム
５４

250,000円～300,000円 電気工事業
株式会社　清水電設 土日祝他

実費（上限なし）
富山県富山市二俣５０３－２

16010-20772991

フル
タイム
５２

変形（１年単位）
180,400円～220,000円 警備業

サンユウセキュリティ　株式会社 他
12ヶ月 実費（上限あり）

富山県富山市天正寺１０８０ 076-420-7333 毎　週 毎月　10,000円まで
16010-20947391

フル
タイム
５３

191,000円～295,000円 ソフトウェア業
株式会社　トヤマデータセンター

0765-74-9109 又は 9時30分～19時00分
の間の8時間

毎　週 毎月　10,000円まで
15100- 2037991

フル
タイム
５１

変形（１年単位）
196,000円～280,000円 産業機械器具卸売業

山崎機工　株式会社 日他
実費（上限なし）

富山県富山市針原中町５０３番地 076-451-8001 その他

他
12ヶ月 実費（上限あり）

新潟市南区清水４５０１番地１ 025-371-4115 その他 毎月　17,700円まで
15070- 8960791

フル
タイム
５０

149,600円～167,200円
その他の各種商品小
売業（従業者が常時株式会社　山下 他

実費（上限あり）
新潟県糸魚川市南寺町１－１０－３

15030- 8314991

フル
タイム
４８

変形（１ヶ月単位）
170,000円～200,000円

他に分類されない小
売業株式会社　コメリ 他

12ヶ月 実費（上限あり）
新潟市南区清水４５０１番地１ 025-371-4115 その他 毎月　17,700円まで

15070- 8959391

フル
タイム
４９

変形（１ヶ月単位）
170,000円～200,000円

他に分類されない小
売業株式会社　コメリ

0120-898-933 毎　週 毎月　10,000円まで
28010-27558091

フル
タイム
４７

変形（１年単位）
220,000円～300,000円 産業機械器具卸売業

株式会社　エム・エー・シー　テクノロ
ジー

日祝他
実費（上限あり）

新潟県上越市上中田１１７８番地 025-525-8181 その他 毎月　20,000円まで

他
3ヶ月 実費（上限あり）

愛知県小牧市大字三ツ渕惣作１３５０ 0120-789-635 その他 毎月　100,000円まで
23170-13336091

フル
タイム
４６

272,000円～272,000円 職業紹介業
株式会社　協立ジャパン　神戸営業所 土日祝

6ヶ月 実費（上限あり）
兵庫県神戸市中央区相生町４丁目３ー１　 
　　　　　　　神戸ストークビル３０２号

16040- 5302891

フル
タイム
４４

173,600円～303,800円 塗装工事業
朝野塗工 日他

なし
富山県黒部市前沢７１４ 090-8969-8896 毎　週 16040- 5307391

フル
タイム
４５

変形（１ヶ月単位）
160,000円～210,000円

一般貨物自動車運送
業佐川急便株式会社

フル
タイム
４３

変形（１年単位）
240,000円～330,000円 一般土木建築工事業

石川建設　株式会社 日他
実費（上限あり）

富山県下新川郡入善町道古１１０ 0765-72-2387 その他 毎月　10,000円まで
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職　種 年　齢 従業員数 業　　種
区分 事業所名 就業場所 就業時間 うち女性 加入保険

事業所所在地 電話番号 企業全体 求人番号

区　分
雇用期間
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交替制 賃　　　金
休　日 通勤手当
週休二日 賞与（前年度実績）

★以下の求人は、先週1週間（９月２日～９月６日）に受理した新規求人です。

ホテルレストランスタッフ 不問 正社員 (1) 5時30分～ 9時30分 33人
 魚津市 雇用期間の定めなし (2)18時00分～22時00分 30人

(3) 5時30分～14時30分 雇用・労災・健康・厚生

14,056人
1人 年2回

保育士 不問 正社員以外 (1) 8時00分～17時00分 38人
 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (2) 8時30分～17時30分 38人

(3) 9時00分～18時00分 雇用・労災・健康・厚生

72人
1人 年2回 2.00月分

介護職員 不問 正社員以外 (1) 7時00分～16時00分 180人
 下新川郡朝日町 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (2) 9時00分～18時00分 131人

(3)10時00分～19時00分 雇用・労災・健康・厚生

180人
5人 年2回 2.00月分

看護師 59歳以下 正社員 (1) 8時30分～17時30分 180人
 下新川郡朝日町 雇用期間の定めなし (2) 8時00分～17時00分 131人

(3) 9時30分～18時30分 雇用・労災・健康・厚生・財形

180人
3人 年2回 4.20月分

介護職員 59歳以下 正社員 (1) 7時00分～16時00分 180人
 下新川郡朝日町 雇用期間の定めなし (2)10時00分～19時00分 131人

(3)18時00分～ 7時00分 雇用・労災・健康・厚生・財形

180人
5人 年2回 4.20月分

作業療法士 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 61人
 下新川郡朝日町 雇用期間の定めなし (2) 8時30分～17時30分 50人

雇用・労災・健康・厚生・財形

180人
1人 年2回 4.20月分

鳶工及び見習工 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 7人
 魚津市 雇用期間の定めなし 1人

雇用・労災・健康・厚生

7人
3人 年2回 10万円～20万円

保育士 不問 正社員以外 (1) 7時00分～15時45分 36人
 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (2) 8時30分～17時00分 35人

(3)10時15分～19時00分 雇用・労災・健康・厚生

74人
1人 年2回

生産技術 59歳以下 正社員 (1) 8時30分～17時15分 103人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし 57人

雇用・労災・健康・厚生・財形

103人
1人 年2回 3.00月分

品質管理 59歳以下 正社員 (1) 8時30分～17時15分 103人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし 57人

雇用・労災・健康・厚生・財形

103人
1人 年2回 3.00月分

製造管理スタッフ 59歳以下 正社員 (1) 8時30分～17時15分 103人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし 57人

雇用・労災・健康・厚生・財形

103人
1人 年2回 3.00月分

介護職【魚津市】 不問 正社員 (1) 8時30分～17時30分 14人
 魚津市 雇用期間の定めなし 11人

雇用・労災・健康・厚生・財形

160人
1人

介護職 不問 正社員 (1) 7時30分～16時30分 107人
 魚津市 雇用期間の定めなし (2) 8時30分～17時30分 94人

(3) 9時45分～18時45分 雇用・労災・健康・厚生・財形

165人
1人 年2回 4.00月分

材料調達業務 不問 正社員 (1) 8時20分～17時00分 3,840人
 黒部市 雇用期間の定めなし 1,192人

雇用・労災・健康・厚生・財形

4,131人
1人 年2回

機械組立技能者 不問 正社員 (1) 8時20分～17時00分 3,960人
 黒部市 雇用期間の定めなし 1,247人

雇用・労災・健康・厚生・財形

4,347人
3人 年2回

Ｆ機械組立技能者（工機） 不問 正社員以外 (1) 8時20分～17時00分 3,441人
 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 1,296人

雇用・労災・健康・厚生

3,914人
1人

看護師　准看護師（特別養護老人ホーム） 59歳以下 正社員 (1) 8時00分～17時00分 4人
 黒部市 雇用期間の定めなし (2) 8時30分～17時30分 3人

(3) 9時00分～18時00分 雇用・労災・健康・厚生

130人
1人 年2回 3.95月分

普通旋盤技術者（工機） 不問 正社員以外 (1) 8時20分～17時00分 3,441人
 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 1,296人

雇用・労災・健康・厚生

3,914人
1人

介護員（特別養護老人ホーム） 59歳以下 正社員 (1) 7時00分～16時00分 32人
 黒部市 雇用期間の定めなし (2) 8時00分～17時00分 17人

(3) 9時00分～18時00分 雇用・労災・健康・厚生

130人
5人 年2回 3.95月分

製造（ＮＣフライス盤） 不問 正社員 (1) 8時20分～17時00分 3,960人
 黒部市 雇用期間の定めなし 1,247人

雇用・労災・健康・厚生・財形

4,347人
1人 年2回

製造（ＮＣフライス盤） 不問 正社員以外 (1) 8時20分～17時00分 3,960人
 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 1,247人

雇用・労災・健康・厚生

4,347人
1人

16040- 4935191

フル
タイム
８４

183,000円～220,000円
装身具・装飾品・ボ
タン・同関連品製造ＹＫＫ株式会社　黒部事業所 日他

4ヶ月 実費（上限あり）
富山県黒部市吉田２００ 0765-54-8399 その他 毎月　20,800円まで

16040- 4936091

0765-65-1180 その他 毎月　22,500円まで
16040- 4931791

フル
タイム
８３

変形（１年単位）
183,000円～400,000円

装身具・装飾品・ボ
タン・同関連品製造ＹＫＫ株式会社　黒部事業所 日他

実費（上限あり）
富山県黒部市吉田２００ 0765-54-8399 その他 毎月　20,800円まで

日他
4ヶ月 実費（上限あり）

富山県黒部市吉田２００ 0765-54-8399 その他 毎月　20,800円まで
16040- 4930491

フル
タイム
８２

交替制あり 157,300円～185,000円 老人福祉・介護事業
社会福祉法人　宇奈月福祉会（特別養護老
人ホーム　おらはうす宇奈月）

他
実費（上限あり）

富山県黒部市宇奈月町下立３７

16040- 4928391

フル
タイム
８０

交替制あり 174,600円～193,100円 老人福祉・介護事業
社会福祉法人　宇奈月福祉会（特別養護老
人ホーム　おらはうす宇奈月）

他
実費（上限あり）

富山県黒部市宇奈月町下立３７ 0765-65-1180 毎　週 毎月　22,500円まで
16040- 4929691

フル
タイム
８１

変形（１年単位）
180,800円～200,000円

装身具・装飾品・ボ
タン・同関連品製造ＹＫＫ株式会社　黒部事業所

0765-54-8399 その他 毎月　20,800円まで
16040- 4927091

フル
タイム
７９

変形（１年単位）
179,500円～196,300円

装身具・装飾品・ボ
タン・同関連品製造ＹＫＫ株式会社　黒部事業所 日他

4ヶ月 実費（上限あり）
富山県黒部市吉田２００ 0765-54-8399 その他 毎月　20,800円まで

日他
実費（上限あり）

富山県黒部市吉田２００ 0765-54-8399 その他 毎月　20,800円まで
16040- 4926191

フル
タイム
７８

変形（１年単位）
183,000円～400,000円

装身具・装飾品・ボ
タン・同関連品製造ＹＫＫ株式会社　黒部事業所 日他

実費（上限あり）
富山県黒部市吉田２００

16040- 4924291

フル
タイム
７６

変形（１ヶ月単位）
154,400円～243,100円 老人福祉・介護事業

社会福祉法人　海望福祉会（あんどの里） 他
実費（上限あり）

富山県魚津市仏田３４６８番地 0765-22-8808 その他 毎月　13,000円まで
16040- 4925591

フル
タイム
７７

変形（１年単位）
250,000円～400,000円

装身具・装飾品・ボ
タン・同関連品製造ＹＫＫ株式会社　黒部事業所

0765-72-2000 その他 毎月　50,000円まで
16040- 4923891

フル
タイム
７５

変形（１ヶ月単位）
148,900円～237,600円 老人福祉・介護事業

社会福祉法人　海望福祉会（あんどの里） 他
実費（上限あり）

富山県魚津市仏田３４６８番地 0765-22-8808 その他 毎月　13,000円まで

日他
実費（上限あり）

富山県下新川郡入善町古黒部２０５０番地 0765-72-2000 その他 毎月　50,000円まで
16040- 4922791

フル
タイム
７４

変形（１年単位）
190,000円～250,000円

工業用プラスチック
製品製造業入善キタノ製作株式会社 日他

実費（上限あり）
富山県下新川郡入善町古黒部２０５０番地

16040- 4919091

フル
タイム
７２

変形（１年単位）
190,000円～260,000円

工業用プラスチック
製品製造業入善キタノ製作株式会社 日他

実費（上限あり）
富山県下新川郡入善町古黒部２０５０番地 0765-72-2000 その他 毎月　50,000円まで

16040- 4920991

フル
タイム
７３

変形（１年単位）
190,000円～250,000円

工業用プラスチック
製品製造業入善キタノ製作株式会社

0765-24-3595 その他 毎月　7,500円まで
16040- 4918191

フル
タイム
７１

変形（１年単位）
163,500円～183,000円 児童福祉事業

社会福祉法人　新川児童福祉会　　かづみ
認定こども園

日祝他
12ヶ月 実費（上限あり）

富山県魚津市吉島１３２ 0765-22-6351 その他 毎月　55,000円まで

土日他
実費（上限あり）

富山県下新川郡朝日町泊　５５５ 0765-82-2200 毎　週 毎月　55,000円まで
16040- 4913491

フル
タイム
７０

変形（１年単位）
207,000円～368,000円

とび・土工・コンク
リート工事業株式会社　高塚 日祝他

実費（上限あり）
富山県魚津市三ケ１７５４－１１

16040- 4911691

フル
タイム
６８

交替制あり 162,400円～266,700円 老人福祉・介護事業
社会福祉法人　有磯会 他

実費（上限あり）
富山県下新川郡朝日町泊　５５５ 0765-82-2200 その他 毎月　55,000円まで

16040- 4912991

フル
タイム
６９

198,600円～198,600円 老人福祉・介護事業
社会福祉法人　有磯会

0765-82-2200 毎　週 毎月　55,000円まで
16040- 4910391

フル
タイム
６７

変形（１ヶ月単位）
178,200円～275,400円 老人福祉・介護事業

社会福祉法人　有磯会 他
実費（上限あり）

富山県下新川郡朝日町泊　５５５ 0765-82-2200 その他 毎月　55,000円まで

土日祝他
令和元年9月2日～
令和2年3月31日

実費（上限あり）
富山県黒部市三日市２９５－６ 0765-54-1064 毎　週 毎月　6,000円まで

16040- 4909591

フル
タイム
６６

交替制あり 158,060円～241,200円 老人福祉・介護事業
社会福祉法人　有磯会 他

～令和2年3月31日 実費（上限あり）
富山県下新川郡朝日町泊　５５５

フル
タイム
６４

交替制あり 173,500円～300,000円 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）

他
実費（上限あり）

富山県魚津市上村木２－３－３９ 0765-22-7411 その他 毎月　15,000円まで
16040- 4904991

フル
タイム
６５

152,000円～160,000円 児童福祉事業
社会福祉法人　あいじ福祉会
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職　種 年　齢 従業員数 業　　種
区分 事業所名 就業場所 就業時間 うち女性 加入保険

事業所所在地 電話番号 企業全体 求人番号

区　分
雇用期間
求人数

交替制 賃　　　金
休　日 通勤手当
週休二日 賞与（前年度実績）

★以下の求人は、先週1週間（９月２日～９月６日）に受理した新規求人です。

製造（フライス盤） 不問 正社員 (1) 8時20分～17時00分 3,960人
 黒部市 雇用期間の定めなし 1,247人

雇用・労災・健康・厚生・財形

4,347人
1人 年2回

臨床工学士 不問 正社員 (1) 8時30分～17時30分 88人
 下新川郡朝日町 雇用期間の定めなし 71人

雇用・労災・健康・厚生

88人
1人

製造（フライス盤） 不問 正社員以外 (1) 8時20分～17時00分 3,960人
 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 1,247人

雇用・労災・健康・厚生

4,347人
1人

製造（ＮＣ旋盤） 不問 正社員 (1) 8時20分～17時00分 3,960人
 黒部市 雇用期間の定めなし 1,247人

雇用・労災・健康・厚生・財形

4,347人
1人 年2回

製造（ＮＣ旋盤） 不問 正社員以外 (1) 8時20分～17時00分 3,960人
 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 1,247人

雇用・労災・健康・厚生

4,347人
1人

設備保全業務及び製造業務 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 20人
 黒部市 雇用期間の定めなし 6人

雇用・労災・健康・厚生

20人
3人

保育士 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 19人
 黒部市 雇用期間の定めなし (2) 8時30分～17時30分 18人

(3) 9時00分～18時00分 雇用・労災・健康・厚生

19人
2人

販売・商品管理（黒部店） 39歳以下 正社員 22人
 黒部市 雇用期間の定めなし 16人

雇用・労災・健康・厚生

760人
2人 年2回

現場管理業務及び事務処理 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 6人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし 2人

雇用・労災・健康・厚生

6人
1人 年2回

看護助手 不問 正社員 (1) 8時30分～17時00分 90人
 魚津市 雇用期間の定めなし (2)16時30分～22時00分 60人

(3)16時30分～ 9時00分 雇用・労災・健康・厚生・財形

120人
2人 年2回

販売・商品管理（新入善店） 39歳以下 正社員 31人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし 27人

雇用・労災・健康・厚生

750人
2人 年2回

正看護師 59歳以下 正社員 (1) 9時00分～17時30分 134人
 魚津市 雇用期間の定めなし (2)17時00分～ 9時00分 116人

雇用・労災・健康・厚生・財形

134人
1人 年2回 4.50月分

准看護師 59歳以下 正社員 (1) 9時00分～17時30分 134人
 魚津市 雇用期間の定めなし (2)17時00分～ 9時00分 116人

雇用・労災・健康・厚生・財形

134人
1人 年2回 4.50月分

歯科衛生士 不問 正社員 (1) 8時30分～18時30分 9人
 魚津市 雇用期間の定めなし (2) 8時30分～18時00分 9人

雇用・労災・健康・厚生

9人
1人 年2回 3.80月分

介護支援専門員 不問 正社員 (1) 8時30分～17時15分 20人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし 16人

雇用・労災・健康・厚生・財形

907人
1人 年2回 4.20月分

介護職（グループホーム／夜勤なし） 不問 正社員 15人
 黒部市 雇用期間の定めなし 12人

雇用・労災・健康・厚生

16人
1人 年2回 1.50月分

農作業 40歳以下 正社員 (1) 8時00分～17時00分 2人
 下新川郡朝日町 雇用期間の定めなし 2人

雇用・労災・健康・厚生

2人
2人

看護師（カリエール） 不問 正社員以外 (1) 8時30分～17時00分 721人
 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (2)16時30分～ 0時45分 572人

(3) 0時45分～ 8時45分 雇用・労災・健康・厚生

778人
2人 年2回 2.00月分

介護職（グループホーム／夜勤あり） 不問 正社員 (1)16時30分～ 9時30分 15人
 黒部市 雇用期間の定めなし 12人

雇用・労災・健康・厚生

16人
1人 年2回 1.50月分

看護師 不問 正社員以外 (1) 8時30分～17時00分 721人
 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 572人

雇用・労災・健康・厚生

778人
1人 年2回 2.00月分

介護士（翼） 不問 正社員以外 (1) 7時00分～16時00分 12人
 下新川郡朝日町 雇用期間の定めなし (2) 8時00分～17時00分 10人

(3)10時30分～19時30分 雇用・労災・健康・厚生

120人
1人

他
実費（上限あり）

富山県下新川郡入善町横山７８－１ 0765-83-8001 その他 毎月　10,000円まで
16040- 4966891

16040- 4963991

フル
タイム
１０４

174,250円～200,900円 病院
黒部市民病院 土日祝他

6ヶ月 実費（上限あり）
富山県黒部市三日市１１０８－１ 0765-54-2211 毎　週 毎月　20,000円まで

16040- 4965791

フル
タイム
１０５

交替制あり 151,880円～160,040円 障害者福祉事業
社会福祉法人　にいかわ苑

0765-54-2211 毎　週 毎月　20,000円まで
16040- 4962691

フル
タイム
１０３

交替制あり 171,600円～174,300円 老人福祉・介護事業
特定非営利活動法人　木ここち 他

実費（上限あり）
富山県黒部市立野１２９－１ 0765-32-3785 又は 7時00分～21時00分

の間の8時間
その他 毎月　10,000円まで

土日
実費（上限あり）

富山県下新川郡朝日町大屋６６－１ 0765-32-3790 毎　週 毎月　4,000円まで
16040- 4961391

フル
タイム
１０２

交替制あり 205,000円～231,650円 病院
黒部市民病院 他

6ヶ月 実費（上限あり）
富山県黒部市三日市１１０８－１

16040- 4958891

フル
タイム
１００

交替制あり 162,800円～162,800円 老人福祉・介護事業
特定非営利活動法人　木ここち 他

実費（上限あり）
富山県黒部市立野１２９－１ 0765-32-3785 又は 7時00分～21時00分

の間の8時間
その他 毎月　10,000円まで

16040- 4960091

フル
タイム
１０１

180,000円～210,000円 耕種農業
株式会社　マッキーファーム

0765-24-3540 毎　週 毎月　10,000円まで
16040- 4957791

フル
タイム
９９

197,000円～277,000円 老人福祉・介護事業
医療法人社団　藤聖会　入善老人保健施設
こぶしの庭

日祝他
実費（上限あり）

富山県下新川郡入善町小杉６４番地 0765-78-2500 毎　週 毎月　35,000円まで

他
実費（上限あり）

富山県魚津市東尾崎３４８４－１ 0765-31-6200 その他 毎月　16,400円まで
16040- 4955991

フル
タイム
９８

200,000円～270,000円 歯科診療所
医療法人社団　谷川歯科医院 木日祝他

実費（上限あり）
富山県魚津市上村木１丁目１８－２５

16040- 4953391

フル
タイム
９６

交替制あり 185,000円～240,000円 病院
医療法人　深川病院 他

実費（上限あり）
富山県魚津市東尾崎３４８４－１ 0765-31-6200 その他 毎月　16,400円まで

16040- 4954691

フル
タイム
９７

交替制あり 165,000円～240,000円 病院
医療法人　深川病院

0765-22-3486 その他 毎月　18,400円まで
16040- 4952091

フル
タイム
９５

交替制あり 160,000円～204,000円 書籍・文房具小売業
株式会社　明文堂プランナー 他

実費（上限あり）
富山県下新川郡朝日町沼保９０９－２（営
業本部：魚津市吉島２２６－１）

0765-74-8202 又は 8時30分～ 0時30分
の間の8時間

その他 毎月　22,750円まで

土日祝他
実費（上限あり）

富山県下新川郡入善町上飯野９５６ 0765-72-0459 毎　週 毎月　13,300円まで
16040- 4951191

フル
タイム
９４

変形（１ヶ月単位）
166,000円～166,000円 病院

医療法人社団　信和会（魚津神経サナトリ
ウム）

他
実費（上限あり）

富山県魚津市江口１７８４－１

16040- 4948491

フル
タイム
９２

交替制あり 160,000円～204,000円 書籍・文房具小売業
株式会社　明文堂プランナー 他

実費（上限あり）
富山県下新川郡朝日町沼保９０９－２（営
業本部：魚津市吉島２２６－１）

0765-74-8202 又は 8時30分～ 0時30分
の間の8時間

その他 毎月　22,750円まで
16040- 4950591

フル
タイム
９３

180,000円～250,000円
採石業，砂・砂利・
玉石採取業黒部川水系土石業協同組合

0765-54-5727 その他 毎月　20,900円まで
16040- 4946691

フル
タイム
９１

交替制あり 143,000円～157,000円 児童福祉事業
特定非営利活動法人　ちびっこきらら保育
園

日祝他
実費（上限あり）

富山県黒部市堀切１３８８番地２ 0765-54-5177 その他 毎月　10,000円まで

日他
4ヶ月 実費（上限あり）

富山県黒部市吉田２００ 0765-54-8399 その他 毎月　20,800円まで
16040- 4941291

フル
タイム
９０

変形（１年単位）
250,000円～350,000円 清涼飲料製造業

黒部名水　株式会社 日祝他
実費（上限あり）

富山県黒部市荻生１１１８

16040- 4939991

フル
タイム
８８

変形（１年単位）
183,000円～400,000円

装身具・装飾品・ボ
タン・同関連品製造ＹＫＫ株式会社　黒部事業所 日他

実費（上限あり）
富山県黒部市吉田２００ 0765-54-8399 その他 毎月　20,800円まで

16040- 4940891

フル
タイム
８９

変形（１年単位）
183,000円～220,000円

装身具・装飾品・ボ
タン・同関連品製造ＹＫＫ株式会社　黒部事業所

0765-83-2299 毎　週 毎月　50,000円まで
16040- 4938691

フル
タイム
８７

183,000円～220,000円
装身具・装飾品・ボ
タン・同関連品製造ＹＫＫ株式会社　黒部事業所 日他

4ヶ月 実費（上限あり）
富山県黒部市吉田２００ 0765-54-8399 その他 毎月　20,800円まで

日他
実費（上限あり）

富山県黒部市吉田２００ 0765-54-8399 その他 毎月　20,800円まで
16040- 4937391

フル
タイム
８６

300,000円～320,000円 病院
医療法人社団　　健心会　坂東病院 土日

実費（上限あり）
富山県下新川郡朝日町道下９００

フル
タイム
８５

変形（１年単位）
183,000円～400,000円

装身具・装飾品・ボ
タン・同関連品製造ＹＫＫ株式会社　黒部事業所
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職　種 年　齢 従業員数 業　　種
区分 事業所名 就業場所 就業時間 うち女性 加入保険

