
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
正社員店舗スタッフ（魚民　魚津スカイホテル店） 18歳～44歳 正社員 (1)15時00分～ 0時00分 9人

 魚津市 雇用期間の定めなし (2)18時00分～23時00分 4人
(3)20時00分～ 5時00分 雇用・労災・健康・厚生・財形

22,826人
1人 年2回

店舗運営職・幹部候補（ナショナル社員） 35歳以下 正社員 (1) 8時45分～17時45分 11,330人
 下新川郡朝日町 雇用期間の定めなし (2)10時45分～19時45分 6,696人

(3)12時15分～21時15分 雇用・労災・健康・厚生・財形

11,330人
1人 年2回 3.26月分

店舗運営職・幹部候補（ナショナル社員） 35歳以下 正社員 (1) 8時45分～17時45分 11,330人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし (2)10時45分～19時45分 6,696人

(3)12時15分～21時15分 雇用・労災・健康・厚生・財形

11,330人
1人 年2回 3.26月分

店舗運営職・幹部候補（ナショナル社員） 35歳以下 正社員 (1) 8時45分～17時45分 11,330人
 魚津市 雇用期間の定めなし (2)10時45分～19時45分 6,696人

(3)12時15分～21時15分 雇用・労災・健康・厚生・財形

11,330人
1人 年2回 3.26月分

店舗運営職・幹部候補（ナショナル社員） 35歳以下 正社員 (1) 8時45分～17時45分 11,330人
 黒部市 雇用期間の定めなし (2)10時45分～19時45分 6,696人

(3)12時15分～21時15分 雇用・労災・健康・厚生・財形

11,330人
1人 年2回 3.26月分

洗車業務（魚津店：富山ダイハツ販売） 不問 正社員以外 (1) 9時00分～17時30分 20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

170人
1人

フィットネス施設接客スタッフ【カーブス魚津サンプラザ】 不問 正社員 (1) 9時00分～19時00分 3人
 魚津市 雇用期間の定めなし 3人

雇用・労災・健康・厚生

56人
1人 年2回 1.50月分

清掃 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 (2) 8時00分～12時00分 1人

雇用・労災・健康・厚生

25人
2人 年2回

鉄筋工 35歳以下 正社員 (1) 8時00分～17時00分 5人
 黒部市 雇用期間の定めなし 0人

雇用・労災・健康・厚生

5人
2人

（請）食品（パックご飯）の製造作業および製造付帯業務 不問 正社員以外 (1) 7時30分～19時50分 16人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） (2)19時30分～ 7時50分 1人

雇用・労災・健康・厚生

2,300人
3人

（派）窓サッシの切断機械オペレータ－ 不問 有期雇用派遣 (1) 8時20分～17時00分 8人
 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） (2)16時20分～ 1時00分 0人

(3) 0時20分～ 9時00分 雇用・労災・健康・厚生

2,300人
1人

（派）アルミサッシの仕分け 不問 有期雇用派遣 (1) 9時00分～18時00分 2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

2,300人
1人

販売・店舗運営職　　　　　　（リージョナル社員） 35歳以下 正社員 (1) 8時45分～17時45分 1,011人
 下新川郡朝日町 雇用期間の定めなし (2)10時45分～19時45分 594人

(3)12時15分～21時15分 雇用・労災・健康・厚生・財形

11,330人
1人 年2回 2.60月分

販売・店舗運営職　　　　　　（リージョナル社員） 35歳以下 正社員 (1) 8時45分～17時45分 1,011人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし (2)10時45分～19時45分 594人

(3)12時15分～21時15分 雇用・労災・健康・厚生・財形

11,330人
1人 年2回 2.60月分

販売・店舗運営職　　　　　　（リージョナル社員） 35歳以下 正社員 (1) 8時45分～17時45分 1,011人
 魚津市 雇用期間の定めなし (2)10時45分～19時45分 594人

(3)12時15分～21時15分 雇用・労災・健康・厚生・財形

11,330人
1人 年2回 2.60月分

店舗販売職／地域正社員（ホーム社員） 59歳以下 正社員 (1) 8時45分～17時45分 1,011人
 下新川郡朝日町 雇用期間の定めなし (2)10時45分～19時45分 594人

(3)12時15分～21時15分 雇用・労災・健康・厚生・財形

11,330人
1人 年2回 0.97月分

販売・店舗運営職　　　　　　（リージョナル社員） 35歳以下 正社員 (1) 8時45分～17時45分 1,011人
 黒部市 雇用期間の定めなし (2)10時45分～19時45分 594人

(3)12時15分～21時15分 雇用・労災・健康・厚生・財形

11,330人
1人 年2回 2.60月分

店舗運営スタッフ（アプレシオ魚津店）＊地域限定社員 35歳以下 正社員 (1) 9時00分～18時00分 18人
 魚津市 雇用期間の定めなし (2)17時00分～ 2時00分 11人

(3) 0時00分～ 9時00分 雇用・労災・健康・厚生

285人
1人 年2回 42万円～168万円

店舗運営スタッフ（フィットネスジムＥｖｅｒｙ魚津江口店） 35歳以下 正社員 (1)11時00分～20時00分 4人
 魚津市 雇用期間の定めなし (2)13時00分～22時00分 2人

雇用・労災・健康・厚生

285人
2人 年2回 42万円～168万円

店舗運営スタッフ（アプレシオ魚津店） 35歳以下 正社員 (1) 9時00分～18時00分 18人
 魚津市 雇用期間の定めなし (2)17時00分～ 2時00分 11人