事業所所在地 電話番号 企業全体 求人番号

区　分
雇用期間
求人数

交替制 賃　　　金
休　日 通勤手当
週休二日 賞与（前年度実績）

★以下の求人は、先週1週間（９月２日～９月６日）に受理した新規求人です。

（請）アルミ建材の切断 不問 正社員 (1) 8時20分～17時00分 48人
 黒部市 雇用期間の定めなし (2)16時20分～ 1時00分 28人

(3) 0時20分～ 9時00分 雇用・労災・健康・厚生

48人
3人 年2回 2.20月分

介護士（大樹） 不問 正社員以外 (1) 7時00分～16時00分 11人
 下新川郡朝日町 雇用期間の定めなし (2) 8時00分～17時00分 8人

(3)10時30分～19時30分 雇用・労災・健康・厚生

120人
1人

（請）アルミ製品のプレス加工 不問 正社員 (1) 8時20分～17時00分 48人
 黒部市 雇用期間の定めなし 28人

雇用・労災・健康・厚生

48人
3人 年2回 2.20月分

（請）アルミ建材の部品付 不問 正社員 (1) 8時20分～17時00分 48人
 黒部市 雇用期間の定めなし 28人

雇用・労災・健康・厚生

48人
2人 年2回 2.20月分

理学療法士・作業療法士 不問 正社員 (1) 8時30分～17時30分 162人
 魚津市 雇用期間の定めなし 122人

雇用・労災・健康・厚生

425人
1人 年2回

介護職員（デイサービス） 不問 正社員 (1) 8時30分～17時30分 162人
 魚津市 雇用期間の定めなし 122人

雇用・労災・健康・厚生

425人
1人 年2回 4.00月分

准看護師（ちょうろく） 不問 正社員 (1) 8時30分～17時30分 162人
 魚津市 雇用期間の定めなし (2)16時30分～ 9時00分 122人

雇用・労災・健康・厚生

425人
1人 年2回 4.00月分

総合職（一般事務、営業職、農業技術職） 不問 正社員以外 (1) 8時30分～17時00分 177人
 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 84人

雇用・労災・健康・厚生・財形

177人
1人 年2回 2.90月分

歯科助手 不問 正社員 (1) 8時30分～18時00分 6人
 下新川郡朝日町 雇用期間の定めなし (2) 8時30分～13時00分 4人

(3) 8時30分～16時30分 雇用・労災・健康・厚生

6人
1人 年2回 2.50月分

自動車整備士 不問 正社員 (1) 8時30分～17時00分 4人
 魚津市 雇用期間の定めなし 1人

雇用・労災・健康・厚生・財形

4人
1人 年2回

バキユーム車運転手又は助手 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 12人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし (2) 8時00分～12時00分 3人

雇用・労災・健康・厚生・財形

18人
1人 年2回 20万円～40万円

下水道処理施設管理及び水質分析員 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 12人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし (2) 8時00分～12時00分 3人

雇用・労災・健康・厚生・財形

18人
1人 年2回 20万円～40万円

看護師【新川病院】 不問 正社員 (1) 7時30分～16時30分 98人
 魚津市 雇用期間の定めなし (2) 8時00分～17時00分 87人

(3) 9時30分～18時30分 雇用・労災・健康・厚生

159人
2人 年2回 5.00月分

准看護師【新川病院】 不問 正社員 (1) 7時30分～16時30分 98人
 魚津市 雇用期間の定めなし (2) 8時00分～17時00分 87人

(3) 9時30分～18時30分 雇用・労災・健康・厚生

159人
2人 年2回 5.00月分

介護職員（介護福祉士） 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 98人
 魚津市 雇用期間の定めなし (2) 9時30分～18時30分 87人

(3)16時30分～ 8時30分 雇用・労災・健康・厚生

159人
2人 年2回

介護職員 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 98人
 魚津市 雇用期間の定めなし (2) 9時30分～18時30分 87人

(3)16時30分～ 8時30分 雇用・労災・健康・厚生

159人
2人 年2回

溶接・製缶工 不問 正社員 (1) 8時00分～16時45分 11人
 黒部市 雇用期間の定めなし 1人

雇用・労災・健康・厚生

11人
1人 年2回 2.00月分

機械加工技能工 不問 正社員 (1) 8時00分～16時45分 11人
 黒部市 雇用期間の定めなし 1人

雇用・労災・健康・厚生

11人
1人 年2回 2.00月分

機械組立技能工 不問 正社員 (1) 8時00分～16時45分 11人
 黒部市 雇用期間の定めなし 1人

雇用・労災・健康・厚生

11人
1人 年2回 2.00月分

旋盤工 64歳以下 正社員 (1) 8時00分～17時00分 22人
 魚津市 雇用期間の定めなし 10人

雇用・労災・健康・厚生

66人
1人 年2回 1.50月分

自動車販売の営業 不問 正社員 (1) 8時30分～17時30分 2人
 魚津市 雇用期間の定めなし 0人

雇用・労災・健康・厚生・財形

20人
1人 年2回 2.00月分

0765-24-3883 その他 16040- 5015291

土日他
実費（上限なし）

富山県魚津市三ケ２２７ 0765-22-8611 毎　週 16040- 5013791

フル
タイム
１２６

変形（１年単位）
220,000円～300,000円 自動車整備業

澤田自動車販売 他
実費（上限なし）

富山県魚津市吉島２丁目４－２５

16040- 5007291

フル
タイム
１２４

160,000円～300,000円
一般産業用機械・装
置製造業小林精機　株式会社 土日祝他

実費（上限あり）
富山県黒部市三日市３０９－２ 0765-52-0285 毎　週 毎月　15,000円まで

16040- 5008591

フル
タイム
１２５

168,000円～234,500円 金属加工機械製造業
株式会社　桜井工業

0765-52-0285 毎　週 毎月　15,000円まで
16040- 5006891

フル
タイム
１２３

160,000円～300,000円
一般産業用機械・装
置製造業小林精機　株式会社 土日祝他

実費（上限あり）
富山県黒部市三日市３０９－２ 0765-52-0285 毎　週 毎月　15,000円まで

他
実費（上限あり）

富山県魚津市住吉２３６ 0765-24-3800 毎　週 毎月　10,300円まで
16040- 5000091

フル
タイム
１２２

160,000円～300,000円
一般産業用機械・装
置製造業小林精機　株式会社 土日祝他

実費（上限あり）
富山県黒部市三日市３０９－２

16040- 4998791

フル
タイム
１２０

交替制あり 177,000円～182,000円 病院
医療法人社団　福寿会（新川病院、平井整
形外科医院、新川老人保健施設）

他
実費（上限あり）

富山県魚津市住吉２３６ 0765-24-3800 毎　週 毎月　10,300円まで
16040- 4999891

フル
タイム
１２１

交替制あり 160,000円～175,000円 病院
医療法人社団　福寿会（新川病院、平井整
形外科医院、新川老人保健施設）

0765-24-3800 その他 毎月　10,300円まで
16040- 4997491

フル
タイム
１１９

交替制あり 185,000円～230,000円 病院
医療法人社団　福寿会（新川病院、平井整
形外科医院、新川老人保健施設）

他
実費（上限あり）

富山県魚津市住吉２３６ 0765-24-3800 その他 毎月　10,300円まで

日祝他
実費（上限あり）

富山県下新川郡入善町椚山８０２ 0765-72-2822 隔　週 毎月　100,000円まで
16040- 4991591

フル
タイム
１１８

交替制あり 220,000円～250,000円 病院
医療法人社団　福寿会（新川病院、平井整
形外科医院、新川老人保健施設）

他
実費（上限あり）

富山県魚津市住吉２３６

16040- 4986391

フル
タイム
１１６

変形（１年単位）
155,000円～260,000円 建物サービス業

株式会社　黒東アメニティ公社 日祝他
実費（上限あり）

富山県下新川郡入善町椚山８０２ 0765-72-2822 隔　週 毎月　100,000円まで
16040- 4989491

フル
タイム
１１７

変形（１年単位）
165,000円～270,000円 建物サービス業

株式会社　黒東アメニティ公社

0765-82-0063 その他 16040- 4985091

フル
タイム
１１５

変形（１年単位）
155,250円～224,250円 自動車整備業

有限会社　小西モータース　（新車市場
魚津店）

日祝他
実費（上限あり）

富山県魚津市相木２８４－１ 0765-22-0063 その他 毎月　7,000円まで

土日祝他
12ヶ月 実費（上限あり）

富山県黒部市天神新２１０－１ 0765-54-2050 毎　週 毎月　25,000円まで
16040- 4983591

フル
タイム
１１４

交替制あり 172,000円～230,000円 歯科診療所
小杉歯科医院 日祝他

実費（上限なし）
富山県下新川郡朝日町荒川３７６

16040- 4974891

フル
タイム
１１２

交替制あり 188,000円～273,000円 病院
医療法人社団　ホスピィー 他

実費（上限あり）
富山県魚津市石垣３８９ 0765-23-6366 その他 毎月　31,600円まで

16040- 4976591

フル
タイム
１１３

168,000円～189,000円
農林水産業協同組合
（他に分類されない黒部市農業協同組合

0765-23-6366 その他 毎月　31,600円まで
16040- 4972491

フル
タイム
１１１

変形（１ヶ月単位）
178,000円～228,000円 病院

医療法人社団　ホスピィー 他
実費（上限あり）

富山県魚津市石垣３８９ 0765-23-6366 その他 毎月　31,600円まで

土日他
実費（上限あり）

富山県黒部市若栗３７００－２０ 0765-57-2427 毎　週 毎月　10,000円まで
16040- 4970691

フル
タイム
１１０

変形（１ヶ月単位）
200,000円～320,000円 病院

医療法人社団　ホスピィー 他
実費（上限あり）

富山県魚津市石垣３８９

16040- 4968591

フル
タイム
１０８

182,000円～198,894円
建設用・建築用金属
製品製造業（製缶板有限会社　倉田建材 土日他

実費（上限あり）
富山県黒部市若栗３７００－２０ 0765-57-2427 毎　週 毎月　10,000円まで

16040- 4969191

フル
タイム
１０９

141,155円～149,000円
建設用・建築用金属
製品製造業（製缶板有限会社　倉田建材

090-8701-0864 毎　週 毎月　10,000円まで
16040- 4967291

フル
タイム
１０７

交替制あり 151,880円～160,040円 障害者福祉事業
社会福祉法人　にいかわ苑 他

実費（上限あり）
富山県下新川郡入善町横山７８－１ 0765-83-8001 その他 毎月　10,000円まで

フル
タイム
１０６

交替制あり 186,900円～204,751円
建設用・建築用金属
製品製造業（製缶板有限会社　倉田建材 土日他

実費（上限あり）
富山県黒部市若栗３７００－２０
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職　種 年　齢 従業員数 業　　種
区分 事業所名 就業場所 就業時間 うち女性 加入保険

事業所所在地 電話番号 企業全体 求人番号

区　分
雇用期間
求人数

交替制 賃　　　金
休　日 通勤手当
週休二日 賞与（前年度実績）

★以下の求人は、先週1週間（９月２日～９月６日）に受理した新規求人です。

自動車の板金及び修理等 不問 正社員 (1) 8時30分～17時30分 11人
 魚津市 雇用期間の定めなし 2人

雇用・労災・健康・厚生・財形

20人
1人 年2回 1.00月分

作業員・管理技士 不問 正社員 (1) 7時45分～16時45分 1人
 黒部市 雇用期間の定めなし 0人

雇用・労災・健康・厚生

1人
1人 年2回 10万円～50万円

看護師・准看護師（手術室） 不問 正社員以外 (1) 8時30分～17時15分 200人
 下新川郡朝日町 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 160人

雇用・労災・健康・厚生

400人
1人 年2回

看護補助者 不問 正社員以外 (1) 7時00分～15時45分 200人
 下新川郡朝日町 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (2) 8時15分～17時00分 160人

(3)11時15分～20時00分 雇用・労災・健康・厚生

400人
1人 年2回

木工家具職人 不問 正社員 (1) 8時00分～17時15分 4人
 魚津市 雇用期間の定めなし 1人

雇用・労災・健康・厚生

4人
1人

造園作業員 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 2人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし 0人

雇用・労災・健康・厚生

2人
2人

介護職（グループホーム） 不問 正社員 (1) 7時00分～16時00分 19人
 黒部市 雇用期間の定めなし (2)10時30分～19時30分 18人

(3) 9時00分～18時00分 雇用・労災・健康・厚生

37人
2人 年2回 2.00月分

介護職（グループホーム） 不問 正社員以外 (1) 7時00分～16時00分 19人
 黒部市 雇用期間の定めなし (2)10時30分～19時30分 18人

(3) 9時00分～18時00分 雇用・労災・健康・厚生

37人
1人

介護職（デイサービス） 59歳以下 正社員 (1) 8時30分～17時30分 18人
 黒部市 雇用期間の定めなし 18人

雇用・労災・健康・厚生

37人
1人 年2回 2.00月分

デイサービス介護員 不問 正社員以外 (1) 8時30分～17時30分 18人
 黒部市 雇用期間の定めなし 18人

雇用・労災・健康・厚生

37人
1人

看護職 不問 正社員 (1) 8時30分～17時30分 14人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし (2)16時30分～ 9時30分 13人

雇用・労災・健康・厚生

38人
1人 年2回 2.00月分

調理係 不問 正社員 (1)11時00分～21時00分 11人
 黒部市 雇用期間の定めなし (2)15時00分～23時00分 7人

雇用・労災・健康・厚生

100人
2人 年2回 1.50月分

寿し調理人 不問 正社員 34人
 黒部市 雇用期間の定めなし 15人

雇用・労災・健康・厚生

100人
2人 年2回

介護職 不問 正社員 (1)16時30分～10時30分 17人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし (2) 8時30分～17時30分 13人

雇用・労災・健康・厚生

38人
1人 年2回 2.00月分

土木施工管理 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 60人
 黒部市 雇用期間の定めなし 12人

雇用・労災・健康・厚生

60人
5人 年2回

建築施工管理 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 60人
 黒部市 雇用期間の定めなし 12人

雇用・労災・健康・厚生

60人
5人 年2回

型枠工技能社員 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 60人
 黒部市 雇用期間の定めなし 12人

雇用・労災・健康・厚生

60人
5人 年2回

現場統括管理 59歳以下 正社員 (1) 9時00分～18時00分 20人
 黒部市 雇用期間の定めなし 13人

雇用・労災・健康・厚生

201人
1人 年2回

営業職（ルートセールス中心） 不問 正社員 (1) 8時30分～17時30分 25人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし 12人

雇用・労災・健康・厚生

30人
1人 年2回

営業職（ルート配送中心） 不問 正社員 (1) 8時30分～17時30分 25人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし 12人

雇用・労災・健康・厚生

30人
2人 年2回

販売員 不問 正社員 (1) 6時45分～11時15分 4人
 黒部市 雇用期間の定めなし (2)13時45分～21時30分 3人

(3)17時00分～21時15分 雇用・労災・健康・厚生

30人
2人 年2回

16040- 5053491

0765-78-2200 その他 毎月　15,000円まで
16040- 5052991

フル
タイム
１４７

変形（１ヶ月単位）
175,000円～200,000円 食料・飲料卸売業

株式会社　あいば食品 他
実費（上限あり）

富山県下新川郡入善町舟見７１８ 0765-78-2200 又は 6時45分～21時30分
の間の8時間程度

その他 毎月　15,000円まで

水他
実費（上限あり）

富山県下新川郡入善町舟見７１８ 0765-78-2200 その他 毎月　15,000円まで
16040- 5050391

フル
タイム
１４６

変形（１年単位）
170,000円～220,000円 食料・飲料卸売業

株式会社　あいば食品 水他
実費（上限あり）

富山県下新川郡入善町舟見７１８

16040- 5046791

フル
タイム
１４４

変形（１年単位）
250,000円～300,000円 建物サービス業

株式会社　谷口美装 他
実費（上限あり）

富山県下新川郡朝日町山崎４４２－２ 0765-84-8989 その他 毎月　15,000円まで
16040- 5047891

フル
タイム
１４５

変形（１年単位）
190,000円～250,000円 食料・飲料卸売業

株式会社　あいば食品

0765-62-1106 その他 毎月　12,500円まで
16040- 5045491

フル
タイム
１４３

変形（１年単位）
240,000円～260,000円 一般土木建築工事業

大高建設　株式会社 日祝他
実費（上限あり）

富山県黒部市宇奈月温泉６３３－１ 0765-62-1106 その他 毎月　12,500円まで

日祝他
実費（上限あり）

富山県黒部市宇奈月温泉６３３－１ 0765-62-1106 その他 毎月　12,500円まで
16040- 5044991

フル
タイム
１４２

変形（１年単位）
210,000円～320,000円 一般土木建築工事業

大高建設　株式会社 日祝他
実費（上限あり）

富山県黒部市宇奈月温泉６３３－１

16040- 5032191

フル
タイム
１４０

変形（１ヶ月単位）
175,800円～209,000円 老人福祉・介護事業

株式会社　ささや木 他
実費（上限あり）

富山県下新川郡入善町青島４０１番地１ 0765-32-3786 その他 毎月　10,000円まで
16040- 5036991

フル
タイム
１４１

変形（１年単位）
210,000円～320,000円 一般土木建築工事業

大高建設　株式会社

0765-56-7174 その他 毎月　15,000円まで
16040- 5031591

フル
タイム
１３９

変形（１ヶ月単位）
185,000円～300,000円

食堂，レストラン
（専門料理店を除アイデアン株式会社 他

実費（上限あり）
富山県黒部市前沢１５５６－３ 0765-57-2488 又は 9時00分～21時30分

の間の8時間程度
その他 毎月　15,000円まで

他
実費（上限あり）

富山県下新川郡入善町青島４０１番地１ 0765-32-3786 その他 毎月　10,000円まで
16040- 5030291

フル
タイム
１３８

変形（１ヶ月単位）
200,000円～280,000円

食堂，レストラン
（専門料理店を除アイデアン株式会社 水他

実費（上限あり）
富山県黒部市前沢１５５６－３

16040- 5027691

フル
タイム
１３６

変形（１ヶ月単位）
164,600円～190,800円 老人福祉・介護事業

有限会社さくらい 日他
実費（上限あり）

富山県黒部市堀高２４－１ 0765-54-5200 その他 毎月　9,000円まで
16040- 5028991

フル
タイム
１３７

交替制あり 190,300円～205,900円 老人福祉・介護事業
株式会社　ささや木

0765-54-5200 その他 毎月　9,000円まで
16040- 5026391

フル
タイム
１３５

変形（１ヶ月単位）
173,400円～203,400円 老人福祉・介護事業

有限会社さくらい 日他
実費（上限あり）

富山県黒部市堀高２４－１ 0765-54-5200 その他 毎月　9,000円まで

他
実費（上限あり）

富山県黒部市堀高２４－１ 0765-54-5300 その他 毎月　9,000円まで
16040- 5025091

フル
タイム
１３４

変形（１ヶ月単位）
165,600円～191,800円 老人福祉・介護事業

有限会社さくらい 他
実費（上限あり）

富山県黒部市堀高２４－１

16040- 5022291

フル
タイム
１３２

176,000円～176,000円 園芸サービス業
有限会社　愛場農園造園土木 日他

なし
富山県下新川郡入善町舟見１７５１ 0765-78-1121 その他 16040- 5023591

フル
タイム
１３３

交替制あり 173,400円～203,400円 老人福祉・介護事業
有限会社さくらい

0765-83-1160 毎　週 毎月　10,000円まで
16040- 5020791

フル
タイム
１３１

変形（１年単位）
173,600円～260,400円 家具製造業

さそう家具店 日祝他
なし

富山県魚津市三田６９３－６ 0765-24-5028 その他

土日祝他
6ヶ月 実費（上限あり）

富山県下新川郡朝日町泊４７７ 0765-83-1160 毎　週 毎月　10,000円まで
16040- 5019391

フル
タイム
１３０

交替制あり 153,300円～153,300円 病院
あさひ総合病院 土日祝他

6ヶ月 実費（上限あり）
富山県下新川郡朝日町泊４７７

16040- 5016591

フル
タイム
１２８

変形（１年単位）
180,000円～250,000円

土木工事業（舗装工
事業を除く）朝倉建設　株式会社 日他

なし
富山県黒部市新牧野３２７ 0765-52-0729 その他 16040- 5018091

フル
タイム
１２９

157,500円～268,800円 病院
あさひ総合病院

フル
タイム
１２７

変形（１年単位）
180,000円～250,000円 自動車整備業

澤田自動車販売 日祝他
実費（上限なし）

富山県魚津市吉島２丁目４－２５ 0765-24-3883 隔　週
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職　種 年　齢 従業員数 業　　種
区分 事業所名 就業場所 就業時間 うち女性 加入保険

事業所所在地 電話番号 企業全体 求人番号

区　分
雇用期間
求人数

交替制 賃　　　金
休　日 通勤手当
週休二日 賞与（前年度実績）

★以下の求人は、先週1週間（９月２日～９月６日）に受理した新規求人です。

製造業務全般 不問 正社員 (1) 8時30分～17時30分 25人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし 12人

雇用・労災・健康・厚生

30人
2人 年2回

製造業務及び製品の梱包業務 不問 正社員 25人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし 12人

雇用・労災・健康・厚生

30人
1人 年2回

マシンオペレーター 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 70人
 魚津市 雇用期間の定めなし 13人

雇用・労災・健康・厚生

70人
1人 年2回 3.00月分

ＮＣ機用プログラマー 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 70人
 魚津市 雇用期間の定めなし 13人