(3) 0時00分～ 9時00分 雇用・労災・健康・厚生

285人
1人 年2回 42万円～168万円

調理員（魚津病院） 不問 正社員 (1) 5時00分～14時00分 13人
 魚津市 雇用期間の定めなし (2) 9時00分～18時00分 11人

(3)10時30分～19時30分 雇用・労災・健康・厚生

140人
1人 年2回

フル
タイム
２１

交替制あり
190,000円～250,000円

食堂，レストラン
（専門料理店を除株式会社　ディライフ 他

実費（上限あり）
富山県富山市開６５３－１

076-421-5712
又は 5時00分～19時30分
の間の8時間程度

毎　週 毎月　10,000円まで
16010-26902991

076-495-7176
又は11時00分～22時00分
の間の8時間程度

毎　週 16010-26793391

フル
タイム
２０

200,001円～359,625円
食堂，レストラン
（専門料理店を除株式会社　Ｐｒｏｃｅｅｄ

実費（上限なし）
富山県富山市天正寺６８

076-495-7176
又は 0時00分～23時59分
の間の8時間程度

毎　週 16010-26803091

他
実費（上限なし）

富山県富山市天正寺６８
076-495-7176

又は 0時00分～23時59分
の間の8時間程度

毎　週

他

16010-26783191

フル
タイム
１９

183,375円～295,440円
食堂，レストラン
（専門料理店を除株式会社　Ｐｒｏｃｅｅｄ 他

実費（上限なし）
富山県富山市天正寺６８

フル
タイム
１７

変形（１ヶ月単位）
177,000円～231,000円

他に分類されない小
売業株式会社　コメリ 他

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　17,600円まで

15070-11907991

フル
タイム
１８

192,226円～252,138円
食堂，レストラン
（専門料理店を除株式会社　Ｐｒｏｃｅｅｄ

025-371-4115
その他 毎月　17,600円まで

15070-11898191

フル
タイム
１６

変形（１ヶ月単位）
181,000円～190,000円

他に分類されない小
売業株式会社　コメリ

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　8,800円まで

15070-11902591

他
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　17,600円まで

他

15070-11897591

フル
タイム
１５

変形（１ヶ月単位）
177,000円～231,000円

他に分類されない小
売業株式会社　コメリ 他

実費（上限あり）
新潟市南区清水４５０１番地１

フル
タイム
１３

変形（１ヶ月単位）
177,000円～231,000円

他に分類されない小
売業株式会社　コメリ 他

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　17,600円まで

15070-11896291

フル
タイム
１４

変形（１ヶ月単位）
177,000円～231,000円

他に分類されない小
売業株式会社　コメリ

0765-74-8510
毎　週 16040- 6560891

フル
タイム
１２

184,800円～193,200円 労働者派遣業
株式会社　サンキョウテクノスタッフ
富山営業所 3ヶ月 なし
富山県下新川郡入善町入膳字町口６９８
７－１０

0765-74-8510
毎　週 16040- 6561291

日他
3ヶ月 実費（上限あり）

富山県下新川郡入善町入膳字町口６９８
７－１０

0765-74-8510
その他 毎月　4,000円まで

土日祝

16040- 6559991

フル
タイム
１１

交替制あり
179,056円～183,727円 労働者派遣業

株式会社　サンキョウテクノスタッフ
富山営業所

土日祝
3ヶ月 実費（上限なし）

富山県下新川郡入善町入膳字町口６９８
７－１０

フル
タイム
９

変形（１ヶ月単位）
220,000円～330,000円 鉄骨・鉄筋工事業

千代鉄筋 日他
実費（上限あり）

富山県黒部市田家野５４
0765-54-2451

その他 毎月　10,000円まで
16040- 6558691

フル
タイム
１０

変形（１ヶ月単位）
184,800円～194,040円 労働者派遣業

株式会社　サンキョウテクノスタッフ
富山営業所

その他 毎月　15,000円まで
16020-15063491

フル
タイム
８

200,000円～250,000円 建物サービス業
株式会社　四葉クリーン 他

実費（上限あり）
富山県黒部市吉田２１１２

0765-32-4289
毎　週 毎月　5,000円まで

月他
12ヶ月 実費（上限なし）

富山県富山市千歳町２丁目５番２６号
076-442-1441

その他

フル
タイム
７

変形（１ヶ月単位）
176,000円～226,000円 スポーツ施設提供業

ウィン　株式会社 日祝他
実費（上限あり）

富山県高岡市駅南５－２－２０
0766-30-2828

実費（上限あり）
新潟市南区清水４５０１番地１

他
実費（上限あり）

新潟市南区清水４５０１番地１
025-371-4115

その他

025-371-4115
その他 毎月　17,600円まで

15070-12560891

フル
タイム
５

変形（１ヶ月単位）
189,000円～241,000円

他に分類されない小
売業株式会社　コメリ

025-371-4115
その他 毎月　17,600円まで

15070-12562591

フル
タイム
６

変形（１年単位）
161,250円～161,250円

建物売買業，土地売
買業株式会社　品川グループ　本社

フル
タイム
３

変形（１ヶ月単位）
189,000円～241,000円

他に分類されない小
売業株式会社　コメリ 他

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　17,600円まで

15070-12559991

フル
タイム
４

変形（１ヶ月単位）
189,000円～241,000円

他に分類されない小
売業株式会社　コメリ

フル
タイム
１

変形（１ヶ月単位）
265,083円～438,139円 酒場，ビヤホール

株式会社　モンテローザフーズ 他
実費（上限あり）

東京都武蔵野市中町１－１７－３　６．
モンテローザ三鷹本社ビル

0422-36-6788

フル
タイム
２

変形（１ヶ月単位）
189,000円～241,000円

他に分類されない小
売業株式会社　コメリ 他

15070-12558691

実費（上限あり）
新潟市南区清水４５０１番地１

その他 毎月　50,000円まで
13170-54192991

他

毎月　17,600円まで

16010-27053891

16040- 6557391

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（１１月５日～１１月８日）に受理した新規求人です。
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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（１１月５日～１１月８日）に受理した新規求人です。

配送業務（魚津営業所） 不問 正社員以外 (1) 8時45分～17時30分 4人
 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 1人

雇用・労災・健康・厚生

59人
1人

可燃物・不燃物の収集運搬助手 不問 正社員 (1) 8時00分～16時30分 8人
 下新川郡朝日町 雇用期間の定めなし (2) 8時00分～12時00分 2人

雇用・労災・健康・厚生・財形

8人
1人 年2回 3.00月分

造園エ（経験者） 不問 正社員以外 (1) 8時00分～17時00分 3人
 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (2) 8時00分～12時00分 0人

雇用・労災
3人

2人 年1回
清掃作業員 64歳以下 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 4人
雇用・労災・健康・厚生

200人
2人

正・准看護師 不問 正社員 (1) 9時00分～18時00分 6人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし (2) 9時00分～12時00分 5人

雇用・労災・健康・厚生

6人
1人 年1回 1.00月分

日用品、食品、酒類の販売・配達 不問 正社員 (1) 9時00分～17時30分 3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

3人
1人

バス乗務員 不問 正社員 (1) 7時00分～16時00分 46人
 黒部市 雇用期間の定めなし (2)12時00分～21時00分 13人

雇用・労災・健康・厚生

46人
1人 年2回

幹部候補社員（魚津店） 45歳以下 正社員 (1) 7時00分～15時50分 9人
 魚津市 雇用期間の定めなし (2) 8時00分～16時50分 8人

(3)11時30分～20時20分 雇用・労災・健康・厚生

1,769人
1人 年2回 2.80月分

地域正社員（魚津店） 45歳以下 正社員 (1) 8時00分～17時30分 13人
 魚津市 雇用期間の定めなし (2)11時00分～20時30分 8人

雇用・労災・健康・厚生

1,769人
1人 年2回 2.40月分

機動隊員（魚津営業所） 18歳以上 正社員以外 (1)17時30分～ 8時30分 45人
 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） 2人

雇用・労災・健康・厚生

750人
1人 年2回

販売（Ｐａｒａｄｅ黒部店） 59歳以下 正社員 (1)10時00分～19時00分 5人
 黒部市 雇用期間の定めなし (2)11時00分～20時00分 3人

雇用・労災・健康・厚生

220人
1人 年2回

金融事務（魚津支店） 44歳以下 正社員 (1) 8時30分～17時15分 5人
 魚津市 雇用期間の定めなし 4人

雇用・労災・健康・厚生

39人
1人 年2回 3.70月分

介護職員 不問 正社員 (1) 7時30分～16時30分 0人
 魚津市 雇用期間の定めなし (2) 8時30分～17時30分 0人

(3)10時00分～19時00分 雇用・労災・健康・厚生・財形

280人
3人 年2回

調理員（栄養士） 不問 正社員 (1) 9時00分～17時00分 120人
 黒部市 雇用期間の定めなし (2) 5時30分～13時30分 110人

(3)11時30分～19時30分 雇用・労災・健康・厚生・財形

800人
1人 年2回 3.50月分

調理員 不問 正社員 (1) 9時00分～17時00分 120人
 黒部市 雇用期間の定めなし (2) 5時30分～13時30分 110人

(3)11時30分～19時30分 雇用・労災・健康・厚生・財形

800人
1人 年2回 3.50月分

薬剤師 不問 正社員 (1) 9時00分～17時00分 120人
 黒部市 雇用期間の定めなし (2) 9時00分～12時45分 110人

雇用・労災・健康・厚生・財形

800人
1人 年2回 4.00月分

介護職員 不問 正社員 (1) 9時00分～17時00分 120人
 黒部市 雇用期間の定めなし (2) 9時00分～12時45分 110人

(3)16時45分～ 9時15分 雇用・労災・健康・厚生・財形

800人
1人 年2回 4.30月分

看護師 不問 正社員 (1) 9時00分～17時00分 120人
 黒部市 雇用期間の定めなし (2) 9時00分～12時45分 110人

(3)16時45分～ 9時15分 雇用・労災・健康・厚生・財形

800人
1人 年2回 5.00月分

一般事務 40歳以下 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 2人

雇用・労災・健康・厚生

9人
1人 年2回 2.00月分

事務補助員 不問 正社員以外 (1) 8時30分～17時15分 42人
 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 9人

雇用・公災・健康・厚生

2,000人
1人 年2回 3.10月分

作業療法士 不問 正社員 (1) 8時30分～17時15分 113人
 魚津市 雇用期間の定めなし 73人

雇用・労災・健康・厚生・財形

113人
1人 年2回 2.50月分

他
実費（上限あり）

富山県魚津市大光寺２８７
0765-22-1567

その他 毎月　10,000円まで
16040- 6541491

フル
タイム
４１

144,200円～180,800円 行政機関
国土交通省　北陸地方整備局　黒部河川
事務所

土日祝他
令和2年2月1日～
令和2年3月31日

実費（上限あり）
富山県黒部市天神新１７３

0765-52-1122
毎　週 毎月　55,000円まで

16040- 6540991

フル
タイム
４２

変形（１ヶ月単位）
205,000円～291,600円 病院

医療法人社団　弘仁会　魚津緑ヶ丘病院

0765-52-4655
その他 16040- 6537591

フル
タイム
４０

170,000円～190,000円
公認会計士事務所，
税理士事務所松本健税理士事務所

実費（上限あり）
富山県魚津市住吉１６３６

0765-22-1198
毎　週 毎月　10,000円まで

16040- 6538191

他
実費（上限なし）

富山県黒部市窪野９２９
0765-52-4655

その他

土日祝

16040- 6536291

フル
タイム
３９

変形（１ヶ月単位）
221,600円～305,000円 病院

医療法人社団　友愛病院会　黒部温泉病
院

他
実費（上限なし）

富山県黒部市窪野９２９

フル
タイム
３７

特定曜日のみ(2)(3)
240,000円～320,000円 病院

医療法人社団　友愛病院会　黒部温泉病
院

日祝他
実費（上限なし）

富山県黒部市窪野９２９
0765-52-4655

その他 16040- 6535891

フル
タイム
３８

変形（１ヶ月単位）
168,000円～208,000円 病院

医療法人社団　友愛病院会　黒部温泉病
院

0765-52-4655
その他 16040- 6532991

フル
タイム
３６

変形（１ヶ月単位）
150,000円～150,000円 病院

医療法人社団　友愛病院会　黒部温泉病
院 実費（上限なし）
富山県黒部市窪野９２９

0765-52-4655
その他 16040- 6534791

他
実費（上限あり）

富山県魚津市大光寺４５０
0765-24-8822

毎　週 毎月　13,500円まで

他

16040- 6530391

フル
タイム
３５

変形（１ヶ月単位）
157,000円～160,000円 病院

医療法人社団　友愛病院会　黒部温泉病
院

他
実費（上限なし）

富山県黒部市窪野９２９

フル
タイム
３３

172,800円～199,800円 農林水産金融業
富山県信用漁業協同組合連合会 土日祝他

実費（上限あり）
富山県富山市舟橋北町４番１９号

076-441-3528
毎　週 毎月　18,800円まで

16010-26674791

フル
タイム
３４

交替制あり
162,180円～172,515円 老人福祉・介護事業

社会福祉法人　新川老人福祉会

076-443-5888
その他 毎月　40,000円まで

16010-26632491

フル
タイム
３２

変形（１年単位）
164,860円～198,750円 靴・履物小売業

株式会社　ワシントン靴店
実費（上限なし）

富山県富山市婦中町青島４０１
0258-22-5614

その他 16010-26637191

他
実費（上限あり）

新潟県燕市佐渡５１２９ 
ＴＥＬ　０２５６－６６－１１００

0256-66-1100
その他 毎月　50,000円まで

他

15110- 7130491

フル
タイム
３１

変形（１ヶ月単位）
167,810円～190,300円 警備業

富山県綜合警備保障　株式会社 他
3ヶ月 実費（上限あり）

富山県富山市金屋２７１５－１０

フル
タイム
２９

変形（１ヶ月単位）
220,000円～421,000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

他
実費（上限あり）

新潟県燕市佐渡５１２９ 
ＴＥＬ　０２５６－６６－１１００

0256-66-1100
その他 毎月　50,000円まで

15110- 7078891

フル
タイム
３０

変形（１ヶ月単位）
188,200円～234,600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

0765-83-2151
な　し 毎月　4,000円まで

16040- 6552891

フル
タイム
２８

交替制あり
158,050円～174,500円

一般乗用旅客自動車
運送業桜井交通　株式会社

実費（上限あり）
富山県黒部市三日市３２０６

0765-52-1280
その他 毎月　9,800円まで

16040- 6554591

日祝他
実費（上限あり）

富山県下新川郡入善町入膳７７２６
0765-72-0828

その他 毎月　4,500円まで

他

16040- 6551791

フル
タイム
２７

172,800円～172,800円 酒小売業
大平仁ッ太商店 日祝他

実費（上限あり）
富山県下新川郡朝日町道下２９５

フル
タイム
２５

変形（１年単位）
180,000円～300,000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
0765-22-9207