雇用・労災・健康・厚生

70人
1人 年2回 3.00月分

金型・機械設計 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 70人
 魚津市 雇用期間の定めなし 13人

雇用・労災・健康・厚生

70人
1人 年2回 3.00月分

マシンオペレーター 不問 正社員 (1) 8時00分～16時55分 21人
 魚津市 雇用期間の定めなし 2人

雇用・労災・健康・厚生

21人
1人 年2回 1.50月分

看護職 不問 正社員 (1) 8時15分～17時15分 5人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし 5人

雇用・労災・健康・厚生

12人
1人 年2回 1.50月分

介護職 59歳以下 正社員 (1) 8時15分～17時15分 5人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし 5人

雇用・労災・健康・厚生

12人
1人 年2回 1.50月分

建設技術員（土木・舗装）及び見習い 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 24人
 黒部市 雇用期間の定めなし 3人

雇用・労災・健康・厚生・財形

24人
2人 年2回

葬祭業務社員 40歳以下 正社員 (1) 8時30分～17時00分 14人
 黒部市 雇用期間の定めなし 7人

雇用・労災・健康・厚生・財形

14人
2人 年2回 4.50月分

作業療法士・理学療法士 不問 正社員 (1) 8時00分～16時30分 14人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし (2) 8時30分～17時00分 14人

雇用・労災・健康・厚生

14人
1人 年2回 2.00月分

電気配線の組立・シーケンス制御 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 34人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし 11人

雇用・労災・健康・厚生

34人
2人 年2回 3.40月分

介護職 不問 正社員 (1) 8時00分～16時30分 14人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし (2) 8時30分～17時00分 14人

雇用・労災・健康・厚生

14人
1人 年2回 2.00月分

建設作業員及び重機オペレーター（土木・舗装） 59歳以下 正社員 (1) 8時00分～17時00分 24人
 黒部市 雇用期間の定めなし 3人

雇用・労災・健康・厚生・財形

24人
2人 年2回

機械オペレータ作業 不問 正社員以外 (1) 8時00分～17時00分 420人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） (2)16時40分～ 0時40分 163人

(3) 0時30分～ 8時30分 雇用・労災・健康・厚生

420人
1人

自動化機械の機械部品組立 40歳以下 正社員 (1) 8時00分～17時00分 34人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし 11人

雇用・労災・健康・厚生

34人
2人 年2回 3.40月分

サービス管理責任者及び管理責任者候補者 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 3人
 魚津市 雇用期間の定めなし (2) 8時30分～17時30分 3人

雇用・労災・健康・厚生

26人
1人

検査・組立作業 不問 正社員以外 (1) 8時00分～17時00分 420人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） 163人

雇用・労災・健康・厚生

420人
1人

ＮＣ旋盤（単品加工、経験者） 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 34人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし 11人

雇用・労災・健康・厚生

34人
1人 年2回 3.40月分

プラスチック成形技術者（射出・ブロー・インブロ） 60歳～64歳 正社員以外 (1) 8時00分～17時00分 420人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 163人

雇用・労災・健康・厚生

420人
1人

機械設計技術者 60歳～64歳 正社員以外 (1) 8時00分～17時00分 420人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 163人

雇用・労災・健康・厚生

420人
1人

16040- 5081291

フル
タイム
１６８

変形（１年単位）
177,232円～202,312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 日他

6ヶ月 実費（上限あり）
富山県下新川郡入善町青木５７７７番地 0765-72-0038 その他 毎月　25,000円まで

16040- 5082591

0765-72-4344 その他 毎月　30,000円まで
16040- 5080891

フル
タイム
１６７

変形（１年単位）
177,232円～202,312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 日他

6ヶ月 実費（上限あり）
富山県下新川郡入善町青木５７７７番地 0765-72-0038 その他 毎月　25,000円まで

日他
3ヶ月 実費（上限あり）

富山県下新川郡入善町青木５７７７番地 0765-72-0038 その他 毎月　25,000円まで
16040- 5079991

フル
タイム
１６６

変形（１年単位）
200,000円～250,000円

その他のはん用機
械・同部分品製造業株式会社　山口技研 日他

実費（上限あり）
富山県下新川郡入善町道古１８３

16040- 5076091

フル
タイム
１６４

変形（１年単位）
180,000円～350,000円 障害者福祉事業

株式会社　１５１Ａ　ｓｅｌｆ－Ａ・１５
１Ａ魚津

日祝他
実費（上限あり）

富山県魚津市上村木１－８－６ 0765-55-1511 その他 毎月　10,000円まで
16040- 5077391

フル
タイム
１６５

変形（１年単位）
152,152円～152,152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

0765-72-0038 その他 毎月　25,000円まで
16040- 5075191

フル
タイム
１６３

変形（１年単位）
180,000円～260,000円

その他のはん用機
械・同部分品製造業株式会社　山口技研 日他

実費（上限あり）
富山県下新川郡入善町道古１８３ 0765-72-4344 その他 毎月　30,000円まで

他
実費（上限あり）

富山県黒部市宇奈月町下立８５２－１ 0765-65-0331 その他 毎月　18,000円まで
16040- 5074591

フル
タイム
１６２

変形（１年単位）
175,560円～178,695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 他

3ヶ月 実費（上限あり）
富山県下新川郡入善町青木５７７７番地

16040- 5072891

フル
タイム
１６０

交替制あり 131,138円～161,288円 病院
嶋田医院 土日祝他

実費（上限あり）
富山県下新川郡入善町高畠２６９ 0765-76-0121 毎　週 毎月　11,300円まで

16040- 5073291

フル
タイム
１６１

変形（１年単位）
210,000円～330,000円 一般土木建築工事業

此川建設　株式会社

0765-76-0121 毎　週 毎月　11,300円まで
16040- 5070491

フル
タイム
１５９

変形（１年単位）
200,000円～260,000円

その他のはん用機
械・同部分品製造業株式会社　山口技研 日他

実費（上限あり）
富山県下新川郡入善町道古１８３ 0765-72-4344 その他 毎月　30,000円まで

他
実費（上限なし）

富山県黒部市前沢４５１９－１ 0765-52-4900 毎　週 16040- 5066191

フル
タイム
１５８

交替制あり 153,750円～183,900円 病院
嶋田医院 土日祝他

実費（上限あり）
富山県下新川郡入善町高畠２６９

16040- 5063891

フル
タイム
１５６

変形（１年単位）
230,000円～380,000円 一般土木建築工事業

此川建設　株式会社 他
実費（上限あり）

富山県黒部市宇奈月町下立８５２－１ 0765-65-0331 その他 毎月　18,000円まで
16040- 5065591

フル
タイム
１５７

変形（１ヶ月単位）
160,000円～250,000円 冠婚葬祭業

ＪＡくろべ興産　株式会社

0765-74-8118 毎　週 毎月　21,500円まで
16040- 5062791

フル
タイム
１５５

154,100円～168,300円 老人福祉・介護事業
有限会社　愛語会 日他

実費（上限あり）
富山県下新川郡入善町椚山１３３６
ショッピングセンターコスモ２１　２階

0765-76-0630 毎　週 毎月　21,500円まで

日他
実費（上限あり）

富山県魚津市宮津２６５ 090-2832-8072 その他 毎月　17,000円まで
16040- 5060991

フル
タイム
１５４

154,100円～168,300円 老人福祉・介護事業
有限会社　愛語会 日他

実費（上限あり）
富山県下新川郡入善町椚山１３３６
ショッピングセンターコスモ２１　２階

16040- 5058191

フル
タイム
１５２

変形（１年単位）
157,600円～300,000円 金属加工機械製造業

アイティオ　株式会社 日他
実費（上限あり）

富山県魚津市吉野６７５ 0765-24-7222 その他 毎月　20,000円まで
16040- 5059091

フル
タイム
１５３

変形（１年単位）
180,000円～300,000円

一般産業用機械・装
置製造業アイディック　株式会社

0765-24-7222 その他 毎月　20,000円まで
16040- 5057591

フル
タイム
１５１

変形（１年単位）
157,600円～300,000円 金属加工機械製造業

アイティオ　株式会社 日他
実費（上限あり）

富山県魚津市吉野６７５ 0765-24-7222 その他 毎月　20,000円まで

日他
実費（上限あり）

富山県下新川郡入善町舟見７１８ 0765-78-2200 又は 8時00分～17時30分
の間の8時間程度

その他 毎月　15,000円まで
16040- 5056291

フル
タイム
１５０

変形（１年単位）
157,600円～250,000円 金属加工機械製造業

アイティオ　株式会社 日他
実費（上限あり）

富山県魚津市吉野６７５

フル
タイム
１４８

変形（１年単位）
180,000円～250,000円 食料・飲料卸売業

株式会社　あいば食品 日他
実費（上限あり）

富山県下新川郡入善町舟見７１８ 0765-78-2200 その他 毎月　15,000円まで
16040- 5055891

フル
タイム
１４９

変形（１年単位）
170,000円～220,000円 食料・飲料卸売業

株式会社　あいば食品
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職　種 年　齢 従業員数 業　　種
区分 事業所名 就業場所 就業時間 うち女性 加入保険

事業所所在地 電話番号 企業全体 求人番号

区　分
雇用期間
求人数

交替制 賃　　　金
休　日 通勤手当
週休二日 賞与（前年度実績）

★以下の求人は、先週1週間（９月２日～９月６日）に受理した新規求人です。

機械設計技術者（若手育成） 35歳以下 正社員 (1) 8時00分～17時00分 420人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし 163人

雇用・労災・健康・厚生・財形

420人
1人 年2回 4.20月分

仕上げ作業（製品面取り・製品磨き） 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 34人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし 12人

雇用・労災・健康・厚生

34人
1人 年2回 3.40月分

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 (1) 8時00分～17時00分 420人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし 163人

雇用・労災・健康・厚生・財形

420人
1人 年2回 4.20月分

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 (1) 8時00分～17時00分 420人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし 163人

雇用・労災・健康・厚生・財形

420人
1人 年2回 4.20月分

山林作業・重機オペレータ 不問 正社員以外 (1) 8時00分～16時40分 22人
 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） 2人

労災・健康・厚生
73人

1人 年2回 1.50月分
機械設計技術者 59歳以下 正社員 (1) 8時00分～17時00分 420人

 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし 163人
雇用・労災・健康・厚生・財形

420人
1人 年2回 4.20月分

営業開発担当者 59歳以下 正社員 (1) 8時00分～17時00分 420人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし 163人

雇用・労災・健康・厚生・財形

420人
1人 年2回 4.20月分

ダンプ運転手 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 9人
 魚津市 雇用期間の定めなし 1人

雇用・労災・健康・厚生

9人
1人 年2回

一般事務 不問 正社員 (1) 8時30分～17時00分 30人
 黒部市 雇用期間の定めなし (2) 8時00分～16時30分 20人

雇用・労災・健康・厚生・財形

30人
1人 年2回 2.00月分

電気工事 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 4人
 黒部市 雇用期間の定めなし 0人

雇用・労災・健康・厚生

4人
1人 年2回 2.00月分

平面研削加工 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 5人
 魚津市 雇用期間の定めなし 1人

雇用・労災・健康・厚生

5人
1人 年2回

調理 不問 正社員 (1)15時00分～23時00分 0人
 魚津市 雇用期間の定めなし (2)16時00分～ 0時00分 0人

労災
0人

2人
保健師 不問 正社員以外 (1) 8時30分～17時15分 25人

 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 23人
雇用・公災・健康・厚生

500人
1人 年2回 1.50月分

総合職（管理職候補） 30歳以下 正社員 (1) 8時00分～17時00分 62人
 魚津市 雇用期間の定めなし 12人

雇用・労災・健康・厚生

62人
1人 年2回 1.00月分

大型バス運転手 不問 正社員 (1) 9時00分～18時00分 62人
 魚津市 雇用期間の定めなし 12人

雇用・労災・健康・厚生

62人
1人 年2回

タクシー運転手 不問 正社員 (1) 7時00分～16時00分 62人
 魚津市 雇用期間の定めなし (2)12時30分～21時30分 12人

(3)17時00分～ 2時00分 雇用・労災・健康・厚生

62人
2人 年2回 0.50月分

保育士 不問 正社員以外 (1) 8時30分～17時00分 15人
 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） (2) 7時30分～16時00分 15人

(3) 9時30分～18時00分 雇用・公災・健康・厚生

100人
2人 年2回 2.00月分

介護職（デイサービスまちなか） 64歳以下 正社員 (1) 8時00分～17時00分 14人
 黒部市 雇用期間の定めなし 11人

雇用・労災・健康・厚生

120人
1人 年2回

荷役業務 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 21人
 黒部市 雇用期間の定めなし (2) 8時30分～17時00分 3人

雇用・労災・健康・厚生

21人
2人 年2回

通信作業員 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 6人
 魚津市 雇用期間の定めなし 1人

雇用・労災・健康・厚生

6人
2人 年2回 1.90月分

（派）ゴムホース加工 不問 有期雇用派遣 (1) 8時00分～17時00分 25人
 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 15人

雇用・労災・健康・厚生

30人
5人 年2回 1万円～5万円

日他
12ヶ月 実費（上限あり）

富山県黒部市生地中区５８ 0765-57-0117 その他 毎月　5,000円まで
16040- 5112391

16040- 5104391

フル
タイム
１８８

変形（１年単位）
175,000円～300,000円

電気通信・信号装置
工事業魚津電設　株式会社 日祝

実費（上限あり）
富山県魚津市宮津４８８ 0765-24-6008 その他 毎月　15,000円まで

16040- 5108791

フル
タイム
１８９

変形（１年単位）
141,440円～249,600円

ゴムベルト・ゴム
ホース・工業用ゴム有限会社　エムテックス宝田

0765-57-3070 その他 毎月　20,000円まで
16040- 5103091

フル
タイム
１８７

変形（１年単位）
185,000円～240,000円

一般貨物自動車運送
業宇奈月通運株式会社 日他

実費（上限あり）
富山県黒部市宇奈月温泉３８３－１ 0765-62-1026 その他 毎月　20,000円まで

土日祝
～令和元年9月30日 実費（上限あり）

富山県魚津市釈迦堂１丁目１０－１ 0765-23-1079 毎　週 毎月　8,000円まで
16040- 5102191

フル
タイム
１８６

変形（１ヶ月単位）
145,000円～170,000円

その他の社会保険・
社会福祉・介護事業有限会社　真成 日他

実費（上限あり）
富山県黒部市新牧野３４９　ユアーズビル
黒部Ｂ棟

16040- 5099291

フル
タイム
１８４

交替制あり 176,000円～176,000円
一般乗用旅客自動車
運送業魚津交通　株式会社 他

実費（上限あり）
富山県魚津市本江２８６０－２ 0765-22-0640 その他 毎月　11,300円まで

16040- 5101591

フル
タイム
１８５

160,000円～160,000円 市町村機関
魚津市役所

0765-22-0640 毎　週 毎月　11,300円まで
16040- 5098891

フル
タイム
１８３

200,000円～280,000円
一般乗用旅客自動車
運送業魚津交通　株式会社 他

実費（上限あり）
富山県魚津市本江２８６０－２ 0765-22-0640 その他 毎月　11,300円まで

土日祝他
～令和元年9月30日 実費（上限あり）

富山県魚津市釈迦堂１丁目１０－１ 0765-24-3999 毎　週 毎月　21,500円まで
16040- 5097791

フル
タイム
１８２

205,000円～250,000円
一般乗用旅客自動車
運送業魚津交通　株式会社 他

実費（上限あり）
富山県魚津市本江２８６０－２

16040- 5095991

フル
タイム
１８０

交替制あり 150,000円～280,000円 酒場，ビヤホール
魚清 他

なし
富山県魚津市駅前新町１０－３ 0765-24-7652 毎　週 16040- 5096491

フル
タイム
１８１

162,760円～162,760円 市町村機関
魚津市役所

0765-32-4240 その他 毎月　7,000円まで
16040- 5094691

フル
タイム
１７９

変形（１年単位）
160,000円～270,000円

その他のはん用機
械・同部分品製造業株式会社ウエキ技研 日他

実費（上限あり）
富山県魚津市江口４８番地 0765-24-5347 その他 毎月　10,000円まで

他
実費（上限なし）

富山県黒部市生地３７６ 0765-56-8064 その他 16040- 5093391

フル
タイム
１７８

変形（１年単位）
200,000円～330,000円 電気工事業

稲田電気工事　株式会社 日他
実費（上限あり）

富山県黒部市新牧野２６４－２

16040- 5090591

フル
タイム
１７６

変形（１年単位）
240,000円～310,000円

一般貨物自動車運送
業有限会社　新興商事 日祝他

実費（上限あり）
富山県魚津市大海寺新７３２ 0765-24-5141 その他 毎月　11,300円まで

16040- 5091191

フル
タイム
１７７

交替制あり 165,250円～165,250円 水産食料品製造業
生地蒲鉾　有限会社

0765-72-0038 その他 毎月　25,000円まで
16040- 5089791

フル
タイム
１７５

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 日他

実費（上限あり）
富山県下新川郡入善町青木５７７７番地 0765-72-0038 その他 毎月　25,000円まで

日他
～令和元年12月20
日

なし
富山県魚津市東尾崎３４１５ 0765-84-8226 その他 16040- 5088491

フル
タイム
１７４

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 日他

実費（上限あり）
富山県下新川郡入善町青木５７７７番地

16040- 5086691

フル
タイム
１７２

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 日他

実費（上限あり）
富山県下新川郡入善町青木５７７７番地 0765-72-0038 その他 毎月　25,000円まで

16040- 5087991

フル
タイム
１７３

210,600円～210,600円 林業サービス業
新川森林組合

0765-72-4344 その他 毎月　30,000円まで
16040- 5085391

フル
タイム
１７１

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 日他

実費（上限あり）
富山県下新川郡入善町青木５７７７番地 0765-72-0038 その他 毎月　25,000円まで

日他
実費（上限あり）

富山県下新川郡入善町青木５７７７番地 0765-72-0038 その他 毎月　25,000円まで
16040- 5083191

フル
タイム
１７０

変形（１年単位）
150,000円～180,000円

その他のはん用機
械・同部分品製造業株式会社　山口技研 日他

実費（上限あり）
富山県下新川郡入善町道古１８３

フル
タイム
１６９

変形（１年単位）
190,000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
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職　種 年　齢 従業員数 業　　種
区分 事業所名 就業場所 就業時間 うち女性 加入保険

事業所所在地 電話番号 企業全体 求人番号

区　分
雇用期間
求人数

交替制 賃　　　金
休　日 通勤手当
週休二日 賞与（前年度実績）

★以下の求人は、先週1週間（９月２日～９月６日）に受理した新規求人です。

正看護師・准看護師 不問 正社員 (1) 7時30分～16時30分 5人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし (2) 8時30分～17時30分 5人

(3) 9時30分～18時30分 雇用・労災・健康・厚生

5人
1人 年2回 4.00月分

製品検査、製品運搬、軽作業　（資材管理） 不問 正社員 (1) 8時00分～16時45分 9人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし 2人

雇用・労災・健康・厚生

9人
1人 年2回 2.00月分

ＣＡＤ、ＣＡＭオペレーター、資材管理 不問 正社員 (1) 8時00分～16時45分 9人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし 2人

雇用・労災・健康・厚生

9人
1人 年2回 2.00月分

住宅建築設計 59歳以下 正社員 (1) 8時30分～18時00分 25人
 魚津市 雇用期間の定めなし 11人

雇用・労災・健康・厚生・財形

34人
1人 年2回 3.00月分

住宅の現場監督の補助 29歳以下 正社員 (1) 8時30分～18時00分 25人
 魚津市 雇用期間の定めなし 11人

雇用・労災・健康・厚生・財形

34人
1人 年2回 3.00月分

（請）部品付 不問 正社員 (1) 8時20分～17時00分 32人
 黒部市 雇用期間の定めなし 20人

雇用・労災・健康・厚生・財形

42人
2人 年2回 1.50月分

（請）住宅用アルミサッシ製品製造 不問 正社員 (1) 8時20分～17時00分 40人
 黒部市 雇用期間の定めなし 20人

雇用・労災・健康・厚生

40人
1人 年2回 1.25月分

アイスクリーム製造ラインスタッフ 不問 正社員以外 (1) 8時00分～17時00分 50人
 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 25人

雇用・労災・健康・厚生

50人
2人

（請）調理師 59歳以下 正社員 (1) 7時00分～16時00分 14人
 魚津市 雇用期間の定めなし (2) 9時00分～20時00分 8人

(3)20時00分～ 5時00分 雇用・労災・健康・厚生

300人
1人 年2回 1.50月分

建築設計・工事監理技術者 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 11人
 魚津市 雇用期間の定めなし 2人

雇用・労災・健康・厚生

11人
1人 年2回 4.50月分

建設作業員 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 11人
 魚津市 雇用期間の定めなし 2人

雇用・労災・健康・厚生

11人
2人 年2回 5万円～15万円

機械加工作業員 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 68人
 下新川郡朝日町 雇用期間の定めなし 18人

雇用・労災・健康・厚生・財形

68人
2人 年2回 3.00月分

機械装置組立作業員 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 68人
 下新川郡朝日町 雇用期間の定めなし 18人

雇用・労災・健康・厚生・財形

68人
1人 年2回 3.00月分

製缶加工作業員 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 68人
 下新川郡朝日町 雇用期間の定めなし 18人

雇用・労災・健康・厚生・財形

68人
2人 年2回 3.00月分

トラック運転手（１０ｔ） 59歳以下 正社員 (1) 8時00分～17時00分 40人
 黒部市 雇用期間の定めなし 5人

雇用・労災・健康・厚生

47人
1人 年2回 10万円～20万円

繊維工学・感性工学系　技術者（工機） 62歳以下 正社員 (1) 8時20分～17時00分 4,016人
 黒部市 雇用期間の定めなし 1,247人

雇用・労災・健康・厚生・財形

5,025人
1人 年2回

経理 43歳以下 正社員 (1) 8時00分～17時00分 11人
 下新川郡朝日町 雇用期間の定めなし 3人

雇用・労災・健康・厚生・財形

90人
1人 年2回 5万円～60万円

料理飲料係 不問 正社員以外 (1) 9時00分～17時00分 124人
 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (2)14時00分～22時00分 65人

雇用・労災・健康・厚生

124人
2人

美容師（アシスタント） 不問 正社員 (1)10時00分～19時00分 4人
 黒部市 雇用期間の定めなし (2) 9時00分～18時00分 4人

雇用・労災
4人

1人 年2回 5万円～30万円
重機オペレーター 不問 正社員以外 (1) 8時00分～17時00分 3人

 下新川郡入善町 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 1人
雇用・労災・健康・厚生・財形

3人
1人 年2回 0万円～22万円

普通作業員 不問 正社員以外 (1) 8時00分～17時00分 8人
 下新川郡朝日町 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 1人

雇用・労災・健康・厚生・財形

8人
1人 年2回 0万円～20万円

0765-83-3011 その他 16040- 5153191

日他
6ヶ月 なし

富山県下新川郡入善町上飯野３５４５－２ 0765-72-0233 その他 16040- 5151291

フル
タイム
２１０

変形（１年単位）
220,000円～308,000円 一般土木建築工事業

有限会社　河内組 日他
6ヶ月 なし

富山県下新川郡朝日町大家庄３１３６

16040- 5149991

フル
タイム
２０８

180,000円～200,000円 美容業
ラ・ルージュ 月他

実費（上限あり）
富山県黒部市植木８１０－１　コラーレ横 090-6814-6707 毎　週 毎月　10,000円まで

16040- 5150891

フル
タイム
２０９

変形（１年単位）
198,000円～286,000円 建築材料卸売業

株式会社　黒部川興材工業

0765-83-3011 その他 毎月　27,000円まで
16040- 5148691

フル
タイム
２０７

変形（１ヶ月単位）
145,775円～168,070円 旅館，ホテル

株式会社　金太郎温泉 他
6ヶ月 なし

富山県魚津市天神野新６０００ 0765-24-1222 その他

日他
実費（上限あり）

富山県黒部市吉田２００ 0765-54-8399 その他 毎月　20,800円まで
16040- 5147391

フル
タイム
２０６

変形（１年単位）
198,000円～286,000円 一般土木建築工事業

小川建設工業　株式会社 日他
実費（上限あり）

富山県下新川郡朝日町三枚橋６番地

16040- 5144591

フル
タイム
２０４

変形（１年単位）
144,500円～152,900円

一般貨物自動車運送
業荻生運輸倉庫　株式会社 他

実費（上限あり）
富山県黒部市荻生５８８－１ 0765-52-5752 その他 毎月　10,000円まで

16040- 5146091

フル
タイム
２０５

変形（１年単位）
232,000円～546,000円

装身具・装飾品・ボ
タン・同関連品製造ＹＫＫ株式会社　黒部事業所

0765-83-2682 その他 毎月　12,000円まで
16040- 5142891

フル
タイム
２０３

変形（１年単位）
158,000円～300,000円

その他のはん用機
械・同部分品製造業株式会社　渡辺功機 日他

実費（上限あり）
富山県下新川郡朝日町月山８７ 0765-83-2682 その他 毎月　12,000円まで

日他
実費（上限あり）

富山県下新川郡朝日町月山８７ 0765-83-2682 その他 毎月　12,000円まで
16040- 5141791

フル
タイム
２０２

変形（１年単位）
158,000円～300,000円

その他のはん用機
械・同部分品製造業株式会社　渡辺功機 日他

実費（上限あり）
富山県下新川郡朝日町月山８７

16040- 5139691

フル
タイム
２００

変形（１年単位）
184,800円～349,800円 一般土木建築工事業

株式会社　大杉建設工業 日祝他
なし

富山県魚津市吉島２－７０１－２ 0765-22-0688 その他 16040- 5140491

フル
タイム
２０１

変形（１年単位）
158,000円～300,000円

その他のはん用機
械・同部分品製造業株式会社　渡辺功機

0765-22-7871 その他 毎月　5,000円まで
16040- 5136191

フル
タイム
１９９

変形（１年単位）
150,000円～300,000円 一般土木建築工事業

株式会社　大杉建設工業 日祝他
実費（上限あり）

富山県魚津市吉島２－７０１－２ 0765-22-0688 その他 毎月　10,000円まで

日他
～令和2年3月31日 実費（上限あり）

富山県黒部市石田９７８ 0765-56-7800 その他 毎月　10,000円まで
16040- 5132791

フル
タイム
１９８

交替制あり 175,000円～210,000円
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 他

実費（上限あり）
富山県魚津市東山８００番地　　 
パナソニックタワージャズセミコンダク

16040- 5127591

フル
タイム
１９６

146,160円～190,008円
建設用・建築用金属
製品製造業（製缶板有限会社　米澤建材 土日祝他

実費（上限あり）
富山県下新川郡入善町入膳３０９８ 0765-72-0187 毎　週 毎月　10,000円まで

16040- 5129091

フル
タイム
１９７

147,400円～147,400円 畜産食料品製造業
横山冷菓　株式会社

0765-24-9116 その他 毎月　20,000円まで
16040- 5124791

フル
タイム
１９５

144,000円～192,000円
金属素形材製品製造
業有限会社　岡島建材 土日他

実費（上限なし）
富山県黒部市飯沢４４４ 0765-57-1188 毎　週

水祝他
実費（上限あり）

富山県魚津市江口５６７－１ 0765-24-9116 その他 毎月　20,000円まで
16040- 5123491

フル
タイム
１９４

変形（１年単位）
150,000円～200,000円

建築工事業（木造建
築工事業を除く）株式会社　山下ホーム 日祝他

実費（上限あり）
富山県魚津市江口５６７－１

16040- 5115491

フル
タイム
１９２

変形（１年単位）
170,000円～240,000円 金属加工機械製造業

株式会社　エムテック 日他
実費（上限あり）

富山県下新川郡入善町荒又５００－６ 0765-72-1921 その他 毎月　15,000円まで
16040- 5116791

フル
タイム
１９３

変形（１年単位）
200,000円～300,000円

建築工事業（木造建
築工事業を除く）株式会社　山下ホーム

0765-74-0110 その他 毎月　3,800円まで
16040- 5114991

フル
タイム
１９１

変形（１年単位）
170,000円～240,000円 金属加工機械製造業

株式会社　エムテック 日他
実費（上限あり）

富山県下新川郡入善町荒又５００－６ 0765-72-1921 その他 毎月　15,000円まで

フル
タイム
１９０

交替制あり 220,000円～270,000円 病院
山本クリニック 日他

一定額
富山県下新川郡入善町入膳　１３９－３
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職　種 年　齢 従業員数 業　　種
区分 事業所名 就業場所 就業時間 うち女性 加入保険

事業所所在地 電話番号 企業全体 求人番号

区　分
雇用期間
求人数

交替制 賃　　　金
休　日 通勤手当
週休二日 賞与（前年度実績）

★以下の求人は、先週1週間（９月２日～９月６日）に受理した新規求人です。

農作業全般 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 8人
 下新川郡朝日町 雇用期間の定めなし 2人

雇用・労災・健康・厚生

8人
1人 年1回 2万円～5万円

解体作業員 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 6人
 魚津市 雇用期間の定めなし 1人

雇用・労災・健康・厚生

6人
1人 年2回 10万円～40万円

配管工・現場管理 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 6人
 魚津市 雇用期間の定めなし 1人

雇用・労災・健康・厚生

6人
1人 年2回 10万円～40万円

トレーラ兼ダンプ運転手（地場） 不問 正社員 (1) 7時30分～16時30分 24人
 黒部市 雇用期間の定めなし 4人

雇用・労災・健康・厚生・財形

37人
1人

企業福利厚生プランナー◆◆◆子育てママ支援企業【急募】 不問 正社員 (1) 9時00分～17時00分 12人
 魚津市 雇用期間の定めなし 11人

雇用・労災・健康・厚生

6,934人
1人 年2回

クレーンオペレーター兼ダンプ運転手 不問 正社員 (1) 7時30分～16時30分 24人
 黒部市 雇用期間の定めなし 4人

雇用・労災・健康・厚生・財形

37人
2人

電気設計業務 40歳以下 正社員 (1) 8時15分～17時00分 43人
 魚津市 雇用期間の定めなし 12人

雇用・労災・健康・厚生

581人
1人

重機オペレーター兼ダンプ運転手 不問 正社員 (1) 7時30分～16時30分 25人
 黒部市 雇用期間の定めなし 4人

雇用・労災・健康・厚生・財形

36人
2人

機械設計業務 40歳以下 正社員 (1) 8時15分～17時00分 43人
 魚津市 雇用期間の定めなし 12人

雇用・労災・健康・厚生

581人
1人

住宅用アルミ製品の部品付け（ＹＫＫＡＰ（株）荻生製造所 不問 正社員 (1) 7時20分～16時00分 19人
 黒部市 雇用期間の定めなし 4人

雇用・労災・健康・厚生

33人
1人 年2回 1.50月分

生産業務（原卵作業） 59歳以下 正社員 (1) 8時00分～17時00分 45人
 黒部市 雇用期間の定めなし 31人

雇用・労災・健康・厚生・財形

200人
1人 年2回

部品付け（ＹＫＫＡＰ（株）荻生製造所） 不問 正社員 (1)16時20分～ 1時00分 19人
 黒部市 雇用期間の定めなし 4人

雇用・労災・健康・厚生

33人
1人 年2回 1.70月分

設計・現寸（建築鉄骨・鋼構造物） 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 16人
 黒部市 雇用期間の定めなし 3人

雇用・労災・健康・厚生

16人
1人 年3回 107万円～227万円

金型の設計 不問 正社員 (1) 8時15分～17時00分 44人
 魚津市 雇用期間の定めなし 27人

雇用・労災・健康・厚生・財形

72人
1人 年2回 2.50月分

製品検査・品質管理（建築鉄骨・鋼構造物） 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 16人
 黒部市 雇用期間の定めなし 3人

雇用・労災・健康・厚生

16人
1人 年3回 107万円～227万円

ＮＣ機械オペレーター 不問 正社員 (1) 8時15分～17時00分 44人
 魚津市 雇用期間の定めなし 27人

雇用・労災・健康・厚生・財形

72人
2人 年2回 2.50月分

製作管理（建築鉄骨・鋼構造物） 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 16人
 黒部市 雇用期間の定めなし 3人

雇用・労災・健康・厚生

16人
1人 年3回 107万円～227万円

組立て（建築鉄骨・鋼構造物） 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 16人
 黒部市 雇用期間の定めなし 3人

雇用・労災・健康・厚生

16人
1人 年3回 107万円～227万円

溶接（建築鉄骨・鋼構造物） 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 16人
 黒部市 雇用期間の定めなし 3人

雇用・労災・健康・厚生

16人
2人 年3回 107万円～227万円

営業員 不問 正社員 (1) 8時30分～17時30分 4人
 魚津市 雇用期間の定めなし 4人

雇用・労災・健康・厚生

5人
1人

土木施工管理技士 59歳以下 正社員 (1) 7時30分～16時30分 9人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし 1人

雇用・労災・健康・厚生

9人
2人 年2回

16040- 5186591

0765-22-0873 毎　週 毎月　5,000円まで
16040- 5185291

フル
タイム
２３１

変形（１年単位）
270,000円～370,000円

土木工事業（舗装工
事業を除く）高田建設　株式会社 日他

なし
富山県下新川郡入善町上野１５４８－１ 0765-72-1244 その他

日祝他
実費（上限あり）

富山県黒部市田家新６８９－２ 0765-52-1617 その他 毎月　7,000円まで
16040- 5184891

フル
タイム
２３０

150,500円～200,000円 書籍・文房具小売業
有限会社　寺島商店 土日祝他

実費（上限あり）
富山県魚津市新金屋１丁目３－７

16040- 5181991

フル
タイム
２２８

変形（１年単位）
198,000円～330,000円 金属加工機械製造業

株式会社　田村鉄工所 日祝他
実費（上限あり）

富山県黒部市田家新６８９－２ 0765-52-1617 その他 毎月　7,000円まで
16040- 5183791

フル
タイム
２２９

変形（１年単位）
198,000円～330,000円 金属加工機械製造業

株式会社　田村鉄工所

0765-32-8049 毎　週 毎月　25,000円まで
16040- 5180691

フル
タイム
２２７

変形（１年単位）
198,000円～330,000円 金属加工機械製造業

株式会社　田村鉄工所 日祝他
実費（上限あり）

富山県黒部市田家新６８９－２ 0765-52-1617 その他 毎月　7,000円まで

日祝他
実費（上限あり）

富山県黒部市田家新６８９－２ 0765-52-1617 その他 毎月　7,000円まで
16040- 5179191

フル
タイム
２２６

変形（１年単位）
186,102円～340,743円 電子デバイス製造業

立山精密　株式会社 日他
実費（上限あり）

富山県魚津市道坂２４３－３

16040- 5177291

フル
タイム
２２４

変形（１年単位）
181,122円～340,743円 電子デバイス製造業

立山精密　株式会社 日他
実費（上限あり）

富山県魚津市道坂２４３－３ 0765-32-8049 毎　週 毎月　25,000円まで
16040- 5178591

フル
タイム
２２５

変形（１年単位）
198,000円～330,000円 金属加工機械製造業

株式会社　田村鉄工所

0765-56-8372 毎　週 毎月　10,000円まで
16040- 5176891

フル
タイム
２２３

変形（１年単位）
198,000円～330,000円 金属加工機械製造業

株式会社　田村鉄工所 日祝他
実費（上限あり）

富山県黒部市田家新６８９－２ 0765-52-1617 その他 毎月　7,000円まで

日他
実費（上限あり）

富山県黒部市沓掛６３５ 0765-54-1162 その他 毎月　50,000円まで
16040- 5174491

フル
タイム
２２２

182,250円～194,400円
建設用・建築用金属
製品製造業（製缶板有限会社　木島アルミ建材 土日祝他

実費（上限あり）
富山県黒部市荒俣２０５番地

16040- 5171391

フル
タイム
２２０

182,700円～194,400円
建設用・建築用金属
製品製造業（製缶板有限会社　木島アルミ建材 土日祝

実費（上限あり）
富山県黒部市荒俣２０５番地 0765-56-8372 毎　週 毎月　10,000円まで

16040- 5173991

フル
タイム
２２１

変形（１年単位）
163,100円～205,040円

他に分類されない卸
売業株式会社　卵のタカムラ

0765-54-0246 その他 毎月　10,000円まで
16040- 5170091

フル
タイム
２１９

変形（１年単位）
170,500円～284,400円 電子デバイス製造業

高槻電器工業株式会社　富山工場 日祝他
実費（上限あり）

富山県魚津市小川寺４７０ 0765-31-7131 その他 毎月　40,000円まで

日祝他
実費（上限あり）

富山県魚津市小川寺４７０ 0765-31-7131 その他 毎月　40,000円まで
16040- 5168891

フル
タイム
２１８

変形（１年単位）
187,000円～280,000円

土木工事業（舗装工
事業を除く）株式会社　籠瀬運輸 日祝他

実費（上限あり）
富山県黒部市沓掛３１３３

16040- 5166491

フル
タイム
２１６

変形（１年単位）
191,600円～280,000円

土木工事業（舗装工
事業を除く）株式会社　籠瀬運輸 日祝他

実費（上限あり）
富山県黒部市沓掛３１３３ 0765-54-0246 その他 毎月　10,000円まで

16040- 5167791

フル
タイム
２１７

変形（１年単位）
170,500円～284,400円 電子デバイス製造業

高槻電器工業株式会社　富山工場

0765-54-0246 その他 毎月　10,000円まで
16040- 5165991

フル
タイム
２１５

170,000円～250,000円 生命保険業
大同生命保険株式会社　富山支社　魚津営
業所

土日祝他
実費（上限あり）

富山県魚津市新金屋１丁目１２番３８号
インテリジェントセンタービル４Ｆ

0765-24-2620 毎　週 毎月　35,000円まで

土日祝他
実費（上限あり）

富山県魚津市袋１７５ 090-9761-9777 毎　週 毎月　5,000円まで
16040- 5164691

フル
タイム
２１４

変形（１年単位）
190,000円～264,600円

土木工事業（舗装工
事業を除く）株式会社　籠瀬運輸 日祝他

実費（上限あり）
富山県黒部市沓掛３１３３

16040- 5159791

フル
タイム
２１２

200,000円～380,000円
管工事業（さく井工
事業を除く）株式会社　ライフシステム 土日祝他

実費（上限あり）
富山県魚津市袋１７５ 090-9761-9777 毎　週 毎月　5,000円まで

16040- 5160591

フル
タイム
２１３

200,000円～380,000円
管工事業（さく井工
事業を除く）株式会社　ライフシステム

フル
タイム
２１１

160,000円～300,000円 耕種農業
有限会社クリーンみず穂 日他

実費（上限あり）
富山県下新川郡朝日町大家庄８７６ 090-4682-2016 な　し 毎月　10,000円まで
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職　種 年　齢 従業員数 業　　種
区分 事業所名 就業場所 就業時間 うち女性 加入保険

事業所所在地 電話番号 企業全体 求人番号

区　分
雇用期間
求人数

交替制 賃　　　金
休　日 通勤手当
週休二日 賞与（前年度実績）

★以下の求人は、先週1週間（９月２日～９月６日）に受理した新規求人です。

作業員（検査、組立） 不問 正社員 (1) 8時00分～16時40分 24人
 魚津市 雇用期間の定めなし 18人

雇用・労災・健康・厚生

79人
2人 年2回 1.70月分

機械設計業務 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 61人
 下新川郡朝日町 雇用期間の定めなし (2) 6時00分～20時00分 13人

(3)10時00分～15時00分 雇用・労災・健康・厚生・財形

125人
1人 年2回 1.00月分

電気設計業務 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 61人
 下新川郡朝日町 雇用期間の定めなし (2) 6時00分～20時00分 13人

(3)10時00分～15時00分 雇用・労災・健康・厚生・財形

125人
1人 年2回 1.00月分

生産オペレーター 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 61人
 下新川郡朝日町 雇用期間の定めなし (2)20時00分～ 5時00分 13人

雇用・労災・健康・厚生・財形

125人
3人 年2回 1.00月分

警備スタッフ 18歳以上 正社員 (1) 8時00分～17時00分 19人
 魚津市 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

258人
2人 年2回

測定・検査・雑務 不問 正社員以外 (1) 8時00分～17時00分 60人
 下新川郡朝日町 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 13人

雇用・労災・健康・厚生

133人
1人

大型ダンプ運転手（地場） 不問 正社員 (1) 7時30分～16時30分 39人
 魚津市 雇用期間の定めなし 4人

雇用・労災・健康・厚生

54人
2人 年2回 ～60万円

木製建具工及びサッシ組立取付工 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 10人
 黒部市 雇用期間の定めなし 2人

雇用・労災・健康・厚生

10人
2人

電気工事作業員（見習い可） 64歳以下 正社員 (1) 8時00分～16時45分 14人
 黒部市 雇用期間の定めなし 4人

雇用・労災・健康・厚生・財形

14人
2人 年2回 2.00月分

中堅・大型ミキサー車運転手 不問 正社員 (1) 7時30分～16時30分 8人
 黒部市 雇用期間の定めなし 0人

雇用・労災・健康・厚生

54人
2人 年2回 ～60万円

配管工 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 8人
 魚津市 雇用期間の定めなし 2人

雇用・労災・健康・厚生

8人
1人 年3回 3.40月分

重機オペレーター 不問 正社員 (1) 7時30分～16時30分 39人
 魚津市 雇用期間の定めなし 4人

雇用・労災・健康・厚生

54人
2人 年2回 ～60万円

営業職 不問 正社員 (1) 7時30分～17時00分 20人
 黒部市 雇用期間の定めなし 4人

雇用・労災・健康・厚生

38人
1人 年2回

建材部品の検査（ＹＫＫＡＰ（株）越湖製造所） 不問 正社員 (1) 8時20分～17時00分 74人
 黒部市 雇用期間の定めなし 40人

雇用・労災・健康・厚生

203人
3人 年2回

土木作業員 不問 正社員以外 (1) 7時50分～17時00分 6人
 黒部市 雇用期間の定めなし 1人

雇用・労災・健康・厚生

6人
1人

施工管理技術者 不問 正社員 (1) 7時50分～17時00分 6人
 黒部市 雇用期間の定めなし 1人

雇用・労災・健康・厚生

6人
1人 年2回

機械設備組立スタッフ 不問 正社員 (1) 8時30分～17時00分 12人
 魚津市 雇用期間の定めなし 2人

雇用・労災・健康・厚生

12人
2人 年2回 2.00月分

マシンオペレーター 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 8人
 黒部市 雇用期間の定めなし 4人

雇用・労災・健康・厚生

8人
2人 年2回 2.00月分

ＮＣ機械オペレーター 不問 正社員 (1) 8時15分～17時00分 63人
 魚津市 雇用期間の定めなし 41人

雇用・労災・健康・厚生・財形

98人
2人 年2回 2.50月分

製造組立職 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 20人
 黒部市 雇用期間の定めなし 6人

雇用・労災・健康・厚生・財形

37人
1人 年2回 2.00月分

金型の設計 不問 正社員 (1) 8時15分～17時00分 22人
 魚津市 雇用期間の定めなし 1人

雇用・労災・健康・厚生・財形

96人
2人 年2回 2.50月分

16040- 5217091

フル
タイム
２５２

変形（１年単位）
181,122円～340,743円 電子デバイス製造業

テクノプラス　株式会社 日他
実費（上限あり）

富山県魚津市道坂２４２ 0765-32-8134 毎　週 毎月　25,000円まで
16040- 5218391

0765-32-8134 毎　週 毎月　25,000円まで
16040- 5216191

フル
タイム
２５１

189,000円～336,000円
建設用・建築用金属
製品製造業（製缶板株式会社　ナカノ 日祝他

実費（上限あり）
富山県黒部市犬山２１３－１ 0765-52-1896 毎　週 毎月　10,000円まで

日他
実費（上限あり）

富山県黒部市沓掛道上割３２５９－１３ 0765-54-0781 その他 毎月　10,000円まで
16040- 5215591

フル
タイム
２５０

変形（１年単位）
186,102円～340,743円 電子デバイス製造業

テクノプラス　株式会社 日他
実費（上限あり）

富山県魚津市道坂２４２

16040- 5213891

フル
タイム
２４８

変形（１年単位）
170,000円～370,000円 金属加工機械製造業

辻精機株式会社 日他
実費（上限あり）

富山県魚津市三ケ２２７ 0765-22-0637 その他 毎月　15,000円まで
16040- 5214291

フル
タイム
２４９

変形（１年単位）
165,000円～290,000円

一般産業用機械・装
置製造業株式会社　辻鉄工

0765-52-0359 その他 毎月　15,000円まで
16040- 5212791

フル
タイム
２４７

変形（１年単位）
250,000円～400,000円 一般土木建築工事業

中山工業　株式会社 日他
実費（上限あり）

富山県黒部市三日市１１２０ 0765-52-0359 その他 毎月　15,000円まで

土日他
実費（上限あり）

富山県黒部市新町１１０番地甲ー２ 0765-52-1330 毎　週 16040- 5211491

フル
タイム
２４６

変形（１年単位）
176,000円～198,000円 一般土木建築工事業

中山工業　株式会社 日他
実費（上限あり）

富山県黒部市三日市１１２０

16040- 5207591

フル
タイム
２４４

変形（１年単位）
250,000円～350,000円

採石業，砂・砂利・
玉石採取業夏野土木工業　株式会社 日他

実費（上限あり）
富山県黒部市荒俣２１０７ 0765-56-8396 その他 毎月　11,300円まで

16040- 5209091

フル
タイム
２４５

144,000円～144,000円
建設用・建築用金属
製品製造業（製缶板中野工業　株式会社

0765-22-8469 その他 毎月　3,000円まで
16040- 5206291

フル
タイム
２４３

変形（１年単位）
200,000円～250,000円

一般貨物自動車運送
業中川運輸株式会社 日祝他

実費（上限あり）
富山県魚津市宮津２３４番地 0765-24-5520 その他 毎月　20,000円まで

日祝他
実費（上限あり）

富山県魚津市宮津２３４番地 0765-24-5520 その他 毎月　20,000円まで
16040- 5205891

フル
タイム
２４２

変形（１年単位）
181,000円～251,000円

管工事業（さく井工
事業を除く）有限会社　寺崎設備工業所 日祝

実費（上限あり）
富山県魚津市石垣１２

16040- 5202991

フル
タイム
２４０

180,000円～300,000円 電気工事業
大上戸電気　株式会社 土日他

実費（上限あり）
富山県黒部市吉田１００８－１ 0765-56-8820 毎　週 毎月　20,000円まで

16040- 5204791

フル
タイム
２４１

変形（１年単位）
190,000円～240,000円

一般貨物自動車運送
業中川運輸株式会社

0765-24-5520 その他 毎月　20,000円まで
16040- 5201691

フル
タイム
２３９

160,000円～240,000円
建設用・建築用金属
製品製造業（製缶板辻タテグ工芸　株式会社 土日祝

実費（上限あり）
富山県黒部市田家新７７１ 0765-54-0022 毎　週 毎月　10,000円まで

土日祝他
12ヶ月 実費（上限あり）

富山県下新川郡朝日町草野２７１－３ 0765-82-1100 毎　週 毎月　50,000円まで
16040- 5198991

フル
タイム
２３８

変形（１年単位）
200,000円～240,000円

一般貨物自動車運送
業中川運輸株式会社 日祝他

実費（上限あり）
富山県魚津市宮津２３４番地

16040- 5195091

フル
タイム
２３６

変形（１ヶ月単位）
163,400円～163,400円 警備業

株式会社　トスネット北陸　魚津営業所 他
実費（上限あり）

富山県魚津市三ケ９６７番地７ 0765-23-9058 その他 16040- 5196391

フル
タイム
２３７

123,766円～123,766円
その他のはん用機
械・同部分品製造業株式会社ＴＳＳ　朝日工場

0765-82-1100 毎　週 毎月　50,000円まで
16040- 5193591

フル
タイム
２３５

交替制あり 180,000円～300,000円
その他のはん用機
械・同部分品製造業株式会社ＴＳＳ　朝日工場 他

実費（上限あり）
富山県下新川郡朝日町草野２７１－３ 0765-82-1100 毎　週 毎月　50,000円まで

土日祝他
実費（上限あり）

富山県下新川郡朝日町草野２７１－３ 0765-82-1100 毎　週 毎月　50,000円まで
16040- 5190791

フル
タイム
２３４

フレックス 200,000円～350,000円
その他のはん用機
械・同部分品製造業株式会社ＴＳＳ　朝日工場 土日祝他

実費（上限あり）
富山県下新川郡朝日町草野２７１－３

フル
タイム
２３２

141,400円～141,400円
建設用・建築用金属
製品製造業（製缶板有限会社　辻口工業 土日他

実費（上限あり）
富山県魚津市大海寺野村５００８ 0765-22-0393 毎　週 毎月　8,000円まで

16040- 5188091

フル
タイム
２３３

フレックス 200,000円～350,000円
その他のはん用機
械・同部分品製造業株式会社ＴＳＳ　朝日工場
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職　種 年　齢 従業員数 業　　種
区分 事業所名 就業場所 就業時間 うち女性 加入保険