その他 毎月　10,000円まで
16040- 6548391

フル
タイム
２６

特定曜日のみ(2)(3)
190,000円～245,000円 一般診療所

谷川クリニック

0765-82-1351
その他 毎月　10,000円まで

16040- 6546191

フル
タイム
２４

267,300円～352,350円
土木工事業（舗装工
事業を除く）有限会社中田造園

～令和元年12月25
日

なし
富山県黒部市前沢１５７８

0765-52-0681
その他 16040- 6547091

日祝他
6ヶ月 実費（上限あり）

富山県富山市呉羽町７２７１－１
0766-23-9036

その他 毎月　30,000円まで

日他

16010-26965291

フル
タイム
２３

特定曜日のみ(2)(3)
180,000円～190,000円 一般廃棄物処理業

有限会社　朝日ビューティロック 日他
実費（上限あり）

富山県下新川郡朝日町藤塚４３０番地

フル
タイム
２２

変形（１年単位）
170,500円～170,500円 化学製品卸売業

東洋ゴム北陸販売　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（１１月５日～１１月８日）に受理した新規求人です。

営業・配達 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 (2) 8時00分～12時00分 3人

雇用・労災・健康・厚生

7人
1人 年1回 20万円～

配管工 35歳以下 正社員 (1) 8時00分～17時00分 0人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めなし 0人

0人
1人

店舗販売員（店長候補） 不問 正社員 8人
 魚津市他 雇用期間の定めなし 6人

雇用・労災・健康・厚生

490人
3人 年2回

型枠大工 不問 正社員 (1) 8時00分～18時00分 2人
 魚津市他 雇用期間の定めなし 1人

雇用・健康・厚生
2人

3人
高圧ガス製造設備管理（魚津） 18歳以上 正社員以外 (1) 8時30分～17時30分 15人

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

51人
1人

管工事施工管理（富山） 40歳以下 正社員 (1) 8時30分～17時15分 15人
 魚津市 雇用期間の定めなし 1人

雇用・労災・健康・厚生

51人
1人 年2回 4.20月分

生協の配送ドライバー（黒部市） 44歳以下 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

5,010人
2人 年2回 30万円～40万円

リフォーム営業（北陸地域）（リージョナル社員） 59歳以下 正社員 (1) 8時45分～17時45分 1,011人
 黒部市 雇用期間の定めなし (2)11時15分～20時15分 594人

(3)12時15分～21時15分 雇用・労災・健康・厚生・財形

11,330人
1人 年2回 2.60月分

リフォーム営業（北陸地域）（リージョナル社員） 59歳以下 正社員 (1) 8時45分～17時45分 1,011人
 魚津市 雇用期間の定めなし (2)11時15分～20時15分 594人

(3)12時15分～21時15分 雇用・労災・健康・厚生・財形

11,330人
1人 年2回 2.60月分

リフォーム営業（富山県／嘱託社員） 不問 正社員以外 (1) 8時45分～17時45分 1,011人
 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (2)11時15分～20時15分 594人

(3)12時15分～21時15分 雇用・労災・健康・厚生・財形

11,330人
1人 年2回 1.63月分

販売スタッフ（魚津店） 35歳以下 正社員 13人
 魚津市 雇用期間の定めなし 5人

雇用・労災・健康・厚生

55人
1人 年2回

保育士 不問 正社員 (1)10時00分～18時00分 0人
 黒部市 雇用期間の定めなし (2) 8時00分～17時00分 0人

0人
4人

サービス管理責任者 不問 正社員 (1)10時00分～18時00分 0人
 黒部市 雇用期間の定めなし (2) 8時00分～17時00分 0人

0人
2人

児童発達管理支援責任者 不問 正社員 (1)10時00分～18時00分 0人
 黒部市 雇用期間の定めなし (2) 8時00分～17時00分 0人

0人
2人

自動車整備士 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 4人
 魚津市 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

機械設計 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 39人
 黒部市 雇用期間の定めなし 7人

雇用・労災・健康・厚生

39人
1人

ルートセールス員 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 10人

雇用・労災・健康・厚生

20人
1人

びん詰工 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 34人
 黒部市 雇用期間の定めなし 14人