事業所所在地 電話番号 企業全体 求人番号

区　分
雇用期間
求人数

交替制 賃　　　金
休　日 通勤手当
週休二日 賞与（前年度実績）

★以下の求人は、先週1週間（９月２日～９月６日）に受理した新規求人です。

部品の仕分け・袋詰め作業（ＹＫＫＡＰ（株）越湖製造所） 不問 正社員 (1) 8時20分～17時00分 74人
 黒部市 雇用期間の定めなし 40人

雇用・労災・健康・厚生

203人
2人 年2回

アルミ加工・部品付作業（ＹＫＫＡＰ（株）荻生製造所） 不問 正社員 (1) 8時20分～17時00分 67人
 黒部市 雇用期間の定めなし (2)16時20分～ 1時00分 16人

(3) 0時20分～ 9時00分 雇用・労災・健康・厚生

203人
3人 年2回 1.50月分

部品仕分け・袋詰作業（ＹＫＫＡＰ（株）越湖製造所） 不問 正社員 (1) 8時20分～17時00分 74人
 黒部市 雇用期間の定めなし 40人

雇用・労災・健康・厚生

203人
2人 年2回

（請）調理員 不問 正社員 (1) 5時15分～13時30分 14人
 魚津市 雇用期間の定めなし (2) 6時00分～14時15分 14人

(3)10時30分～19時00分 雇用・労災・健康・厚生・財形

16人
1人 年2回 3.50月分

（請）環境施設の運転維持管理 59歳以下 正社員 (1) 8時15分～17時15分 8人
 黒部市 雇用期間の定めなし (2) 8時15分～12時30分 0人

雇用・労災・健康・厚生・財形

1,120人
1人 年2回 1.60月分

（請）環境施設の運転維持管理業務 59歳以下 正社員 (1) 8時15分～17時15分 2人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし 0人

雇用・労災・健康・厚生・財形

1,120人
1人 年2回 1.60月分

機械設計 35歳以下 正社員 (1) 8時00分～16時45分 87人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし 33人

雇用・労災・健康・厚生

87人
2人 年2回 2.95月分

電気設計 35歳以下 正社員 (1) 8時00分～16時45分 87人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし 33人

雇用・労災・健康・厚生

87人
1人 年2回 2.95月分

マシンオペレーター 35歳以下 正社員 (1) 8時00分～16時45分 87人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし 33人

雇用・労災・健康・厚生

87人
1人 年2回 2.05月分

組立スタッフ 35歳以下 正社員 (1) 8時00分～16時45分 87人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし 33人

雇用・労災・健康・厚生

87人
2人 年2回 3.32月分

検査スタッフ 35歳以下 正社員 (1) 8時00分～16時45分 87人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし 33人

雇用・労災・健康・厚生

87人
2人 年2回 3.32月分

板金加工作業 不問 正社員 (1) 8時00分～16時45分 87人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし 33人

雇用・労災・健康・厚生

87人
2人 年2回 2.95月分

（請）客貨車の点検整備 不問 正社員以外 (1) 8時00分～17時00分 8人
 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） 0人

労災・健康・厚生
15人

4人
バラ図作製 不問 正社員 (1) 8時00分～16時45分 87人

 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし 33人
雇用・労災・健康・厚生

87人
2人 年2回 2.95月分

土木作業員・重機オペレーター 不問 正社員以外 (1) 8時00分～17時00分 33人
 下新川郡朝日町 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 3人

雇用・労災・健康・厚生

113人
1人

（請）客貨車検査 不問 正社員以外 (1) 8時30分～17時30分 8人
 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） (2) 6時30分～15時30分 0人

(3)12時30分～21時30分 労災・健康・厚生
15人

4人 年2回 5万円～7万円
建築技術者 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 33人

 下新川郡朝日町 雇用期間の定めなし 3人
雇用・労災・健康・厚生

113人
1人 年3回

土木技術者 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 33人
 下新川郡朝日町 雇用期間の定めなし 3人

雇用・労災・健康・厚生

113人
1人 年3回

大型トラック運転手 44歳以下 正社員 (1) 8時00分～17時05分 24人
 黒部市 雇用期間の定めなし 6人

雇用・労災・健康・厚生

41人
2人 年2回 2.00月分

粉砕機オペレーター 44歳以下 正社員 (1) 8時00分～17時05分 27人
 黒部市 雇用期間の定めなし 6人

雇用・労災・健康・厚生

43人
2人 年2回 1.50月分

板前（日本料理） 59歳以下 正社員 (1) 9時00分～21時00分 13人
 魚津市 雇用期間の定めなし 4人

雇用・労災・健康・厚生・財形

20人
2人

他
令和元年10月1日～ 実費（上限あり）

富山県魚津市駅前新町４－２ 0765-24-9333 その他 毎月　18,000円まで
16040- 5255791

16040- 5253991

フル
タイム
２７２

変形（１年単位）
165,000円～200,000円

有機化学工業製品製
造業株式会社　ホクペレ 日祝他

実費（上限あり）
富山県黒部市田家新６０８ 0765-52-3455 その他 毎月　15,000円まで

16040- 5254491

フル
タイム
２７３

変形（１年単位）
240,000円～340,000円 旅館，ホテル

株式会社　スカイホテル　スカイホテル魚
津

0765-83-1180 その他 毎月　25,000円まで
16040- 5252691

フル
タイム
２７１

変形（１年単位）
210,000円～220,000円

有機化学工業製品製
造業株式会社　ホクペレ 日祝他

実費（上限あり）
富山県黒部市田家新６０８ 0765-52-3455 その他 毎月　15,000円まで

日祝他
実費（上限あり）

富山県下新川郡朝日町沼保字江上１２２３
－１

0765-83-1180 その他 毎月　25,000円まで
16040- 5250091

フル
タイム
２７０

変形（１年単位）
280,000円～380,000円 一般土木建築工事業

株式会社　深松組　北陸支店 日祝他
実費（上限あり）

富山県下新川郡朝日町沼保字江上１２２３
－１

16040- 5247791

フル
タイム
２６８

交替制あり 171,000円～171,000円 一般土木建築工事業
有限会社　野村建設 他

～令和元年12月25
日

実費（上限なし）
富山県黒部市宇奈月町音沢３４６－１ 0765-65-1082 毎　週 16040- 5248891

フル
タイム
２６９

変形（１年単位）
280,000円～380,000円 一般土木建築工事業

株式会社　深松組　北陸支店

0765-72-2498 その他 毎月　20,000円まで
16040- 5246491

フル
タイム
２６７

変形（１年単位）
213,000円～298,200円 一般土木建築工事業

株式会社　深松組　北陸支店 日祝他
12ヶ月 実費（上限なし）

富山県下新川郡朝日町沼保字江上１２２３
－１

0765-83-1180 その他

土日祝他
～令和元年12月21
日

実費（上限なし）
富山県黒部市宇奈月町音沢３４６－１ 0765-65-1082 毎　週 16040- 5245991

フル
タイム
２６６

変形（１年単位）
160,000円～300,000円

その他のはん用機
械・同部分品製造業株式会社　双葉ダイス 日他

実費（上限あり）
富山県下新川郡入善町椚山７６２－１

16040- 5243391

フル
タイム
２６４

変形（１年単位）
160,000円～300,000円

その他のはん用機
械・同部分品製造業株式会社　双葉ダイス 日他

実費（上限あり）
富山県下新川郡入善町椚山７６２－１ 0765-72-2498 その他 毎月　20,000円まで

16040- 5244691

フル
タイム
２６５

210,000円～240,000円 一般土木建築工事業
有限会社　野村建設

0765-72-2498 その他 毎月　20,000円まで
16040- 5242091

フル
タイム
２６３

変形（１年単位）
160,000円～250,000円

その他のはん用機
械・同部分品製造業株式会社　双葉ダイス 日他

実費（上限あり）
富山県下新川郡入善町椚山７６２－１ 0765-72-2498 その他 毎月　20,000円まで

他
実費（上限あり）

富山県下新川郡入善町椚山７６２－１ 0765-72-2498 その他 毎月　20,000円まで
16040- 5241191

フル
タイム
２６２

変形（１年単位）
160,000円～250,000円

その他のはん用機
械・同部分品製造業株式会社　双葉ダイス 日他

実費（上限あり）
富山県下新川郡入善町椚山７６２－１

16040- 5239791

フル
タイム
２６０

変形（１年単位）
160,000円～250,000円

その他のはん用機
械・同部分品製造業株式会社　双葉ダイス 日他

実費（上限あり）
富山県下新川郡入善町椚山７６２－１ 0765-72-2498 その他 毎月　20,000円まで

16040- 5240591

フル
タイム
２６１

変形（１年単位）
160,000円～250,000円

その他のはん用機
械・同部分品製造業株式会社　双葉ダイス

0765-76-0045 毎　週 毎月　50,000円まで
16040- 5238491

フル
タイム
２５９

変形（１年単位）
160,000円～250,000円

その他のはん用機
械・同部分品製造業株式会社　双葉ダイス 日他

実費（上限あり）
富山県下新川郡入善町椚山７６２－１ 0765-72-2498 その他 毎月　20,000円まで

日祝他
実費（上限あり）

富山県黒部市宮沢９９　　　　　宮沢清掃
セン夕ー内

0765-32-5922 その他 毎月　50,000円まで
16040- 5233191

フル
タイム
２５８

185,000円～270,000円 建物サービス業
株式会社日本管財環境サービス　入善事業
所

土日祝他
実費（上限あり）

富山県下新川郡入善町板屋３１１番地ク
リーンぽーと内

16040- 5222891

フル
タイム
２５６

変形（１ヶ月単位）
158,500円～163,500円

その他の飲食料品小
売業有限会社　日星 他

実費（上限あり）
富山県魚津市江口８８－１ 0765-22-8681 その他 毎月　17,100円まで

16040- 5223291

フル
タイム
２５７

変形（１ヶ月単位）
185,000円～270,000円 建物サービス業

株式会社　日本管財環境サービス　黒部事
業所

0765-52-1330 毎　週 16040- 5221791

フル
タイム
２５５

160,000円～160,000円
建設用・建築用金属
製品製造業（製缶板中野工業　株式会社 土日他

実費（上限あり）
富山県黒部市新町１１０番地甲ー２ 0765-52-1330 毎　週

土日他
実費（上限あり）

富山県黒部市新町１１０番地甲ー２ 0765-52-1330 毎　週 毎月　5,000円まで
16040- 5219691

フル
タイム
２５４

交替制あり 170,000円～200,000円
建設用・建築用金属
製品製造業（製缶板中野工業　株式会社 土日他

実費（上限あり）
富山県黒部市新町１１０番地甲ー２

フル
タイム
２５３

144,000円～160,000円
建設用・建築用金属
製品製造業（製缶板中野工業　株式会社
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職　種 年　齢 従業員数 業　　種
区分 事業所名 就業場所 就業時間 うち女性 加入保険

事業所所在地 電話番号 企業全体 求人番号

区　分
雇用期間
求人数

交替制 賃　　　金
休　日 通勤手当
週休二日 賞与（前年度実績）

★以下の求人は、先週1週間（９月２日～９月６日）に受理した新規求人です。

配管工・さく井工・土木作業員 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 7人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし 1人

雇用・労災・健康・厚生

7人
3人

トラック運転手 44歳以下 正社員 (1) 8時00分～17時05分 24人
 黒部市 雇用期間の定めなし 6人

雇用・労災・健康・厚生

41人
2人 年2回 2.00月分

押出機オペレーター 44歳以下 正社員 (1) 8時00分～17時05分 10人
 黒部市 雇用期間の定めなし 2人

雇用・労災・健康・厚生

43人
2人 年2回 1.50月分

木製品製造 40歳以下 正社員 (1) 8時00分～17時00分 6人
 魚津市 雇用期間の定めなし 2人

雇用・労災・健康・厚生

6人
1人 年2回

タクシードライバー 不問 正社員 (1) 6時00分～14時30分 13人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし (2) 7時00分～15時30分 5人

(3)17時00分～ 0時00分 雇用・労災・健康・厚生・財形

13人
1人

土木技術職 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 18人
 黒部市 雇用期間の定めなし 4人

雇用・労災・健康・厚生

18人
1人 年2回

建築技術職 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 18人
 黒部市 雇用期間の定めなし 4人

雇用・労災・健康・厚生

18人
1人 年2回

電気工事士（電気工事作業員） 不問 正社員 (1) 8時30分～17時00分 8人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし 1人

雇用・労災・健康・厚生

8人
2人 年2回 2.00月分

鱒寿司・小売販売 不問 正社員 (1) 7時00分～15時30分 6人
 魚津市 雇用期間の定めなし (2) 8時30分～17時00分 4人

雇用・労災・健康・厚生

17人
1人

鱒寿司製造 不問 正社員 (1) 5時30分～14時30分 6人
 魚津市 雇用期間の定めなし 4人

雇用・労災・健康・厚生

17人
1人

製缶工 59歳以下 正社員 (1) 8時00分～17時00分 106人
 魚津市 雇用期間の定めなし 9人

雇用・労災・健康・厚生・財形

112人
1人 年2回 2.00月分

製缶工 35歳以下 正社員 (1) 8時00分～17時00分 106人
 魚津市 雇用期間の定めなし 9人

雇用・労災・健康・厚生・財形

112人
1人 年2回 2.00月分

印刷・洗浄・検査・包装 50歳以下 正社員 (1) 8時00分～17時00分 25人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし 19人

雇用・労災・健康・厚生・財形

25人
2人

建築工事の施工管理 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 33人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし 4人

雇用・労災・健康・厚生・財形

33人
1人 年2回 2.50月分

土木・舗装工事の施工管理（見習い可） 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 33人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし 4人

雇用・労災・健康・厚生・財形

33人
2人 年2回 2.50月分

（請）栄養士（富山労災病院内給食室） 不問 正社員 (1) 5時00分～14時00分 17人
 魚津市 雇用期間の定めなし (2) 9時00分～18時00分 14人

(3)11時00分～20時00分 雇用・労災・健康・厚生・財形

17,000人
1人 年2回 4.10月分

栄養士（ちょうろく内給食室） 不問 正社員 (1) 6時00分～15時00分 6人
 魚津市 雇用期間の定めなし (2) 9時00分～18時00分 4人

(3)10時30分～19時30分 雇用・労災・健康・厚生・財形

17,000人
1人 年2回 4.10月分

調理師（ちょうろく内給食室） 不問 正社員 (1) 6時00分～15時00分 6人
 魚津市 雇用期間の定めなし (2) 9時00分～18時00分 4人

(3)10時30分～19時30分 雇用・労災・健康・厚生・財形

17,000人
1人 年2回 4.10月分

登録販売者総合職【３つの選択区分有】富山１黒部・魚津 不問 正社員 (1) 9時00分～18時00分 1,438人
 黒部市 雇用期間の定めなし (2)13時00分～22時00分 1,117人

(3)11時00分～20時00分 雇用・労災・健康・厚生

6,864人
1人 年2回 1.30月分

（請）アシスタント・マネージャー（管理者補佐） 30歳以下 正社員 (1) 8時30分～17時30分 10人
 黒部市 雇用期間の定めなし 2人

雇用・労災・健康・厚生

270人
3人 年2回 2.00月分

（請）調理員（丸川病院） 不問 正社員以外 (1) 6時30分～15時30分 11人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (2) 9時30分～18時30分 11人

雇用・労災・健康・厚生

270人
2人

076-246-8711 毎　週 毎月　20,000円まで
17080- 8792991

他
実費（上限あり）

石川県野々市市稲荷２丁目１７６番地 076-246-8711 毎　週 毎月　50,000円まで
17080- 8788291

フル
タイム
２９４

164,160円～164,160円
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 他

～令和2年3月31日 実費（上限あり）
石川県野々市市稲荷２丁目１７６番地

17010-24446691

フル
タイム
２９２

変形（１ヶ月単位）
190,000円～310,000円

医薬品・化粧品小売
業株式会社　クスリのアオキ 他

実費（上限なし）
石川県白山市松本町２５１２ 076-274-6113 又は 8時30分～22時00分

の間の8時間程度
毎　週 17080- 8719991

フル
タイム
２９３

180,000円～180,000円
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

076-262-5900 その他 毎月　30,000円まで
17010-24444091

フル
タイム
２９１

変形（１ヶ月単位）
162,000円～240,000円

食堂，レストラン
（専門料理店を除富士産業　株式会社 他

実費（上限あり）
石川県金沢市本町２－１１－７　金沢フコ
ク生命駅前ビル１０Ｆ

076-262-5900 その他 毎月　30,000円まで

他
実費（上限あり）

石川県金沢市本町２－１１－７　金沢フコ
ク生命駅前ビル１０Ｆ

076-262-5900 その他 毎月　30,000円まで
17010-24442591

フル
タイム
２９０

変形（１ヶ月単位）
164,000円～240,000円

食堂，レストラン
（専門料理店を除富士産業　株式会社 他

実費（上限あり）
石川県金沢市本町２－１１－７　金沢フコ
ク生命駅前ビル１０Ｆ

16040- 5278991

フル
タイム
２８８

変形（１年単位）
204,000円～340,000円 一般土木建築工事業

廣川建設工業　株式会社 日他
実費（上限あり）

富山県下新川郡入善町古黒部３１２４ 0765-74-0222 その他 毎月　20,000円まで
16040- 5279491

フル
タイム
２８９

変形（１ヶ月単位）
164,000円～240,000円

食堂，レストラン
（専門料理店を除富士産業　株式会社

0765-74-0373 その他 毎月　20,000円まで
16040- 5277691

フル
タイム
２８７

変形（１年単位）
230,000円～350,000円 一般土木建築工事業

廣川建設工業　株式会社 日他
実費（上限あり）

富山県下新川郡入善町古黒部３１２４ 0765-74-0222 その他 毎月　20,000円まで

日祝他
実費（上限なし）

富山県魚津市道坂１０３ 0765-32-8231 その他 16040- 5273591

フル
タイム
２８６

変形（１年単位）
153,000円～193,000円

ガラス・同製品製造
業株式会社　佐藤アンプル製作所 日祝他

実費（上限あり）
富山県下新川郡入善町上飯野２４１

16040- 5270791

フル
タイム
２８４

変形（１年単位）
190,000円～280,000円 金属加工機械製造業

株式会社　北陸精機 日祝他
実費（上限なし）

富山県魚津市道坂１０３ 0765-32-8231 その他 16040- 5272291

フル
タイム
２８５

変形（１年単位）
170,000円～250,000円 金属加工機械製造業

株式会社　北陸精機

0765-22-0172 その他 毎月　8,000円まで
16040- 5269391

フル
タイム
２８３

変形（１年単位）
215,000円～230,000円

農畜産物・水産物卸
売業株式会社　ハリタ冷蔵 水他

実費（上限あり）
富山県魚津市港町５－１８ 0765-22-0172 その他 毎月　8,000円まで

日祝他
実費（上限あり）

富山県下新川郡入善町西中５６ 0765-78-1422 その他 毎月　10,000円まで
16040- 5268091

フル
タイム
２８２

変形（１年単位）
168,500円～180,000円

農畜産物・水産物卸
売業株式会社　ハリタ冷蔵 水他

実費（上限あり）
富山県魚津市港町５－１８

16040- 5265291

フル
タイム
２８０

変形（１年単位）
200,000円～500,000円

建築工事業（木造建
築工事業を除く）宮崎建設　株式会社 日他

実費（上限なし）
富山県黒部市犬山２９０ 0765-52-1768 その他 16040- 5266591

フル
タイム
２８１

変形（１年単位）
180,000円～210,000円 電気工事業

坂東電気工事　有限会社

0765-72-0203 その他 16040- 5264891

フル
タイム
２７９

変形（１年単位）
200,000円～400,000円

建築工事業（木造建
築工事業を除く）宮崎建設　株式会社 日他

実費（上限なし）
富山県黒部市犬山２９０ 0765-52-1768 その他

土日祝他
実費（上限あり）

富山県魚津市東尾崎３４２８ 0765-55-4206 毎　週 毎月　15,000円まで
16040- 5261991

フル
タイム
２７８

交替制あり 147,840円～153,600円
一般乗用旅客自動車
運送業有限会社　丸善交通 他

なし
富山県下新川郡入善町入膳７１６９－１

16040- 5257291

フル
タイム
２７６

変形（１年単位）
165,000円～200,000円

有機化学工業製品製
造業株式会社　ホクペレ 日祝他

実費（上限あり）
富山県黒部市田家新６０８ 0765-52-3455 その他 毎月　15,000円まで

16040- 5258591

フル
タイム
２７７

160,000円～160,000円 家具製造業
有限会社　正美創作

0765-78-0150 その他 毎月　5,000円まで
16040- 5256891

フル
タイム
２７５

変形（１年単位）
180,000円～220,000円

有機化学工業製品製
造業株式会社　ホクペレ 日祝他

実費（上限あり）
富山県黒部市田家新６０８ 0765-52-3455 その他 毎月　15,000円まで

フル
タイム
２７４

260,000円～300,000円 その他の設備工事業
藤田工業　株式会社 日祝他

実費（上限あり）
富山県下新川郡入善町新屋２３３３
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職　種 年　齢 従業員数 業　　種
区分 事業所名 就業場所 就業時間 うち女性 加入保険

事業所所在地 電話番号 企業全体 求人番号

区　分
雇用期間
求人数

交替制 賃　　　金
休　日 通勤手当
週休二日 賞与（前年度実績）

★以下の求人は、先週1週間（９月２日～９月６日）に受理した新規求人です。

建具取付工事士及び施工管理　　【富山県内】 不問 正社員以外 (1) 8時30分～17時15分 9人
 黒部市　他 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 2人

雇用・労災・健康・厚生

1,882人
2人

薬剤師（すみれ薬局／魚津店） 59歳以下 正社員 (1) 8時30分～17時30分 7人
 魚津市 雇用期間の定めなし (2) 9時00分～13時00分 6人

雇用・労災・健康・厚生・財形

400人
1人 年2回 3.00月分

薬剤師（サエラ薬局／黒部店） 59歳以下 正社員 (1) 9時00分～18時00分 5人
 黒部市 雇用期間の定めなし 4人

雇用・労災・健康・厚生・財形

400人
1人 年2回 3.00月分

ソフトバンクグループで携帯販売のお仕事・地域職（魚津市） 35歳以下 正社員 (1) 9時00分～18時00分 5人
 魚津市 雇用期間の定めなし (2)10時00分～19時00分 2人

(3)11時00分～20時00分 雇用・労災・健康・厚生

676人
2人 年2回 2.00月分

フロア・キッチン・切り付け（黒部店） 不問 パート労働者 72人
 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） 33人

労災
30,500人

10人
介護職（デイサービス春日の郷） 不問 パート労働者 (1) 8時30分～17時30分 18人

 下新川郡入善町 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
(3)14時00分～17時00分 雇用・労災

26人
1人

チューリップ球根の掘取・収穫・除根作業、温室内作業 不問 パート労働者 (1) 9時00分～16時00分 2人
 魚津市 雇用期間の定めなし 2人

2人
1人

フロアー接客・厨房業務 不問 パート労働者 (1) 9時30分～15時00分 9人
 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 7人

労災
11人

1人 年2回
医療ソーシャルワーカー 不問 パート労働者 (1) 8時15分～16時45分 4人

 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 4人
雇用・労災・健康・厚生

373人
1人

運転手 不問 パート労働者 (1) 8時30分～10時30分 59人
 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (2)15時30分～17時30分 52人

雇用・労災
196人

1人 年2回 1万円～1万円
配達員（魚津東薬局）（魚津経田薬局） 不問 パート労働者 (1)13時00分～19時00分 5人

 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 3人
雇用・労災

6,864人
2人

住宅クリーニング 不問 パート労働者 (1) 9時00分～15時00分 15人
 黒部市 雇用期間の定めなし (2) 9時00分～16時00分 4人

雇用・労災
15人

1人
販売員 不問 パート労働者 (1)10時00分～17時00分 7人

 黒部市 雇用期間の定めなし 6人
雇用・労災

43人
1人

（請）事務員（ちょうろく） 不問 パート労働者 (1) 9時00分～13時00分 7人
 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 6人

労災
17,000人

1人 年2回
店舗業務スタッフ（魚津店） 不問 パート労働者 10人

 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） 5人
雇用・労災

1,769人
1人

現場管理アシスタント（スカイホテル魚津）土日祝限定シフト 69歳以下 パート労働者 (1) 9時00分～16時00分 14人
 魚津市 雇用期間の定めなし 13人

労災
1,850人

1人
生花店の店内業務（魚津店） 不問 パート労働者 3人

 魚津市 雇用期間の定めなし 3人
労災

20人
2人

洗い場 不問 パート労働者 (1) 9時00分～12時00分 7人
 魚津市 雇用期間の定めなし 3人

労災
20人

4人
歯科衛生士 不問 パート労働者 8人

 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし 8人
労災

8人
1人 年2回

販売員 59歳以下 パート労働者 (1)10時45分～13時45分 6人
 魚津市 雇用期間の定めなし (2) 9時45分～19時15分 6人

(3)10時45分～20時15分 雇用・労災・健康・厚生・財形

16,000人
1人 年2回

サッシ取付・加工補助 不問 パート労働者 (1) 9時00分～12時00分 4人
 黒部市 雇用期間の定めなし (2)13時00分～16時00分 1人

(3) 9時00分～15時00分 労災
4人

2人

土日祝他
実費（上限なし）

大阪府大阪市中央区本町２丁目２－５　本
町第２ビル３階

0120-336-510 毎　週

フル
タイム
２９８

変形（１ヶ月単位）
180,000円～250,000円

機械器具小売業（自
動車，自転車を除テレニシ　株式会社 他

実費（上限あり）
大阪市中央区城見１ー２ー２７　クリスタ
ルタワ一１４階

06-7711-7808 毎　週 毎月　40,000円まで
27010-58952991

27010-58420291

23010-32929591

毎　週 27010-58415091

フル
タイム
２９６

変形（１ヶ月単位）
250,000円～450,000円

医薬品・化粧品小売
業株式会社　サエラファーマシーズ 日祝他

実費（上限なし）
大阪府大阪市中央区本町２丁目２－５　本
町第２ビル３階

0120-336-510

フル
タイム
２９７

変形（１ヶ月単位）
250,000円～450,000円

医薬品・化粧品小売
業株式会社　サエラファーマシーズ

フル
タイム
２９５

231,000円～231,000円
建設用・建築用金属
製品製造業（製缶板文化シャッター株式会社　中部支店 土日祝他

6ヶ月 なし
愛知県名古屋市東区泉１－９－２２　名古
屋ＢＸビル８Ｆ

052-950-3629 毎　週

毎月　15,000円まで
13040-16632192

パート
１

変形（１ヶ月単位）
900円～950円 すし店

株式会社　はま寿司 他
2ヶ月 実費（上限あり）

東京都港区港南２－１８－１　 
ＪＲ品川イ－ストビル

0120-803-430

16040- 5330091

又は 9時00分～ 0時00分
の間の2時間以上

その他

日祝他
一定額

富山県魚津市三ケ２８１２ 090-7080-4311 その他

076-479-9701 毎　週 毎月　10,000円まで
16010-21898291

パート
３

900円～900円 園芸サービス業
高木園芸

16040- 5332691

パート
２

900円～1,250円
その他の専門サービ
ス業有限会社　北陸ケアサービス 土日他

12ヶ月 実費（上限あり）
富山県富山市水橋中村町２５１番地１

土日祝
令和2年4月1日～令
和2年9月30日

実費（上限あり）
富山県魚津市六郎丸９９２ 0765-22-1280 毎　週 毎月　55,000円まで

0765-24-4466 又は 9時30分～15時00分
の間の3時間以上

毎　週 16040- 5331391

パート
５

1,000円～1,000円 病院
独立行政法人　労働者健康安全機構　富山
労災病院

17080- 9443191

パート
４

850円～1,000円
農林水産業協同組合
（他に分類されない魚津魚商協同組合 他

12ヶ月 実費（上限なし）
富山県魚津市港町５－１

他
12ヶ月 実費（上限なし）

石川県白山市松本町２５１２ 080-2962-0899 その他

0765-57-3511 毎　週 毎月　55,000円まで
16040- 5333991

パート
７

850円～1,000円
医薬品・化粧品小売
業株式会社　クスリのアオキ

16040- 5329291

パート
６

1,200円～1,200円 老人福祉・介護事業
社会福祉法人緑寿会　特別養護老人ホーム
越之湖

日他
6ヶ月 実費（上限あり）

富山県黒部市堀切１００２

他
実費（上限あり）

富山県黒部市石田１１６８－１７ 0765-32-3321 毎　週 毎月　10,000円まで

0765-22-9883 毎　週 毎月　15,000円まで
16040- 5325991

パート
９

900円～900円 パン・菓子製造業
株式会社　東京ブレッド

15110- 5714691

パート
８

930円～1,200円 建物サービス業
アタゴ美建工業　株式会社 土日祝他

実費（上限あり）
富山県魚津市仏田３４６１－２

他
3ヶ月 実費（上限あり）

新潟県燕市佐渡５１２９ 
ＴＥＬ　０２５６－６６－１１００

0765-22-1966 又は 8時00分～21時00分
の間の5時間程度

その他 毎月　50,000円まで

076-262-5900 その他 毎月　30,000円まで
17010-25502691

パート
１１

900円～1,000円 各種食料品小売業
株式会社　オーシャンシステム　業務スー
パー事業部

16010-21592891

パート
１０

900円～1,000円
食堂，レストラン
（専門料理店を除富士産業　株式会社 土日祝

12ヶ月 実費（上限あり）
石川県金沢市本町２－１１－７　金沢フコ
ク生命駅前ビル１０Ｆ

他
実費（上限あり）

富山県富山市横越８３５番地の１ 076-438-6679 又は17時00分～20時00分
の間の3時間程度

毎　週 毎月　5,000円まで

076-421-9330 毎　週 毎月　20,000円まで
16010-21565491

パート
１３

850円～900円
他に分類されない小
売業株式会社　ブルーム

16040- 5317991

パート
１２

1,000円～1,000円 建物サービス業
アルコット　株式会社 月火水木金

実費（上限あり）
富山県富山市二口町３丁目５番地－５

木日祝他
実費（上限あり）

富山県下新川郡入善町入膳３６９９－１ 0765-72-0262 又は 8時30分～18時00分
の間の4時間程度

毎　週 毎月　10,000円まで

0765-24-9333 毎　週 16040- 5312591

パート
１５

1,200円～1,200円 歯科診療所
野田歯科医院

16040- 5323391

パート
１４

880円～880円 旅館，ホテル
株式会社　スカイホテル　スカイホテル魚
津

他
なし

富山県魚津市駅前新町４－２

土日祝他
実費（上限あり）

富山県黒部市生地芦区２２ 0765-57-1215 又は 8時30分～17時30分
の間の5時間程度

毎　週 毎月　10,000円まで

0765-23-5038 毎　週 16040- 5318491

パート
１７

1,000円～1,200円 その他の職別工事業
株式会社　紙屋ガラス建硝

パート
１６

交替制あり 1,060円～1,060円
その他の織物・衣
服・身の回り品小売株式会社しまむら（アベイル魚津店） 他

実費（上限なし）
富山県魚津市本江９８８番地
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職　種 年　齢 従業員数 業　　種
区分 事業所名 就業場所 就業時間 うち女性 加入保険

事業所所在地 電話番号 企業全体 求人番号

区　分
雇用期間
求人数

交替制 賃　　　金
休　日 通勤手当
週休二日 賞与（前年度実績）

★以下の求人は、先週1週間（９月２日～９月６日）に受理した新規求人です。

薬剤師（泊駅前薬局） 64歳以下 パート労働者 (1) 9時00分～16時00分 4人
 下新川郡朝日町 雇用期間の定めなし (2) 9時00分～14時00分 3人

(3)13時00分～18時00分 労災
6,864人

2人
調理員（北陸職業能力開発大学校　学生寮） 不問 パート労働者 (1)16時30分～20時00分 7人

 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (2)14時00分～19時00分 7人
雇用・労災

18,416人
1人

アルビス入善店 不問 パート労働者 (1) 6時00分～ 9時00分 36人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 24人

労災
3,700人

1人
アルビス入善店 不問 パート労働者 (1) 8時00分～12時00分 36人

 下新川郡入善町 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (2)16時00分～21時00分 24人
労災

3,700人
2人

看護師 不問 パート労働者 (1) 9時00分～16時00分 4人
 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (2) 9時00分～13時00分 4人

雇用・労災・健康・厚生

4人
1人

ＧＵ（ジーユー）販売スタッフ 不問 パート労働者 12人
 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 10人

労災
817人

3人
作業員（クレセント　バリ取り　検査）／ＹＫＫＡＰ越湖工場 不問 パート労働者 (1) 9時10分～15時00分 54人

 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 51人
雇用・労災

78人
2人 年2回 4万円～8万円

洗浄・片づけ 不問 パート労働者 (1)11時45分～15時45分 3人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし 3人

労災
3人

1人
（請）清掃員 不問 パート労働者 (1)23時00分～ 0時30分 14人

 黒部市 雇用期間の定めなし 8人
労災

190人
5人

（請）清掃員 不問 パート労働者 (1) 8時00分～12時15分 8人
 下新川郡朝日町 雇用期間の定めなし (2)12時45分～17時00分 8人

労災
140人

2人
接客・盛付・配達 不問 パート労働者 (1) 9時00分～13時00分 4人

 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし (2)16時00分～20時00分 4人
雇用・労災

4人
2人

（請）清掃・リネンサービス 不問 パート労働者 (1) 9時00分～13時00分 8人
 黒部市 雇用期間の定めなし 7人

労災
190人

1人
工場内のオフィスでの一般事務 不問 パート労働者 (1) 9時00分～16時00分 483人

 下新川郡入善町 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 138人
雇用・労災・健康・厚生

24,275人
2人

（契約）店舗販売職（シメノドラッグ黒部店） 不問 パート労働者 35人
 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 12人

雇用・労災
490人

1人
販売スタッフ（クスリのアオキ下新川郡エリア） 不問 パート労働者 30人

 下新川郡朝日町 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 25人
労災

6,864人
2人

販売スタッフ（クスリのアオキ黒部市エリア） 不問 パート労働者 30人
 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 25人

労災
6,864人

2人
販売員（パート）＜黒部店＞ 不問 パート労働者 (1) 8時45分～17時15分 35人

 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (2) 8時45分～13時00分 24人
(3)12時45分～21時15分 雇用・労災・健康・厚生

11,330人
2人

リフォーム受付事務（パート）＜黒部店＞ 不問 パート労働者 (1) 8時45分～17時15分 35人
 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (2)12時45分～21時15分 24人

雇用・労災・健康・厚生

11,330人
2人

販売員（アルバイト）＜入善店＞ 不問 パート労働者 (1)16時45分～19時30分 8人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） 7人

労災
11,330人

3人
販売員（アルバイト）＜黒部店＞ 不問 パート労働者 (1) 7時45分～12時00分 35人

 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） (2) 8時45分～13時00分 24人
(3)12時45分～17時00分 労災

11,330人
12人

米飯、寿司、惣菜等の調理および販売（バロー魚津店内） 不問 パート労働者 (1) 8時00分～12時00分 9人
 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (2) 7時30分～12時00分 8人

(3)17時00分～21時00分 雇用・労災
3,500人

2人

16010-21191391

土祝他
12ヶ月 実費（上限あり）

富山県富山市西大泉１２番地１０号 076-425-8410 毎　週 毎月　20,000円まで

076-274-6111 又は 9時00分～18時00分
の間の3時間以上

その他 17080- 9266091

パート
１９

交替制あり 825円～825円
その他の飲食料品小
売業株式会社　魚国総本社　北陸支社

16020-11882991

パート
１８

2,000円～3,000円
医薬品・化粧品小売
業株式会社　クスリのアオキ 他

実費（上限なし）
石川県白山市松本町２５１２

他
6ヶ月 実費（上限あり）

富山県射水市流通センター水戸田３－４ 0765-74-2111 その他 毎月　28,770円まで

0765-74-2111 その他 毎月　28,870円まで
16020-11881691

パート
２１

825円～1,075円
その他の飲食料品小
売業アルビス　株式会社

16040- 5284391

パート
２０

1,000円～1,000円
その他の飲食料品小
売業アルビス　株式会社 他

6ヶ月 実費（上限あり）
富山県射水市流通センター水戸田３－４

他
6ヶ月 なし

富山県魚津市相木３６０３－１ 0765-22-2850 又は16時00分～20時00分
の間の2時間以上

毎　週

0765-22-1748 その他 毎月　5,000円まで
16040- 5282191

パート
２３

900円～900円
その他の織物・衣
服・身の回り品小売株式会社ジーユー　ジーユー魚津店

16040- 5294991

パート
２２

1,200円～1,500円 病院
医療法人社団　澤口医院 日祝他

～令和2年3月31日 実費（上限あり）
富山県魚津市火の宮町１０７

土日祝他
なし

富山県下新川郡入善町道古３４－３　工房
あおの丘施設内

090-7234-6712 毎　週

0765-22-0393 又は 8時20分～17時00分
の間の5時間程度

毎　週 毎月　8,000円まで
16040- 5292391

パート
２５

850円～850円 各種食料品小売業
工房あおの丘給食サトウ

16040- 5297891

パート
２４

890円～890円
建設用・建築用金属
製品製造業（製缶板有限会社　辻口工業 土日他

6ヶ月 実費（上限あり）
富山県魚津市大海寺野村５００８

他
実費（上限あり）

富山県下新川郡朝日町山崎４４２－２ 080-6363-5551 又は 7時30分～17時00分
の間の4時間程度

毎　週 毎月　10,000円まで

080-6363-5551 毎　週 16040- 5296791

パート
２７

850円～970円 建物サービス業
株式会社　谷口美装

16040- 5305191

パート
２６

1,266円～1,266円 建物サービス業
株式会社　谷口美装 他

実費（上限あり）
富山県下新川郡朝日町山崎４４２－２

他
実費（上限あり）

富山県下新川郡朝日町山崎４４２－２ 080-6363-5551 その他 毎月　5,000円まで

0765-72-2503 その他 16040- 5304591

パート
２９

850円～930円 建物サービス業
株式会社　谷口美装

17010-24906291

パート
２８

930円～1,100円
その他の飲食料品小
売業本家かまどや入善店 他

実費（上限あり）
富山県下新川郡入善町荒又５４７

他
～令和2年6月30日 実費（上限あり）

石川県金沢市高柳町１字４８－１ 0765-54-5347 又は 9時00分～17時00分
の間の5時間

毎　週 毎月　45,000円まで

0765-74-2811 毎　週 毎月　108,000円まで
16040- 5306091

パート
３１

821円～1,001円
医薬品・化粧品小売
業株式会社　示野薬局（シメノドラッグ）

17080- 9040691

パート
３０

1,000円～1,000円
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 日祝他

12ヶ月 実費（上限あり）
富山県下新川郡入善町入膳５６０番地

他
12ヶ月 なし

石川県白山市松本町２５１２ 0120-015-077 又は 8時30分～18時00分
の間の2時間以上

その他

0120-015-077 又は 8時30分～18時00分
の間の2時間以上

その他 17080- 9038591

パート
３３

850円～940円
医薬品・化粧品小売
業株式会社　クスリのアオキ

18040- 5400091

パート
３２

850円～940円
医薬品・化粧品小売
業株式会社　クスリのアオキ 他

12ヶ月 なし
石川県白山市松本町２５１２

他
12ヶ月 実費（上限あり）

福井県坂井市丸岡町玄女１４－１ 0765-54-9222 又は 8時45分～21時15分
の間の4時間

その他 毎月　7,300円まで

0765-54-9222 その他 毎月　7,300円まで
18040- 5399991

パート
３５

950円～1,180円
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

18040- 5473291

パート
３４

950円～1,180円
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
他

12ヶ月 実費（上限あり）
福井県坂井市丸岡町玄女１４－１

他
3ヶ月 なし

福井県坂井市丸岡町玄女１４－１ 0765-54-9222 その他

0765-74-1101 その他 18040- 5408591

パート
３７

910円～1,000円
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

パート
３６

850円～850円
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
他

3ヶ月 なし
福井県坂井市丸岡町玄女１４－１

0572-29-1610 毎　週 21030-12914391

パート
３８

900円～920円
その他の食料品製造
業中部フーズ　株式会社 他

なし
岐阜県多治見市高根町４－２０番地
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職　種 年　齢 従業員数 業　　種
区分 事業所名 就業場所 就業時間 うち女性 加入保険
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区　分
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求人数
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休　日 通勤手当
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★以下の求人は、先週1週間（９月２日～９月６日）に受理した新規求人です。

弁当、寿司、惣菜の調理および販売（バロー入善店内） 不問 パート労働者 (1) 7時00分～15時00分 10人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (2) 8時00分～12時00分 10人

雇用・労災
3,500人

2人
販売スタッフ【コスモ２１】 不問 パート労働者 4人

 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし 4人
雇用・労災・財形

52人
2人

美容師＜富山県＞ 不問 パート労働者 (1) 9時30分～12時00分 2人
 黒部市　他 雇用期間の定めなし 2人

労災
140人

1人
交通誘導警備員 18歳以上 パート労働者 (1) 8時00分～17時00分 34人

 魚津市　他 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 2人
労災

45人
3人

店舗受付事務（保険のちゅーりっぷ） 不問 パート労働者 3人
 魚津市　他 雇用期間の定めなし 3人

雇用・労災
20人

5人
レストラン朝食係 不問 パート労働者 (1) 5時30分～11時00分 33人

 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 30人
雇用・労災

14,056人
2人 年2回

レストラン夕食係 不問 パート労働者 (1)17時00分～22時00分 33人
 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 30人

雇用・労災
14,056人

2人 年2回
客室清掃（ハウスキーパー） 不問 パート労働者 (1) 9時30分～15時00分 33人

 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 30人
雇用・労災

14,056人
4人 年2回

ルート配送員 不問 パート労働者 (1) 6時00分～15時00分 65人
 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 33人

雇用・労災・健康・厚生

65人
2人 年2回 1万円～6万円

雑務員 不問 パート労働者 (1)16時00分～19時00分 102人
 下新川郡朝日町 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 71人

労災
180人

1人
夜間専門看護職員 不問 パート労働者 (1)16時30分～ 9時30分 45人

 下新川郡朝日町 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 38人
労災

180人
1人

夜間専門介護職員 不問 パート労働者 (1)18時00分～ 7時00分 45人
 下新川郡朝日町 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 38人

労災
180人

2人
保育士 不問 パート労働者 36人

 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 35人
労災

74人
1人

販売員（サンプラザ魚津店） 不問 パート労働者 (1) 9時45分～17時30分 4人
 魚津市 雇用期間の定めなし (2)12時15分～20時00分 4人

雇用・労災・健康・厚生

650人
1人 年2回 1.00月分

ホームヘルパー 不問 パート労働者 (1) 8時00分～12時00分 4人
 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (2) 8時30分～12時30分 4人

(3)13時00分～17時30分 労災
130人

1人
販売員（アピタ魚津店） 不問 パート労働者 (1) 9時45分～17時30分 3人

 魚津市 雇用期間の定めなし (2)12時15分～20時00分 3人
雇用・労災・健康・厚生

650人
1人 年2回 1.00月分

看護師 不問 パート労働者 (1) 8時30分～17時15分 97人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 71人