雇用・労災・健康・厚生

34人
2人 年2回 2万円～34万円

現場監督（見習い） 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 3人

雇用・労災・健康・厚生

7人
1人 年2回 2.00月分

夜間立ち合い仕分け作業 18歳～45歳 正社員 (1)21時00分～ 6時00分 43人
 黒部市 雇用期間の定めなし 4人

雇用・労災・健康・厚生

2,080人
1人 年2回 40万円～60万円

大型トラック乗務員、大型長距離乗務員（定期便） 45歳以下 正社員 (1)17時00分～ 2時00分 43人
 黒部市 雇用期間の定めなし 4人

雇用・労災・健康・厚生

2,080人
1人 年2回 40万円～60万円

0765-52-0221
その他 毎月　14,600円まで

16040- 6522391

日祝他
実費（上限あり）

富山県黒部市若栗６０３
0765-52-0221

その他 毎月　14,600円まで
16040- 6521091

フル
タイム
６３

変形（１年単位）
227,250円～354,250円

一般貨物自動車運送
業濃飛西濃運輸　株式会社　黒部営業所 日祝他

実費（上限あり）
富山県黒部市若栗６０３

フル
タイム
６１

変形（１年単位）
200,000円～300,000円

土木工事業（舗装工
事業を除く）有限会社　北陸緑化 日祝他

実費（上限あり）
富山県魚津市釈迦堂１－１３－１

0765-22-3192
その他 毎月　15,000円まで

16040- 6519891

フル
タイム
６２

変形（１年単位）
190,500円～202,100円

一般貨物自動車運送
業濃飛西濃運輸　株式会社　黒部営業所

0765-22-0172
その他 毎月　8,000円まで

16040- 6517491

フル
タイム
６０

変形（１年単位）
172,500円～300,000円 酒類製造業

銀盤酒造　株式会社
実費（上限あり）

富山県黒部市荻生４８５３－３
0765-54-1181

その他 毎月　20,000円まで
16040- 6518791

日他
実費（上限あり）

富山県黒部市前沢２４２０
0765-56-5111

その他 毎月　16,100円まで

日他

16040- 6516991

フル
タイム
５９

変形（１年単位）
230,000円～280,000円

農畜産物・水産物卸
売業株式会社　ハリタ冷蔵 日祝他

実費（上限あり）
富山県魚津市港町５－１８

フル
タイム
５７

変形（１年単位）
170,000円～280,000円 自動車整備業

株式会社　吉野自動車 日祝他
実費（上限あり）

富山県魚津市大光寺２０３０－１４
0765-24-5088

その他 毎月　5,000円まで
16040- 6515691

フル
タイム
５８

変形（１年単位）
207,000円～299,000円

一般産業用機械・装
置製造業株式会社　エスケーテック

0765-52-3458
その他 毎月　10,000円まで

16040- 6513091

フル
タイム
５６

190,000円～240,000円 障害者福祉事業
株式会社　ＫＵＲＯＢＥ　Ｆｉｖｅ－Ｏ

実費（上限あり）
富山県黒部市中新１８番地

0765-52-3458
その他 毎月　10,000円まで

16040- 6514391

日祝他
実費（上限あり）

富山県黒部市中新１８番地
0765-52-3458

その他 毎月　10,000円まで

日祝他

16040- 6511591

フル
タイム
５５

190,000円～240,000円 障害者福祉事業
株式会社　ＫＵＲＯＢＥ　Ｆｉｖｅ－Ｏ 日祝他

実費（上限あり）
富山県黒部市中新１８番地

フル
タイム
５３

変形（１年単位）
155,000円～200,000円

スポーツ用品・がん
具・娯楽用品・楽器株式会社　太陽スポーツ 他

実費（上限あり）
富山県富山市黒瀬北町１－７－７

076-422-2911
又は 9時30分～20時10分
の間の8時間程度

その他 毎月　25,000円まで
16010-26452091

フル
タイム
５４

170,000円～220,000円 障害者福祉事業
株式会社　ＫＵＲＯＢＥ　Ｆｉｖｅ－Ｏ

025-371-4115
その他 毎月　17,600円まで

15070-11239791

フル
タイム
５２

変形（１ヶ月単位）
236,000円～248,000円

他に分類されない小
売業株式会社　コメリ

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　17,600円まで

15070-11255791

他
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　17,600円まで

他

15070-11235391

フル
タイム
５１

変形（１ヶ月単位）
255,000円～329,000円

他に分類されない小
売業株式会社　コメリ 他

実費（上限あり）
新潟市南区清水４５０１番地１

フル
タイム
４９

変形（１年単位）
222,000円～222,000円

一般貨物自動車運送
業株式会社　流通サービス 土日他

実費（上限あり）
埼玉県草加市遊馬町７６９番地１

03-6631-7653
毎　週 毎月　50,000円まで

11100-10720291

フル
タイム
５０

変形（１ヶ月単位）
255,000円～329,000円

他に分類されない小
売業株式会社　コメリ

06-6997-7560
毎　週 27180-16894191

フル
タイム
４８

220,000円～350,000円 化学製品卸売業
エア・ウォーター・ダイオー　株式会社

実費（上限なし）
大阪府守口市寺内町２丁目７番２７号

06-6997-7560
毎　週 27180-16902991

日他
なし

大阪府大東市龍間７２１番地
072-869-0036

その他

土日祝他

27180-16672991

フル
タイム
４７

変形（１ヶ月単位）
184,000円～189,400円 化学製品卸売業

エア・ウォーター・ダイオー　株式会社 他
12ヶ月 実費（上限なし）

大阪府守口市寺内町２丁目７番２７号

フル
タイム
４５

変形（１ヶ月単位）
204,000円～304,000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） 他

実費（上限あり）
石川県金沢市高柳町１字４８－１

076-253-9595
又は 9時00分～22時00分
の間の8時間程度

毎　週 毎月　45,000円まで
17010-31695691

フル
タイム
４６

変形（１ヶ月単位）
172,000円～430,000円 一般土木建築工事業

有限会社　坂元工務店

0765-24-1244
隔　週 毎月　5,000円まで

16040- 6542791

フル
タイム
４４

217,550円～274,800円
管工事業（さく井工
事業を除く）福島設備 

実費（上限あり）
富山県下新川郡入善町上野９８７－２

0765-32-5651
その他 毎月　4,000円まで

16040- 6544291

日他

フル
タイム
４３

170,000円～200,000円 建築材料卸売業
株式会社　共栄商会 日祝他

一定額
富山県魚津市西尾崎１５２０－１
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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（１１月５日～１１月８日）に受理した新規求人です。

集配乗務社員 45歳以下 正社員 (1) 8時00分～17時00分 43人
 黒部市 雇用期間の定めなし 4人

雇用・労災・健康・厚生

2,080人
1人 年2回 40万円～60万円

一般事務 不問 正社員以外 (1) 8時30分～17時15分 12人
 下新川郡入善町 雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） 3人

雇用・労災・健康・厚生

483人
1人

フロアマネージャー 不問 正社員 (1) 7時00分～16時00分 7人
 黒部市 雇用期間の定めなし (2)13時00分～22時00分 4人

雇用・労災・健康・厚生

7人
1人

介護職員 不問 正社員 (1) 7時00分～16時00分 78人
 魚津市 雇用期間の定めなし (2) 9時30分～18時30分 58人

(3)10時30分～19時30分 雇用・労災・健康・厚生・財形

290人
1人 年2回 2.00月分

介護職員 不問 正社員 (1) 8時30分～17時30分 12人
 魚津市 雇用期間の定めなし (2)10時00分～19時00分 12人

雇用・労災・健康・厚生・財形

282人
1人 年2回 2.00月分

交通誘導員（黒部営業所） 不問 正社員 (1) 8時00分～17時00分 8人
 魚津市他 雇用期間の定めなし 0人

雇用・労災・健康・厚生

11人
3人

（契約）駅スタッフ 18歳以上 正社員以外 (1) 9時30分～19時30分 100人
 黒部市他 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (2) 7時40分～20時25分 15人

雇用・労災・健康・厚生

29,683人
10人 年2回 4万円～24万円

総合職【初期配属医療事務】富山１：朝日・入善・立山 不問 正社員 (1) 8時30分～17時30分 30人
 下新川郡朝日町他 雇用期間の定めなし (2) 9時00分～18時00分 20人

(3)10時00分～19時00分 雇用・労災・健康・厚生

6,864人
1人 年2回 1.30月分

総合職【初期配属医療事務】富山２：滑川・魚津・黒部 不問 正社員 (1) 8時30分～17時30分 30人
 黒部市他 雇用期間の定めなし (2) 9時00分～18時00分 20人

(3)10時00分～19時00分 雇用・労災・健康・厚生

6,864人
1人 年2回 1.30月分

店舗営業（ホールスタッフ）　　【黒部店】 18歳以上 正社員以外 (1) 8時30分～17時00分 20人
 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (2)16時30分～ 1時00分 9人

雇用・労災・健康・厚生・財形

241人
3人

店舗営業（ホールスタッフ）　【魚津店】 18歳以上 正社員以外 (1) 8時30分～17時00分 5人
 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (2)16時30分～ 1時00分 0人

雇用・労災・健康・厚生・財形

320人
20人

一般事務 不問 パート労働者 (1) 9時00分～15時00分 9人
 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 4人