雇用・労災
117人

1人
介助員 不問 パート労働者 (1) 8時30分～17時15分 97人

 下新川郡入善町 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 71人
労災

117人
1人

介助員 不問 パート労働者 (1) 7時00分～ 9時00分 97人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (2)17時00分～19時30分 71人

労災
117人

2人
販売・商品管理（新入善店） 不問 パート労働者 31人

 下新川郡入善町 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 27人
労災

750人
2人

販売・商品管理（魚津店） 不問 パート労働者 15人
 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 12人

労災
711人

2人

21030-12923691

他
なし

岐阜県多治見市高根町４－２０番地 0572-29-1610 毎　週

パート
３９

830円～850円
その他の食料品製造
業中部フーズ　株式会社

15110- 5570691

土日祝他
実費（上限なし）

新潟県燕市野中才１３３９番地２ 0256-98-0845 毎　週

0765-74-9109 又は 9時30分～19時00分
の間の5時間程度

毎　週 毎月　10,000円まで
15100- 2036691

パート
４１

1,600円～2,100円 美容業
株式会社　ブルーライン２１

16010-21064791

パート
４０

850円～950円
その他の各種商品小
売業（従業者が常時株式会社　山下 他

実費（上限あり）
新潟県糸魚川市南寺町１－１０－３

他
実費（上限あり）

富山県富山市小泉町１１－３ 076-421-7021 又は10時00分～19時00分
の間の4時間以上

毎　週 毎月　5,000円まで

076-420-7333 又は 8時00分～17時00分
の間の4時間以上

毎　週 毎月　10,000円まで
16010-20946091

パート
４３

1,000円～1,300円 保険媒介代理業
株式会社　Ｄ＆ＨＬＣ

16040- 4906791

パート
４２

1,025円～1,025円 警備業
サンユウセキュリティ　株式会社 他

12ヶ月 実費（上限あり）
富山県富山市天正寺１０８０

日祝他
12ヶ月 実費（上限あり）

富山県魚津市上村木２－３－３９ 0765-22-7411 その他 毎月　15,000円まで

0765-22-7411 毎　週 毎月　15,000円まで
16040- 4905491

パート
４５

1,100円～1,100円 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）

16040- 4908291

パート
４４

1,200円～1,200円 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）

他
12ヶ月 実費（上限あり）

富山県魚津市上村木２－３－３９

水日他
12ヶ月 実費（上限あり）

富山県魚津市大海寺野６２１ 0765-24-5511 毎　週 毎月　9,000円まで

0765-22-7411 その他 毎月　15,000円まで
16040- 4907891

パート
４７

848円～1,000円
その他の食料品製造
業石川製麺　株式会社

16040- 4915891

パート
４６

900円～900円 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）

他
12ヶ月 実費（上限あり）

富山県魚津市上村木２－３－３９

他
～令和2年3月31日 実費（上限あり）

富山県下新川郡朝日町泊　５５５ 0765-82-2121 毎　週 毎月　55,000円まで

0765-82-2200 な　し 毎月　55,000円まで
16040- 4914791

パート
４９

1,300円～1,600円 老人福祉・介護事業
社会福祉法人　有磯会

16040- 4921491

パート
４８

850円～850円 老人福祉・介護事業
社会福祉法人　有磯会 日

～令和2年3月31日 実費（上限あり）
富山県下新川郡朝日町泊　５５５

土日祝他
12ヶ月 実費（上限あり）

富山県魚津市吉島１３２ 0765-22-6351 又は 8時00分～18時00分
の間の3時間以上

毎　週 毎月　55,000円まで

0765-82-2121 毎　週 毎月　55,000円まで
16040- 4916291

パート
５１

828円～1,100円 児童福祉事業
社会福祉法人　新川児童福祉会　　かづみ
認定こども園

16040- 4933291

パート
５０

1,250円～1,400円 老人福祉・介護事業
社会福祉法人　有磯会 他

～令和2年3月31日 実費（上限あり）
富山県下新川郡朝日町泊　５５５

日他
6ヶ月 実費（上限あり）

富山県黒部市宇奈月町下立３７ 0765-65-1180 毎　週 毎月　22,500円まで

0765-23-0274 その他 16040- 4932891

パート
５３

1,000円～1,000円 老人福祉・介護事業
社会福祉法人　宇奈月福祉会（特別養護老
人ホーム　おらはうす宇奈月）

16040- 4942591

パート
５２

交替制あり 920円～970円 婦人・子供服小売業
株式会社　モリエ 他

実費（上限なし）
事務所：愛知県稲沢市天池五反田町１番地
アピタタウン本社Ｃ棟３Ｆ

土日祝他
～令和元年9月30日 実費（上限あり）

富山県下新川郡入善町浦山新２２０８ 0765-78-1131 毎　週

0765-23-0274 その他 16040- 4934591

パート
５５

1,000円～1,000円 障害者福祉事業
社会福祉法人　新川むつみ園

16040- 4944091

パート
５４

交替制あり 920円～970円 婦人・子供服小売業
株式会社　モリエ 他

実費（上限なし）
事務所：愛知県稲沢市天池五反田町１番地
アピタタウン本社Ｃ棟３Ｆ

土日祝他
～令和元年9月30日 実費（上限あり）

富山県下新川郡入善町浦山新２２０８ 0765-78-1131 毎　週

0765-78-1131 毎　週 16040- 4943191

パート
５７

880円～880円 障害者福祉事業
社会福祉法人　新川むつみ園

16040- 4947991

パート
５６

880円～880円 障害者福祉事業
社会福祉法人　新川むつみ園 土日祝他

～令和元年9月30日 実費（上限あり）
富山県下新川郡入善町浦山新２２０８

他
12ヶ月 実費（上限あり）

富山県下新川郡朝日町沼保９０９－２（営
業本部：魚津市吉島２２６－１）

0765-23-9230 又は14時00分～ 0時30分
の間の3時間以上

その他 毎月　22,750円まで

0765-74-1930 又は 8時30分～ 0時30分
の間の3時間以上

その他 毎月　22,750円まで
16040- 4945391

パート
５９

825円～825円 書籍・文房具小売業
株式会社　明文堂プランナー

パート
５８

825円～825円 書籍・文房具小売業
株式会社　明文堂プランナー 他

12ヶ月 実費（上限あり）
富山県下新川郡朝日町沼保９０９－２（営
業本部：魚津市吉島２２６－１）
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職　種 年　齢 従業員数 業　　種
区分 事業所名 就業場所 就業時間 うち女性 加入保険

事業所所在地 電話番号 企業全体 求人番号

区　分
雇用期間
求人数

交替制 賃　　　金
休　日 通勤手当
週休二日 賞与（前年度実績）

★以下の求人は、先週1週間（９月２日～９月６日）に受理した新規求人です。

保育士 不問 パート労働者 (1) 9時00分～15時30分 19人
 黒部市 雇用期間の定めなし 18人

雇用・労災
19人

1人
薬剤師 不問 パート労働者 721人

 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 572人
労災

778人
1人

介護士 不問 パート労働者 (1) 8時00分～17時00分 16人
 下新川郡朝日町 雇用期間の定めなし 11人

労災
120人

1人
送迎 不問 パート労働者 (1) 8時00分～10時00分 162人

 魚津市 雇用期間の定めなし (2)15時00分～17時00分 122人
雇用・労災

370人
1人

介護予防教室の企画・運営 不問 パート労働者 237人
 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 86人

雇用・公災・健康・厚生

931人
1人

業務補助 不問 パート労働者 (1) 9時00分～17時00分 25人
 魚津市 雇用期間の定めなし (2) 9時00分～13時00分 24人

雇用・労災
370人

1人
介護員 不問 パート労働者 (1) 8時30分～15時30分 12人

 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） (2) 9時00分～16時00分 11人
雇用・労災

17人
2人

訪問ヘルパー 不問 パート労働者 (1) 8時30分～12時30分 12人
 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） (2)13時30分～17時30分 11人

雇用・労災
17人

2人
料理の配膳 不問 パート労働者 (1)17時00分～22時00分 3人

 魚津市 雇用期間の定めなし 3人
労災

3人
1人 年2回 ～5万円

介護職（グループホーム）【夜勤専門】 不問 パート労働者 (1)16時30分～ 9時00分 19人
 黒部市 雇用期間の定めなし 18人

雇用・労災
37人

2人
運転手 不問 パート労働者 (1) 8時20分～ 9時50分 6人

 下新川郡入善町 雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） (2)15時50分～17時20分 5人
労災

38人
1人

フロア係 不問 パート労働者 (1)11時00分～14時00分 11人
 黒部市 雇用期間の定めなし (2)18時00分～22時00分 7人

労災
100人

2人
フロア係 不問 パート労働者 (1) 9時00分～15時00分 34人

 黒部市 雇用期間の定めなし 15人
労災

100人
2人

雑貨・婦人の販売（Ａｄ　Ｈｏｃ魚津店） 不問 パート労働者 (1)16時00分～20時00分 3人
 魚津市 雇用期間の定めなし (2)17時00分～20時00分 3人

(3)10時00分～14時00分 労災
10人

1人
クリーンクルー 不問 パート労働者 (1) 8時00分～12時00分 9人

 魚津市 雇用期間の定めなし (2)13時00分～17時00分 4人
(3) 8時00分～17時00分 労災

200人
3人

看護職 不問 パート労働者 7人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし 7人

労災
14人

1人
（請）清掃スタッフ（入善） 不問 パート労働者 (1) 7時30分～ 9時30分 12人

 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし (2)13時00分～17時00分 10人
労災

200人
2人

介護職 不問 パート労働者 7人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし 7人

労災
14人

1人
看護師 不問 パート労働者 7人

 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし 6人
労災

14人
1人 年2回 1万円～1万円

検査・組立作業 不問 パート労働者 (1) 9時30分～15時30分 420人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） 163人

雇用・労災
420人

1人
法要テレフォンアポインター 不問 パート労働者 (1) 9時00分～15時00分 58人

 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 20人
労災

600人
1人

16040- 4964491

土日祝他
6ヶ月 実費（上限あり）

富山県黒部市三日市１１０８－１ 0765-54-2211 又は 8時30分～17時00分
の間の4時間程度

毎　週 毎月　20,000円まで

0765-54-5177 毎　週 毎月　10,000円まで
16040- 4949791

パート
６１

2,160円～2,160円 病院
黒部市民病院

16040- 4978091

パート
６０

900円～900円 児童福祉事業
特定非営利活動法人　ちびっこきらら保育
園

土日祝他
実費（上限あり）

富山県黒部市堀切１３８８番地２

他
実費（上限あり）

富山県魚津市石垣３８９ 0765-23-6366 その他 毎月　20,000円まで

0765-83-8001 又は 8時00分～17時00分
の間の4時間程度

毎　週 毎月　10,000円まで
16040- 4971991

パート
６３

850円～900円 病院
医療法人社団　ホスピィー

16040- 4981891

パート
６２

821円～950円 障害者福祉事業
社会福祉法人　にいかわ苑 日他

実費（上限あり）
富山県下新川郡入善町横山７８－１

他
実費（上限あり）

富山県魚津市石垣３８９ 0765-23-6366 毎　週

0765-54-2111 又は 8時30分～16時30分
の間の7時間

毎　週 毎月　55,000円まで
16040- 4980791

パート
６５

交替制あり 850円～900円 病院
医療法人社団　ホスピィー

16040- 5017191

パート
６４

1,100円～1,100円 市町村機関
黒部市社会福祉事務所 
（黒部市役所　市民生活部）

土日祝他
令和元年10月1日～
令和2年3月31日

実費（上限あり）
富山県黒部市三日市１３０１

他
3ヶ月 実費（上限あり）

富山県黒部市植木１９４－２ 0765-54-5006 その他

0765-54-5006 又は 8時30分～17時30分
の間の6時間程度

毎　週 毎月　5,000円まで
16040- 5014891

パート
６７

850円～1,000円 老人福祉・介護事業
特定非営利活動法人　三樹福寿会

16040- 5024191

パート
６６

850円～950円 老人福祉・介護事業
特定非営利活動法人　三樹福寿会 日他

3ヶ月 実費（上限あり）
富山県黒部市植木１９４－２

他
実費（上限あり）

富山県黒部市堀高２４－１ 0765-54-5200 その他 毎月　9,000円まで

0765-24-9411 毎　週 毎月　5,000円まで
16040- 5021891

パート
６９

変形（１ヶ月単位）
1,000円～1,200円 老人福祉・介護事業

有限会社さくらい

16040- 5037491

パート
６８

1,000円～1,100円
食堂，レストラン
（専門料理店を除日本料理　三玄 日他

実費（上限あり）
富山県魚津市駅前新町２－１５

他
実費（上限あり）

富山県黒部市前沢１５５６－３ 0765-56-7174 又は 9時00分～22時00分
の間の4時間以上

毎　週 毎月　15,000円まで

0765-32-3786 毎　週 毎月　5,000円まで
16040- 5029491

パート
７１

900円～1,000円
食堂，レストラン
（専門料理店を除アイデアン株式会社

16040- 5061491

パート
７０

900円～960円 老人福祉・介護事業
株式会社　ささや木 土日

～令和元年9月30日 実費（上限あり）
富山県下新川郡入善町青島４０１番地１

他
実費（上限あり）

富山県魚津市中央通り１－７－７ 0765-23-5440 毎　週 毎月　20,000円まで

0765-57-2488 又は 9時00分～21時30分
の間の5時間程度

毎　週 毎月　15,000円まで
16040- 5039891

パート
７３

900円～1,000円
その他の織物・衣
服・身の回り品小売有限会社　島田

16040- 5067091

パート
７２

900円～1,000円
食堂，レストラン
（専門料理店を除アイデアン株式会社 他

実費（上限あり）
富山県黒部市前沢１５５６－３

日他
実費（上限あり）

富山県下新川郡入善町椚山１３３６
ショッピングセンターコスモ２１　２階

0765-74-8118 又は 8時30分～17時00分
の間の4時間以上

毎　週 毎月　21,500円まで

0765-22-9207 毎　週 毎月　10,000円まで
16040- 5064291

パート
７５

950円～1,050円 老人福祉・介護事業
有限会社　愛語会

16040- 5069691

パート
７４

900円～1,000円 建物サービス業
株式会社　美来 他

実費（上限あり）
富山県魚津市吉島２－１－１

日他
実費（上限あり）

富山県下新川郡入善町椚山１３３６
ショッピングセンターコスモ２１　２階

0765-76-0630 又は 8時30分～17時00分
の間の4時間以上

毎　週 毎月　21,500円まで

0765-22-9207 毎　週 16040- 5068391

パート
７７

850円～950円 老人福祉・介護事業
有限会社　愛語会

16040- 5078691

パート
７６

825円～1,000円 建物サービス業
株式会社　美来 他

なし
富山県魚津市吉島２－１－１

日他
3ヶ月 実費（上限あり）

富山県下新川郡入善町青木５７７７番地 0765-72-0038 その他 毎月　25,000円まで

0765-74-8118 又は 8時30分～17時00分
の間の4時間程度

毎　週 毎月　21,500円まで
16040- 5071791

パート
７９

830円～830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

パート
７８

1,200円～1,300円 老人福祉・介護事業
有限会社　愛語会 土日祝

実費（上限あり）
富山県下新川郡入善町椚山１３３６
ショッピングセンターコスモ２１　２階

0765-22-3330 又は 9時00分～17時00分
の間の5時間程度

毎　週 16040- 5084091

パート
８０

850円～850円 冠婚葬祭業
オークス株式会社　新川支社 他

12ヶ月 実費（上限あり）
富山県魚津市大光寺坊丸１３２３－２
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職　種 年　齢 従業員数 業　　種
区分 事業所名 就業場所 就業時間 うち女性 加入保険
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★以下の求人は、先週1週間（９月２日～９月６日）に受理した新規求人です。

介護職員 不問 パート労働者 (1)17時30分～ 8時30分 15人
 黒部市 雇用期間の定めなし 14人

労災
33人

2人
保健師・管理栄養士 不問 パート労働者 (1) 9時00分～16時00分 25人

 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） 23人
労災

500人
1人

タクシー運転手（昼） 不問 パート労働者 (1) 6時00分～12時00分 62人
 魚津市 雇用期間の定めなし (2) 9時00分～16時00分 12人

労災
62人

3人
タクシー運転手（夜） 不問 パート労働者 (1)20時00分～ 1時00分 62人

 魚津市 雇用期間の定めなし 12人
労災

62人
3人

スクールバス運転手 不問 パート労働者 (1) 6時30分～ 8時30分 62人
 魚津市 雇用期間の定めなし (2)14時00分～18時00分 12人

労災
62人

2人
（請）調理補助 不問 パート労働者 (1)10時00分～14時00分 20人

 下新川郡入善町 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 16人
労災

2,356人
1人 年2回

コミュニティバス運転手 不問 パート労働者 (1) 6時00分～15時00分 62人
 魚津市 雇用期間の定めなし 12人

雇用・労災・健康・厚生

62人
1人

（派）ゴムホーズ加工 不問 有期派遣パート (1) 9時00分～16時00分 25人
 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 15人

雇用・労災・健康・厚生

30人
5人 年2回 1万円～3万円

（請）対面サービス 不問 パート労働者 (1)10時00分～14時15分 11人
 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 11人

雇用・労災
185人

2人
（請）対面サービス 不問 パート労働者 (1)10時15分～15時00分 4人

 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 4人
雇用・労災

195人
2人

配達・盛り付け 不問 パート労働者 (1)10時00分～12時00分 15人
 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 15人

労災
195人

1人
（請）調理補助・洗浄作業 不問 パート労働者 (1) 7時45分～11時45分 19人

 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 19人
雇用・労災

195人
2人

洗浄・清掃作業 不問 パート労働者 (1)12時00分～15時00分 20人
 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 18人

労災
193人

2人
部品付及び加工 不問 パート労働者 10人

 黒部市 雇用期間の定めなし 8人
雇用・労災

43人
2人

（請）住宅用アルミサッシ製品　製造 不問 パート労働者 (1) 9時10分～15時00分 40人
 黒部市 雇用期間の定めなし 20人

雇用・労災
40人

1人
サービススタッフ 不問 パート労働者 (1)13時00分～20時30分 68人

 下新川郡朝日町 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (2)15時00分～20時30分 42人
(3)17時00分～20時30分 労災

68人
3人

アイスクリーム製造ラインスタッフ 不問 パート労働者 (1)12時00分～17時00分 50人
 黒部市 雇用期間の定めなし 25人

雇用・労災
50人

3人
朝食サービススタッフ 不問 パート労働者 (1) 6時00分～11時00分 68人

 下新川郡朝日町 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 42人
雇用・労災

68人
1人

（請）調理補助 不問 パート労働者 (1) 9時00分～14時15分 12人
 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 7人

労災
100人

2人
ナイトフロント（夜勤専門） 不問 パート労働者 (1)21時30分～ 7時00分 68人

 下新川郡朝日町 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 42人
雇用・労災

68人
1人

子供服販売　Ｆ．０．ＫＩＤＳ（メルシー） 不問 パート労働者 (1)14時00分～20時00分 0人
 黒部市 雇用期間の定めなし 0人

労災
25人

1人

16040- 5092091

他
実費（上限あり）

富山県黒部市田家新７６５番地２ 0765-32-5702 その他 毎月　12,000円まで

パート
８１

変形（１ヶ月単位）
1,200円～1,400円 老人福祉・介護事業

有限会社　隠居くらぶ

16040- 5105691

他
なし

富山県魚津市本江２８６０－２ 0765-22-0640 その他

0765-24-3999 毎　週 16040- 5100291

パート
８３

1,000円～1,000円
一般乗用旅客自動車
運送業魚津交通　株式会社

16040- 5109891

パート
８２

1,050円～1,050円 市町村機関
魚津市役所 土日祝他

～令和元年9月30日 実費（上限あり）
富山県魚津市釈迦堂１丁目１０－１

土日祝他
一定額

富山県魚津市本江２８６０－２ 0765-22-0640 毎　週

0765-22-0640 その他 16040- 5107491

パート
８５

1,000円～1,000円
一般乗用旅客自動車
運送業魚津交通　株式会社

16040- 5111091

パート
８４

1,100円～1,100円
一般乗用旅客自動車
運送業魚津交通　株式会社 他

なし
富山県魚津市本江２８６０－２

日祝他
実費（上限あり）

富山県魚津市本江２８６０－２ 0765-22-0640 毎　週

0765-72-4453 毎　週 16040- 5110191

パート
８７

950円～950円
一般乗用旅客自動車
運送業魚津交通　株式会社

16040- 5120391

パート
８６

830円～830円
食堂，レストラン
（専門料理店を除株式会社ＮＥＣライベックス 他

6ヶ月 実費（上限なし）
富山県下新川郡入善町入膳５６０

土日祝他
12ヶ月 実費（上限なし）

富山県黒部市中新７１－１ 0765-52-5260 毎　週

0765-57-0117 毎　週 毎月　5,000円まで
16040- 5113691

パート
８９

900円～900円 各種食料品小売業
株式会社　エッセン

16040- 5122991

パート
８８

830円～1,000円
ゴムベルト・ゴム
ホース・工業用ゴム有限会社　エムテックス宝田 日他

6ヶ月 実費（上限あり）
富山県黒部市生地中区５８

土日他
12ヶ月 実費（上限なし）

富山県黒部市中新７１－１ 0765-52-5260 毎　週

0765-52-5260 毎　週 16040- 5121691

パート
９１

900円～900円 各種食料品小売業
株式会社　エッセン

16040- 5126291

パート
９０

900円～900円 各種食料品小売業
株式会社　エッセン 土日祝他

12ヶ月 実費（上限なし）
富山県黒部市中新７１－１

土日祝
12ヶ月 実費（上限なし）

富山県黒部市中新７１－１ 0765-52-5260 毎　週

0765-52-5260 毎　週 16040- 5125891

パート
９３

900円～900円 各種食料品小売業
株式会社　エッセン

16040- 5130991

パート
９２

900円～900円 各種食料品小売業
株式会社　エッセン 土日祝他

12ヶ月 実費（上限なし）
富山県黒部市中新７１－１

土日祝他
実費（上限あり）

富山県下新川郡入善町入膳３０９８ 0765-72-0187 又は 8時20分～17時00分
の間の5時間程度

毎　週 毎月　10,000円まで

0765-57-1188 又は 8時20分～17時00分
の間の5時間程度

毎　週 16040- 5128191

パート
９５

870円～1,080円
建設用・建築用金属
製品製造業（製缶板有限会社　米澤建材

16040- 5134291

パート
９４

850円～1,000円
金属素形材製品製造
業有限会社　岡島建材 土日祝

実費（上限なし）
富山県黒部市飯沢４４４

日他
実費（上限あり）

富山県黒部市石田９７８ 0765-56-7800 その他 毎月　10,000円まで

0765-84-8111 毎　週 16040- 5133891

パート
９７

880円～880円 畜産食料品製造業
横山冷菓　株式会社

16040- 5137091

パート
９６

850円～850円 旅館，ホテル
小川温泉開発　株式会社 他

～令和2年3月31日 実費（上限あり）
富山県下新川郡朝日町湯ノ瀬１番地

祝他
12ヶ月 実費（上限あり）

富山県魚津市東山８００番地　　 
パナソニックタワージャズセミコンダク

0765-22-7871 その他 毎月　50,000円まで

0765-84-8111 毎　週 16040- 5135591

パート
９９

880円～900円
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

16040- 5145191

パート
９８

830円～900円 旅館，ホテル
小川温泉開発　株式会社 他

～令和2年3月31日 実費（上限あり）
富山県下新川郡朝日町湯ノ瀬１番地

他
実費（上限あり）

富山県魚津市新金屋２丁目９－６ 080-4251-4832 その他 毎月　5,000円まで

0765-84-8111 毎　週 16040- 5138391

パート
１０１

900円～900円 婦人・子供服小売業
エヌテーアール株式会社

パート
１００

850円～850円 旅館，ホテル
小川温泉開発　株式会社 他

～令和2年3月31日 実費（上限あり）
富山県下新川郡朝日町湯ノ瀬１番地
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職　種 年　齢 従業員数 業　　種
区分 事業所名 就業場所 就業時間 うち女性 加入保険