雇用・労災
50人

1人
清掃・食器洗浄スタッフ 不問 パート労働者 (1)12時30分～16時00分 11人

 魚津市 雇用期間の定めなし 5人
労災

37人
1人

日常生活アシスタント（介助）（富山県黒部市） 不問 パート労働者 (1)11時00分～21時00分 6人
 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (2)16時00分～22時30分 3人

(3)22時30分～ 8時30分 雇用・労災
200人

1人
配管、空調、リフォーム工事、ハウスクリーニング 不問 パート労働者 (1) 8時00分～11時30分 3人

 魚津市 雇用期間の定めなし (2) 8時00分～17時00分 0人
労災

3人
1人

折込作業員 不問 パート労働者 (1)13時00分～15時30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

33人
1人

バス乗務員 不問 パート労働者 46人
 黒部市 雇用期間の定めなし 13人

雇用・労災
46人

1人 年2回
（請）清掃 不問 パート労働者 (1) 8時30分～12時00分 3人

 魚津市 雇用期間の定めなし (2)13時00分～16時00分 3人
労災

15人
2人

保健事業に係る業務補助 不問 パート労働者 (1) 9時00分～15時00分 17人
 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 15人

労災
963人

1人
調理員 不問 パート労働者 (1) 5時30分～10時00分 120人

 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 110人
労災・財形

800人
1人

新聞配達 不問 パート労働者 25人
 黒部市 雇用期間の定めなし 6人

労災
25人

2人

フル
タイム
７３

交替制あり
228,150円～246,675円 遊戯場

株式会社　大西商事 他
6ヶ月 なし

福井県福井市開発５丁目１０１１番地
0776-52-3200

その他 18010-21169291

フル
タイム
７４

変形（１年単位）
228,150円～246,675円 遊戯場

株式会社　大西商事

18010-21170091

他
6ヶ月 なし

福井県福井市開発５丁目１０１１番地
0776-52-3200

その他

076-274-6113
毎　週 17080-11179591

フル
タイム
７２

変形（１ヶ月単位）
180,000円～220,000円

医薬品・化粧品小売
業株式会社　クスリのアオキ

実費（上限なし）
石川県白山市松本町２５１２

076-274-6113
毎　週 17080-11181691

他
令和2年1月14日～
令和2年3月31日

実費（上限あり）
石川県金沢市広岡３丁目３番７７号 
ＪＲ金沢駅西第一ＮＫビル

076-254-3013
毎　週 毎月　20,900円まで

他

17010-31362991

フル
タイム
７１

変形（１ヶ月単位）
180,000円～220,000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

フル
タイム
６９

173,600円～217,000円 警備業
高誘警備　株式会社 日他

なし
富山県滑川市下島１０３－２

090-2125-0596
その他 16070- 3456891

フル
タイム
７０

変形（１ヶ月単位）
165,230円～165,230円 鉄道業

西日本旅客鉄道株式会社　金沢支社

0765-24-8822
毎　週 毎月　13,500円まで

16040- 6526791

フル
タイム
６８

162,180円～172,515円 老人福祉・介護事業
社会福祉法人　新川老人福祉会

実費（上限あり）
富山県魚津市大光寺４５０

0765-24-8822
毎　週 毎月　13,500円まで

16040- 6528291

他
実費（上限あり）

富山県黒部市田家新１５７１－１
0765-52-0234

その他 毎月　15,000円まで

日他

16040- 6525491

フル
タイム
６７

変形（１ヶ月単位）
168,300円～179,025円 老人福祉・介護事業

社会福祉法人　新川老人福祉会 他
実費（上限あり）

富山県魚津市大光寺４５０

フル
タイム
６５

132,000円～132,000円 市町村機関
入善町役場 土日祝他

令和2年1月6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

0765-72-1838
毎　週 毎月　6,000円まで

16040- 6524991

フル
タイム
６６

交替制あり
220,000円～250,000円 スポーツ施設提供業

デイズゴルフ株式会社

フル
タイム
６４

変形（１年単位）
201,800円～300,000円

一般貨物自動車運送
業濃飛西濃運輸　株式会社　黒部営業所

実費（上限あり）
富山県黒部市若栗６０３

0765-52-0221
その他 毎月　14,600円まで

16040- 6523691

日祝他

16040- 6563191

パート
１

900円～900円 家事サービス業
株式会社ハートケアサービス 土日祝他

12ヶ月 なし
富山県魚津市住吉１８６０－１

0765-23-6333

11060-16805291

毎　週

他
12ヶ月 実費（上限なし）

埼玉県所沢市松葉町１２－３　アーガス
ヒルズ５８　１階

0120-979-465
毎　週

0765-24-9116
毎　週 毎月　8,000円まで

16040- 6564091

パート
３

1,650円～1,650円 障害者福祉事業
一般社団法人　ＨＫ

16040- 6550491

パート
２

900円～900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 水他

実費（上限あり）
富山県魚津市江口５６７－１

日祝他
実費（上限あり）

黒部市宇奈月町浦山９６７－５
0765-65-7002

毎　週 毎月　2,000円まで

0765-22-2717
毎　週 16040- 6549691

パート
５

900円～900円 書籍・文房具小売業
北日本新聞　東山販売店

16040- 6555191

パート
４

1,266円～1,300円
管工事業（さく井工
事業を除く）大沢設備 土日祝

なし
富山県魚津市火の宮町１の２３

他
実費（上限あり）

富山県黒部市吉田２１１２
0765-32-4289

毎　週 毎月　5,000円まで

0765-52-1280
又は 9時00分～16時00分
の間の5時間程度

その他 16040- 6553291

パート
７

850円～850円 建物サービス業
株式会社　四葉クリーン

16040- 6533491

パート
６

900円～1,000円
一般乗用旅客自動車
運送業桜井交通　株式会社 他

なし
富山県黒部市三日市３２０６

日他
～令和2年3月31日 実費（上限なし）

富山県黒部市窪野９２９
0765-52-4655

隔　週

0765-54-2411
毎　週 毎月　34,890円まで

16040- 6531691

パート
９

850円～900円 病院
医療法人社団　友愛病院会　黒部温泉病
院

パート
８

1,100円～1,100円 市町村機関
黒部市健康増進課 土日祝他

令和元年12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

0765-54-1362
又は 1時30分～ 5時00分
の間の2時間程度

その他 毎月　4,000円まで
16040- 6543891

パート
１０

1,300円～1,600円 書籍・文房具小売業
株式会社　小室新聞店 他

実費（上限あり）
富山県黒部市正光寺新４２５
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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（１１月５日～１１月８日）に受理した新規求人です。

調理員 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) 9時00分～12時30分 11人

労災
17人

1人
ガソリンスタンド店員（夜間）／魚津ＳＳ及び滑川ＳＳ 60歳以上 パート労働者 (1)23時00分～ 7時00分 9人

 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 3人
雇用・労災

15人
2人

ガソリンスタンド店員（滑川ＳＳ／魚津ＳＳ） 不問 パート労働者 6人
 魚津市他 雇用期間の定めなし 1人

雇用・労災
15人

2人
交通誘導員（滑川、魚津、黒部、入善及び近郊） 18歳以上 パート労働者 (1) 8時00分～17時00分 10人

 魚津市他 雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） 1人
雇用・労災・健康・厚生

750人
3人 年2回

施設管理警備員（サンプラザ魚津ショッピングスクエア） 18歳以上 パート労働者 (1)18時30分～ 9時00分 2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

750人
1人 年2回

店舗販売職（Ｐａｒａｄｅ黒部店） 不問 パート労働者 (1) 9時30分～15時00分 5人
 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） (2)13時00分～18時00分 3人

労災
220人

2人
販売（Ｐａｒａｄｅ魚津店） 不問 パート労働者 (1)15時00分～20時00分 4人

 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） 2人
雇用・労災・財形

220人
5人

一般清掃（魚津マンテンホテル駅前） 69歳以下 パート労働者 (1)10時30分～14時00分 31人
 魚津市 雇用期間の定めなし 31人

労災
1,850人

1人
客室清掃（魚津マンテンホテル駅前）平日限定シフト 69歳以下 パート労働者 (1) 9時30分～14時00分 40人

 魚津市 雇用期間の定めなし 33人
労災

1,850人
3人

一般清掃（スカイホテル魚津） 不問 パート労働者 (1) 8時30分～12時00分 3人
 魚津市 雇用期間の定めなし (2) 9時30分～14時30分 3人

労災
1,850人

2人
客室清掃（スカイホテル魚津） 69歳以下 パート労働者 (1)10時00分～14時30分 13人

 魚津市 雇用期間の定めなし 13人
労災

1,850人
3人

客室清掃（アパホテル魚津駅前）平日限定勤務／シフト歓迎 69歳以下 パート労働者 (1) 9時30分～14時00分 13人
 魚津市 雇用期間の定めなし 13人

労災
1,850人

2人
清掃員（満天の湯　魚津店） 不問 パート労働者 (1)16時00分～20時00分 6人

 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (2)20時00分～23時45分 6人
労災

1,462人
1人

自動車検査員業務【オートバックス魚津店】 不問 パート労働者 (1)10時00分～15時00分 19人
 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 7人

労災
250人

1人
（契約）店舗販売員（シメノドラッグ魚津店） 不問 パート労働者 (1)17時00分～21時00分 5人

 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 3人
労災

490人
1人

販売（ダイソー黒部コラーレ前店） 不問 パート労働者 14人
 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 11人

労災
21,836人

3人
一般事務・経理事務・受発注業務／下新川郡入善町 不問 パート労働者 (1) 9時00分～15時00分 4人

 下新川郡入善町 雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） 3人
労災

5人
1人

介護スタッフ（夜勤）（けんせいきょう　輝　くろべ） 不問 パート労働者 (1)16時00分～ 8時30分 18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

302人
3人

運転手（送迎） 不問 パート労働者 (1)14時45分～18時15分 8人
 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 5人

労災
48人

1人
児童指導員 不問 パート労働者 8人

 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 5人
雇用・労災・健康・厚生

48人
2人 2万円～3万円

キッチンスタッフ（洋食調理補助） 不問 パート労働者 (1) 9時00分～14時00分 53人
 魚津市 雇用期間の定めなし (2) 9時00分～15時00分 26人