事業所所在地 電話番号 企業全体 求人番号

区　分
雇用期間
求人数

交替制 賃　　　金
休　日 通勤手当
週休二日 賞与（前年度実績）

★以下の求人は、先週1週間（９月２日～９月６日）に受理した新規求人です。

美容師（アシスタント） 不問 パート労働者 4人
 黒部市 雇用期間の定めなし 4人

労災
4人

1人
フロアアシスタント 不問 パート労働者 (1) 9時00分～12時00分 4人

 黒部市 雇用期間の定めなし (2)13時00分～16時00分 4人
(3)17時00分～19時00分 労災

4人
3人

食器洗浄係 不問 パート労働者 (1) 8時00分～12時00分 124人
 魚津市 雇用期間の定めなし (2)18時00分～22時00分 65人

雇用・労災
124人

2人 年2回
受付（レセプショニスト） 不問 パート労働者 (1) 9時00分～18時00分 4人

 黒部市 雇用期間の定めなし 4人
労災

4人
1人

受付 不問 パート労働者 (1)16時30分～18時30分 5人
 魚津市 雇用期間の定めなし (2)14時00分～17時30分 4人

労災
5人

1人
清掃 不問 パート労働者 22人

 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 17人
労災

150人
3人 年2回

包装スタッフ／魚津（本社工場） 不問 パート労働者 (1) 9時00分～16時00分 14人
 魚津市 雇用期間の定めなし (2) 9時00分～15時00分 13人

労災
24人

1人
製造補佐スタッフ 不問 パート労働者 (1) 9時00分～16時00分 14人

 魚津市 雇用期間の定めなし (2) 9時00分～15時00分 13人
労災

24人
1人

配達員 不問 パート労働者 (1) 9時30分～16時00分 4人
 魚津市 雇用期間の定めなし 4人

雇用・労災
5人

1人
プリント配線板の製造及び検査 不問 パート労働者 (1) 9時00分～16時00分 420人

 下新川郡入善町 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 115人
雇用・労災・健康・厚生

23,983人
20人

プリント配線板の製造及び検査 不問 パート労働者 (1)16時00分～22時00分 420人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 115人

雇用・労災・健康・厚生

23,983人
40人

プリント配線板の製造及び検査 不問 パート労働者 (1) 5時00分～11時00分 420人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 115人

雇用・労災・健康・厚生

23,983人
40人

プリント配線板の製造及び検査 不問 パート労働者 (1)22時00分～ 5時00分 420人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 115人

雇用・労災・健康・厚生

23,983人
30人

プリント配線板の品質管理業務 不問 パート労働者 (1) 9時00分～16時00分 420人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 115人

雇用・労災・健康・厚生

23,983人
2人

警備スタッフ 18歳以上 パート労働者 19人
 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 1人

労災
258人

2人
店員（魚津・滑川市内） 不問 パート労働者 (1)10時00分～14時30分 3人

 魚津市 雇用期間の定めなし (2)14時30分～19時00分 3人
雇用・労災

180人
3人

一般事務 不問 パート労働者 4人
 魚津市 雇用期間の定めなし 0人

雇用・労災
4人

1人
（請）清掃員 不問 パート労働者 (1) 6時00分～ 8時30分 15人

 魚津市 雇用期間の定めなし (2) 6時00分～ 8時00分 12人
労災

97人
1人

レジ作業 不問 パート労働者 90人
 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 45人

労災
7,000人

2人
レジ作業 不問 パート労働者 90人

 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 45人
雇用・労災

7,000人
2人 年2回 1.00月分

作業室の清掃 不問 パート労働者 90人
 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 45人

労災
7,000人

3人

16040- 5155391

月他
なし

富山県黒部市植木８１０－１　コラーレ横 090-6814-6707 又は10時00分～19時00分
の間の2時間以上

毎　週

090-6814-6707 又は 9時00分～19時00分
の間の2時間以上

その他 16040- 5152591

パート
１０３

1,000円～1,500円 美容業
ラ・ルージュ

16040- 5157991

パート
１０２

1,000円～1,500円 美容業
ラ・ルージュ 月他

なし
富山県黒部市植木８１０－１　コラーレ横

月火水木金他
実費（上限あり）

富山県黒部市植木８１０－１　コラーレ横 090-6814-6707 毎　週 毎月　10,000円まで

0765-24-1222 その他 毎月　5,000円まで
16040- 5156691

パート
１０５

1,000円～1,200円 美容業
ラ・ルージュ

16040- 5172691

パート
１０４

850円～900円 旅館，ホテル
株式会社　金太郎温泉 他

実費（上限あり）
富山県魚津市天神野新６０００

他
12ヶ月 なし

富山県魚津市上村木２丁目１４２２ 0765-22-4889 又は 8時30分～17時30分
の間の6時間程度

毎　週

0765-22-1108 毎　週 毎月　10,000円まで
16040- 5163391

パート
１０７

850円～850円 各種物品賃貸業
株式会社ダスキン北陸　魚津営業所

16040- 5182491

パート
１０６

特定曜日のみ(2)(3)
900円～1,100円 歯科診療所

加積野歯科医院 日祝他
実費（上限あり）

富山県魚津市吉島３８－１

土日他
実費（上限なし）

富山県魚津市吉島６３番１ 076-471-8885 毎　週

076-471-8885 毎　週 16040- 5175791

パート
１０９

850円～1,000円
食堂，レストラン
（専門料理店を除株式会社　ＺＡＸＦＯＸ

16040- 5189391

パート
１０８

850円～1,000円
食堂，レストラン
（専門料理店を除株式会社　ＺＡＸＦＯＸ 日他

実費（上限なし）
富山県魚津市吉島６３番１

日祝他
12ヶ月 実費（上限あり）

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

0765-22-0873 毎　週 毎月　5,000円まで
16040- 5187191

パート
１１１

1,000円～1,000円
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

16040- 5192291

パート
１１０

880円～900円 書籍・文房具小売業
有限会社　寺島商店 土日祝他

実費（上限あり）
富山県魚津市新金屋１丁目３－７

日祝他
12ヶ月 実費（上限あり）

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

0765-74-2811 毎　週 毎月　108,000円まで
16040- 5191891

パート
１１３

1,000円～1,400円
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

16040- 5197691

パート
１１２

1,400円～1,400円
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 日祝他

12ヶ月 実費（上限あり）
富山県下新川郡入善町入膳５６０番地

日祝他
12ヶ月 実費（上限あり）

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

0765-74-2811 毎　週 毎月　108,000円まで
16040- 5194191

パート
１１５

1,000円～1,000円
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

16040- 5210991

パート
１１４

1,875円～1,875円
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 日祝他

12ヶ月 実費（上限あり）
富山県下新川郡入善町入膳５６０番地

他
実費（上限あり）

富山県魚津市三ケ７３９－１ 0765-22-5252 その他

0765-23-9058 又は 8時00分～21時00分
の間の8時間程度

毎　週 16040- 5200391

パート
１１７

交替制あり 825円～850円 洗濯業
株式会社　富山第一ドライクリーニング

16040- 5224591

パート
１１６

950円～950円 警備業
株式会社　トスネット北陸　魚津営業所 他

6ヶ月 一定額
富山県魚津市三ケ９６７番地７

他
なし

富山県魚津市諏訪町１－２４ 0765-23-0126 その他

0765-31-6216 又は 8時00分～15時00分
の間の4時間以上

その他 毎月　5,000円まで
16040- 5220491

パート
１１９

交替制あり 1,000円～1,050円 建物サービス業
有限会社　新川建装

16040- 5227391

パート
１１８

1,000円～1,000円 電気工事業
ナカオ電工株式会社 日祝他

実費（上限あり）
富山県魚津市木下新３４１－２

他
12ヶ月 実費（上限なし）

富山県魚津市江口３９ 0765-25-1515 又は 9時00分～22時00分
の間の4時間以上

毎　週

0765-25-1515 又は 9時00分～22時00分
の間の3時間程度

毎　週 16040- 5225191

パート
１２１

900円～1,058円 各種食料品小売業
株式会社　原信　魚津店

パート
１２０

825円～949円 各種食料品小売業
株式会社　原信　魚津店 他

12ヶ月 なし
富山県魚津市江口３９

0765-25-1515 又は17時00分～21時00分
の間の3時間程度

毎　週 16040- 5228691

パート
１２２

875円～949円 各種食料品小売業
株式会社　原信　魚津店 他

12ヶ月 なし
富山県魚津市江口３９

20／22ページ



職　種 年　齢 従業員数 業　　種
区分 事業所名 就業場所 就業時間 うち女性 加入保険

事業所所在地 電話番号 企業全体 求人番号

区　分
雇用期間
求人数

交替制 賃　　　金
休　日 通勤手当
週休二日 賞与（前年度実績）

★以下の求人は、先週1週間（９月２日～９月６日）に受理した新規求人です。

商品の補充 不問 パート労働者 90人
 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 45人

労災
7,000人

1人
郵便内務事務 不問 パート労働者 (1)15時00分～20時00分 60人

 下新川郡入善町 雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） 10人
雇用・労災

151人
1人 年2回

商品の製造・加工・陳列 不問 パート労働者 90人
 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 45人

雇用・労災
7,000人

2人 年2回 1.00月分
（請）日常清掃（入善町町民会館　コスモホール） 不問 パート労働者 (1) 8時00分～11時30分 4人

 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし (2) 8時00分～17時00分 4人
労災

142人
1人 年2回 1万円～5万円

店内配膳係 不問 パート労働者 (1)11時00分～14時00分 35人
 黒部市 雇用期間の定めなし 25人

労災
130,000人

1人
ハンバーガーの製造 不問 パート労働者 (1)11時00分～14時00分 35人

 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (2)17時00分～22時00分 20人
労災

130,000人
2人

調理員 不問 パート労働者 (1) 9時00分～13時00分 26人
 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 23人

労災
53人

2人
店内清掃員 不問 パート労働者 (1)22時00分～ 1時00分 35人

 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 20人
労災

130,000人
3人

押出機オペレーター補助員 不問 パート労働者 (1)17時00分～21時45分 10人
 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 2人

雇用・労災
43人

2人
朝食スタッフ 不問 パート労働者 (1) 5時30分～ 9時00分 13人

 魚津市 雇用期間の定めなし 4人
労災

20人
5人

タクシードライバー 不問 パート労働者 13人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし 5人

労災
13人

2人
タクシードライバー 不問 パート労働者 13人

 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし 5人
雇用・労災

13人
2人

部品のピッキング及び袋詰め及び出荷作業【越湖製造所】 不問 パート労働者 (1) 9時00分～15時00分 42人
 黒部市 雇用期間の定めなし (2)10時00分～16時00分 22人

労災
55人

1人 年2回
鱒寿司製造補助 不問 パート労働者 (1) 7時00分～12時00分 6人

 魚津市 雇用期間の定めなし 4人
雇用・労災

17人
2人

料飲サービス 不問 パート労働者 (1) 5時30分～ 9時30分 24人
 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (2)11時00分～15時00分 6人

(3)18時00分～22時00分 労災
24人

5人
清掃 不問 パート労働者 25人

 下新川郡入善町 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 19人
労災

25人
2人

洗浄・検査・包装 不問 パート労働者 (1) 9時00分～16時00分 25人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (2) 9時00分～17時00分 19人

雇用・労災・健康・厚生

25人
2人

（請）調理員（丸川病院） 不問 パート労働者 (1) 9時30分～13時30分 11人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (2)11時30分～15時30分 11人

(3)14時00分～18時30分 労災
270人

4人
【急募】フィールド職（仕分け）黒部営業所／黒部市 不問 パート労働者 (1) 5時00分～ 8時00分 46人

 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） 9人
労災

54,396人
2人

ホール・キッチン（ココス　魚津アップルヒル店） 不問 パート労働者 (1) 9時00分～14時00分 19人
 魚津市 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

(3)10時00分～15時00分 労災
1,332人

3人
ホール・キッチン（ココス　黒部店） 不問 パート労働者 (1) 9時00分～15時00分 25人

 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (2)17時00分～21時00分 22人
(3)19時00分～23時00分 労災

1,332人
5人

16040- 5229991

他
12ヶ月 なし

富山県魚津市江口３９ 0765-25-1515 又は18時00分～ 0時00分
の間の3時間程度

毎　週

パート
１２３

875円～1,180円 各種食料品小売業
株式会社　原信　魚津店

16040- 5231291

他
12ヶ月 実費（上限なし）

富山県魚津市江口３９ 0765-25-1515 又は 6時00分～19時00分
の間の4時間以上

毎　週

0765-32-3663 その他 16040- 5230891

パート
１２５

900円～1,035円 各種食料品小売業
株式会社　原信　魚津店

16040- 5234091

パート
１２４

850円～850円 郵便局
日本郵便株式会社　郵便事業総本部　魚津
郵便局

日祝
2ヶ月 実費（上限あり）

富山県魚津市本江字中の坪１００７

月火水木金
なし

富山県黒部市前沢字北９３０ー１ 0765-56-9050 又は17時00分～20時00分
の間の3時間程度

毎　週

0765-74-0246 毎　週 16040- 5232591

パート
１２７

850円～850円 その他の飲食店
日本マクドナルド株式会社　１５０黒部店

16040- 5236691

パート
１２６

交替制あり 900円～900円 建物サービス業
株式会社　新川ビルサービス 月日他

実費（上限あり）
富山県下新川郡入善町入膳５１８９

他
12ヶ月 なし

富山県魚津市住吉１８６０－１ 0765-23-6333 毎　週

0765-56-9050 毎　週 16040- 5235391

パート
１２９

1,000円～1,000円 家事サービス業
株式会社ハートケアサービス

16040- 5251391

パート
１２８

850円～850円 その他の飲食店
日本マクドナルド株式会社　１５０黒部店 他

12ヶ月 なし
富山県黒部市前沢字北９３０ー１

日祝他
6ヶ月 実費（上限あり）

富山県黒部市田家新６０８ 0765-52-3455 又は 8時00分～17時05分
の間の4時間程度

その他 毎月　15,000円まで

0765-56-9050 毎　週 16040- 5237991

パート
１３１

821円～900円
有機化学工業製品製
造業株式会社　ホクペレ

16040- 5262491

パート
１３０

1,063円～1,063円 その他の飲食店
日本マクドナルド株式会社　１５０黒部店 他

12ヶ月 なし
富山県黒部市前沢字北９３０ー１

他
なし

富山県下新川郡入善町入膳７１６９－１ 0765-72-0203 又は16時00分～ 2時00分
の間の3時間以上

毎　週

0765-24-9333 その他 16040- 5259191

パート
１３３

821円～1,100円
一般乗用旅客自動車
運送業有限会社　丸善交通

16040- 5267191

パート
１３２

950円～1,050円 旅館，ホテル
株式会社　スカイホテル　スカイホテル魚
津

他
なし

富山県魚津市駅前新町４－２

土日他
実費（上限あり）

富山県黒部市生地芦崎字下浦３３２－１９ 0765-56-8184 毎　週 毎月　5,000円まで

0765-72-0203 又は 8時00分～17時00分
の間の3時間以上

その他 16040- 5263791

パート
１３５

850円～1,050円
建設用・建築用金属
製品製造業（製缶板有限会社　村宗

16040- 5274191

パート
１３４

821円～1,000円
一般乗用旅客自動車
運送業有限会社　丸善交通 他

なし
富山県下新川郡入善町入膳７１６９－１

他
6ヶ月 実費（上限あり）

富山県黒部市天神新３５３－１ 0765-54-1000 毎　週

0765-22-0172 その他 毎月　8,000円まで
16040- 5271891

パート
１３７

950円～1,000円 旅館，ホテル
株式会社　ホテルアクア黒部

16040- 5276391

パート
１３６

1,000円～1,000円
農畜産物・水産物卸
売業株式会社　ハリタ冷蔵 水他

実費（上限あり）
富山県魚津市港町５－１８

日祝他
12ヶ月 実費（上限あり）

富山県下新川郡入善町上飯野２４１ 0765-74-0373 その他 毎月　15,000円まで

0765-74-0373 又は 9時00分～17時00分
の間の2時間程度

毎　週 16040- 5275091

パート
１３９

900円～1,000円
ガラス・同製品製造
業株式会社　佐藤アンプル製作所

23170-13087391

パート
１３８

850円～900円
ガラス・同製品製造
業株式会社　佐藤アンプル製作所 土日祝他

6ヶ月 なし
富山県下新川郡入善町上飯野２４１

他
3ヶ月 実費（上限あり）

愛知県小牧市大字三ツ渕惣作１３５０ 0120-789-635 毎　週 毎月　100,000円まで

076-246-8711 毎　週 毎月　20,000円まで
17080- 8796291

パート
１４１

1,050円～1,050円
一般貨物自動車運送
業佐川急便株式会社

25030- 7187591

パート
１４０

1,000円～1,000円
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 他

～令和2年3月31日 実費（上限あり）
石川県野々市市稲荷２丁目１７６番地

他
12ヶ月 実費（上限あり）

滋賀県彦根市松原町１８８０－５ 0120-205-095 又は 9時00分～23時00分
の間の3時間以上

毎　週 毎月　10,000円まで

0120-205-095 又は 9時00分～ 0時00分
の間の3時間以上

毎　週 毎月　10,000円まで
25030- 7185891

パート
１４３

950円～1,000円
食堂，レストラン
（専門料理店を除株式会社　ファイブスター

パート
１４２

950円～1,000円
食堂，レストラン
（専門料理店を除株式会社　ファイブスター 他

12ヶ月 実費（上限あり）
滋賀県彦根市松原町１８８０－５
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職　種 年　齢 従業員数 業　　種
区分 事業所名 就業場所 就業時間 うち女性 加入保険

事業所所在地 電話番号 企業全体 求人番号

区　分
雇用期間
求人数

交替制 賃　　　金
休　日 通勤手当
週休二日 賞与（前年度実績）

★以下の求人は、先週1週間（９月２日～９月６日）に受理した新規求人です。

薬剤師（すみれ薬局／魚津店） 59歳以下 パート労働者 7人
 魚津市 雇用期間の定めなし 6人

労災
400人

1人
薬剤師（サエラ薬局／黒部店） 59歳以下 パート労働者 5人

 黒部市 雇用期間の定めなし 4人
労災

400人
1人

27010-58421591

実費（上限なし）
大阪府大阪市中央区本町２丁目２－５　本
町第２ビル３階

0120-336-510 又は 9時00分～18時00分
の間の4時間以上

毎　週

又は 8時30分～17時30分
の間の4時間以上

毎　週 27010-58416391

パート
１４５

変形（１ヶ月単位）
1,965円～3,000円

医薬品・化粧品小売
業株式会社　サエラファーマシーズ 土日祝

パート
１４４

変形（１ヶ月単位）
1,965円～3,000円

医薬品・化粧品小売
業株式会社　サエラファーマシーズ 日祝他

実費（上限なし）
大阪府大阪市中央区本町２丁目２－５　本
町第２ビル３階

0120-336-510

★該当の求人に興味のある方、面接を希望される方は、お気軽にご参加ください。説明を聞くだけでもかまいません。

★面接を希望される方は、履歴書をご持参ください。また、求職登録が済んでない方は、 事前に求職登録が必要になります。

★雇用保険受給者の方は、求職活動実績となりますので、雇用保険受給資格者証もお持ちください。

場　　　　所 事　業　所　名 年　齢
人
数

職　　　種 求人NO. 就業場所

９月１７日（火）
13：30～
１時間
程度

魚津職業安定所
１階　会議室

アクサ生命保険（株）
富山営業支社魚津分室

６４歳
以下

２人
商工会議所共済・福祉制度

推進スタッフ
16040-4451391 魚津市

２人
販売パート（クスリのアオキ

魚津市エリア）（パート）
17080-6596191

２人
販売スタッフ（クスリのアオキ

魚津市エリア）（パート）
17080-5784791

２人 医療事務（魚津経田薬局）（パート） 17080-8139791

１人 機動隊員（魚津営業所） 16010-20132691 魚津市

３人
交通誘導員（滑川、魚津、黒部、

入善及び近郊）（パート）
16010-19711391 滑川～入善町

１人
施設管理警備員（サンプラザ魚津

ショッピングスクエア）（パート）
16010-20133991 魚津市

１人 （請）調理師（ちょうろく内給食室） 17010-24446691

１人 （請）栄養士（ちょうろく内給食室） 17010-24444091

２人
（請）調理補助（ちょうろく内給食室）

（パート）
17010-20701791

１人 （請）調理師（富山労災病院内給食室） 17010-19871991

１人 （請）栄養士（富山労災病院内給食室） 17010-24442591

１８歳
以上

１人 ホテルスタッフ 16040-4902391

１人 ホテルレストランスタッフ 16040-4904991

１人 フロント（遅番）（パート） 16040-4480291

１人 フロント（早番）（パート） 16040-4482191

２人 レストラン朝食係（パート） 16040-4905491

会社説明会・面接会は、求人事業所の担当者が指定の日時にハローワーク魚津にて、求人内容を説明のうえ面接するものです。

日　　　時

９月２４日（火）

魚津市

１８歳
以上

９月２６日（木）
14:00～
　1時間

程度

魚津合同庁舎
５階　会議室

富山県綜合警備保障
（株）魚津営業所

14:00～
　1時間

程度

魚津職業安定所
１階　会議室

（株）クスリのアオキ

ルートインジャパン
株式会社

（ホテルルートイン魚津）

富士産業（株） 魚津市

魚津市不問

不問

黒部市

総合警備エスエスケイ
（株）

１８歳
以上

３人 交通誘導警備スタッフ 16010-16017891
朝日町～
魚津市

（株）ワールドインテック
富山営業所

不問 ２人 （請）リウッドデッキの梱包業務 16010-16055391

不問

★該当の求人に興味のある方は、お気軽にご参加ください。説明を聞くだけでもかまいません。

★求職登録が済んでない方は、 事前に求職登録が必要になります。

★雇用保険受給者の方は、雇用保険受給資格者証もお持ちください。

場　　　　所 事　業　所　名 年　齢 人　数 職　　　種 求人NO. 就業場所

３人 駅務員 16040-4575491

３人 乗務員（パート） 16040-4818791

６人 乗務員（パート） 16040-4766091

会社説明会は、求人事業所の担当者が指定の日時にハローワーク魚津にて、求人内容等の説明をするものです。

日　　　時

不問 黒部市９月１８日（水）
10:00～
1時間
程度

魚津職業安定所
１階　会議室

黒部峡谷鉄道
株式会社
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