雇用・労災
53人

1人 年2回 2万円～5万円

16040- 6545591

水日他
3ヶ月 実費（上限あり）

富山県黒部市植木１９４－２
0765-54-5006

毎　週 毎月　5,000円まで

パート
１１

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

16070- 3589091

他
なし

富山県滑川市上小泉３５
076-475-0760

又は 7時00分～23時00分
の間の2時間以上

その他

076-475-0760
毎　週 16070- 3588191

パート
１３

850円～1,100円 燃料小売業
丸三商事　株式会社

16010-26631991

パート
１２

1,060円～1,060円 燃料小売業
丸三商事　株式会社 他

6ヶ月 なし
富山県滑川市上小泉３５

他
3ヶ月 実費（上限あり）

富山県富山市金屋２７１５－１０
0765-24-4068

毎　週 毎月　40,000円まで

0765-24-4068
毎　週 毎月　40,000円まで

16010-26630691

パート
１５

860円～1,100円 警備業
富山県綜合警備保障　株式会社

16010-26641891

パート
１４

900円～1,200円 警備業
富山県綜合警備保障　株式会社 他

3ヶ月 実費（上限あり）
富山県富山市金屋２７１５－１０

他
3ヶ月 なし

富山県富山市婦中町青島４０１
076-461-5610

又は10時00分～20時00分
の間の6時間

毎　週

076-461-5610
毎　週 16010-26634891

パート
１７

900円～900円 靴・履物小売業
株式会社　ワシントン靴店

16010-26675891

パート
１６

1,000円～1,000円 靴・履物小売業
株式会社　ワシントン靴店 他

3ヶ月 なし
富山県富山市婦中町青島４０１

土日祝他
実費（上限あり）

富山県富山市二口町３丁目５番地－５
076-421-9330

毎　週 毎月　20,000円まで

076-421-9330
その他 毎月　20,000円まで

16010-26672991

パート
１９

848円～850円 建物サービス業
アルコット　株式会社

16010-26678191

パート
１８

848円～900円 建物サービス業
アルコット　株式会社 他

実費（上限あり）
富山県富山市二口町３丁目５番地－５

他
実費（上限あり）

富山県富山市二口町３丁目５番地－５
076-421-9330

その他 毎月　20,000円まで

076-421-9330
その他 毎月　20,000円まで

16010-26677591

パート
２１

848円～850円 建物サービス業
アルコット　株式会社

16010-26737491

パート
２０

850円～850円 建物サービス業
アルコット　株式会社 他

実費（上限あり）
富山県富山市二口町３丁目５番地－５

他
12ヶ月 なし

富山県富山市中野新町１丁目２番１０号
076-421-0400

毎　週

076-421-9330
毎　週 毎月　20,000円まで

16010-26682791

パート
２３

900円～950円 建物サービス業
株式会社　ホクタテ

17010-31684191

パート
２２

848円～850円 建物サービス業
アルコット　株式会社 土日祝他

実費（上限あり）
富山県富山市二口町３丁目５番地－５

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
0765-23-6077

毎　週 毎月　45,000円まで

0766-57-8181
毎　週 毎月　50,000円まで

16020-14977291

パート
２５

878円～948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）

13010-40123992

パート
２４

990円～1,010円
機械器具小売業（自
動車，自転車を除株式会社ピューマ（オートバックス） 他

6ヶ月 実費（上限あり）
富山県射水市戸破１６３７

土日祝他
3ヶ月 なし

東京都千代田区神田錦町１丁目１３
03-3294-0511

毎　週

0120-100-569
又は 9時30分～20時30分
の間の3時間以上

毎　週 毎月　15,000円まで
34020-15720591

パート
２７

1,000円～1,200円 化学製品卸売業
株式会社　河辺商会

16040- 6505091

パート
２６

900円～1,000円
その他の織物・衣
服・身の回り品小売株式会社　大創産業（ＤＡＩＳＯ／ダイ

ソー）
他

6ヶ月 実費（上限あり）
広島県東広島市西条吉行東１丁目４番１
４号

土日祝
～令和2年3月31日 実費（上限あり）

富山県黒部市吉田７４５－３
0765-56-7283

毎　週 毎月　15,000円まで

076-443-8801
毎　週 16010-26576991

パート
２９

860円～960円 障害者福祉事業
社会福祉法人　くろべ福祉会

16040- 6510291

パート
２８

変形（１ヶ月単位）
870円～980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

12ヶ月 実費（上限なし）
富山県富山市金屋５５５

他
実費（上限あり）

富山県魚津市吉島１－１－２０
0765-24-4412

毎　週 毎月　14,100円まで

0765-56-7283
又は12時45分～17時30分
の間の4時間程度

その他 毎月　15,000円まで
16040- 6506391

パート
３１

850円～1,200円 旅館，ホテル
日本海シーライン開発株式会社　ホテル
グランミラージュ

パート
３０

860円～960円 障害者福祉事業
社会福祉法人　くろべ福祉会 日祝他

～令和2年3月31日 実費（上限あり）
富山県黒部市吉田７４５－３
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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（１１月５日～１１月８日）に受理した新規求人です。

事務員 不問 パート労働者 (1)10時00分～16時00分 0人
 黒部市 雇用期間の定めなし 0人

0人
1人

食品レジ他全般担当 不問 パート労働者 130人
 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） 103人

労災
19,000人

10人
介護職員（夜勤専門） 不問 パート労働者 (1)19時00分～ 8時30分 12人

 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 12人
労災

290人
2人 年2回 2.00月分

交通誘導員（パートタイム／黒部営業所） 不問 パート労働者 (1) 8時00分～17時00分 8人
 黒部市 雇用期間の定めなし 0人

雇用・労災
11人

5人
販売パート（クスリのアオキ下新川郡エリア） 不問 パート労働者 (1) 8時30分～14時30分 30人

 下新川郡入善町 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (2)12時00分～18時00分 25人
(3)16時00分～22時00分 雇用・労災

6,864人
2人

販売パート（クスリのアオキ黒部市エリア） 不問 パート労働者 (1) 8時30分～14時30分 30人
 黒部市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (2)12時00分～18時00分 25人

(3)16時00分～22時00分 雇用・労災
6,864人

2人
医療事務（吉島薬局） 不問 パート労働者 (1)12時00分～18時00分 4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
1人

店舗営業（ホールスタッフ）　【魚津店】 不問 パート労働者 5人
 魚津市 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 0人

雇用・労災・健康・厚生・財形

320人
10人

16040- 6520191

他
～令和2年1月12日 なし

富山県魚津市住吉６００番地
0120-266-588

又は 8時45分～21時15分
の間の3時間以上

毎　週

0765-52-3458
毎　週 毎月　10,000円まで

16040- 6512191

パート
３３

1,200円～1,200円
百貨店，総合スー
パーユニー株式会社　アピタ魚津店

16070- 3454491

パート
３２

900円～900円 障害者福祉事業
株式会社　ＫＵＲＯＢＥ　Ｆｉｖｅ－Ｏ 土日祝他

実費（上限あり）
富山県黒部市中新１８番地

日他
なし

富山県滑川市下島１０３－２
090-2125-0596

毎　週

0765-24-8822
毎　週 毎月　13,500円まで

16040- 6527891

パート
３５

1,000円～1,250円 警備業
高誘警備　株式会社

17080-11347591

パート
３４

変形（１ヶ月単位）
1,066円～1,125円 老人福祉・介護事業

社会福祉法人　新川老人福祉会 他
12ヶ月 実費（上限あり）

富山県魚津市大光寺４５０

他
12ヶ月 実費（上限なし）

石川県白山市松本町２５１２
0120-015-077

その他

0120-015-077
その他 17080-11338291

パート
３７

910円～1,000円
医薬品・化粧品小売
業株式会社　クスリのアオキ

18010-21171391

パート
３６

910円～1,000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 実費（上限なし）
石川県白山市松本町２５１２

6ヶ月 なし
福井県福井市開発５丁目１０１１番地

0776-52-3200
又は 8時30分～ 1時00分
の間の3時間以上

その他

その他 17080-11459991

パート
３９

1,300円～1,300円 遊戯場
株式会社　大西商事 他

パート
３８

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 他

12ヶ月 実費（上限なし）
石川県白山市松本町２５１２

0120-015-077

　「看護職・介護職を対象とした出張相談会」を開催しています！
 「看護」、「介護・福祉」に関する資格を持ちながら、実際の仕事は未経験の方、過去に経験があるものの、ブランクがあって職場復帰をためらっておられる方、

  その他業務に必要な資格や職場の実態などについて関心のある方などを対象に、専門の相談員をお招きして、定期的に相談会を開催しています。

　○看護職の就業支援相談　　　［原則　毎月第２水曜日］

  日　 時      １１月１３日（水） 午前１０時～午後４時

 ◆お問合せ先：公益社団法人　富山県看護協会
　 富山県ナースセンター（ＴＥＬ０７６－４３３－５２５１）

　○福祉・介護のお仕事相談コーナー ［原則　毎月第１・３水曜日］

  日　 時      １１月２０日（水） 午前９時３０分～午後３時３０分

 ◆お問合せ先：社会福祉法人　富山県社会福祉協議会
　 富山県健康・福祉人材センター（ＴＥＬ０７６－４３２－６１５６）

  　※１１月２０日は、相談会会場において「介護の仕事 就職支援セミナー」を開催！

　　　◎介護の仕事、施設、資格のことなど、専門の相談員がわかりやすく説明します。

　　　・午後１時３０分から　（午後１時１５分から受付）　（１時間半程度）

　　　・定員１０名　先着申込順　（事前に申込みください。定員になり次第締め切ります。)

　　　 ・「雇用保険受給資格者証」（雇用保険受給中の方）をお持ちの方はご持参ください。求職活動実績１回となります。

　　　 ・お問い合わせ・お申込みは、ハローワーク魚津 受付・職業相談窓口まで　電話０７６５－２４－０３６５

会場はいずれもハローワーク魚津 です。

※１１月２０日は午後１時３０分から「介護の仕事 就職支援セミナー」開催のため、

２時間程度相談会を中断いたします。あらかじめご了承ください。

介護分野の仕事に関心の

ある方なら、どなたでも
参加できます！

ID: @cwr7681m

県東部ハローワークのイベント情報を

ＬＩＮＥでまとめてお届けします !

ハローワーク魚津
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