
職種 年齢・ 区分 交代制 従業員数 業種

区分 事業所名 就業場所 雇用期間 就業時間 休日 うち女性 加入保険

事業所所在地 電話番号 求人数 週休二日 企業全体 求人番号

222人 病院
(1)8時30分～17時30分 164,000円～207,000円

雇用期間の定めなし 180人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり） 厚生
月額　13,500円まで 222人
年3回（前年度実績） 16040- 2347501

29人 一般土木建築工事業
(1)8時00分～17時00分 198,000円～286,000円

雇用期間の定めなし 4人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　27,000円まで 84人
年2回（前年度実績）50,000円～600,000円 16040- 2348001

7人 美容業
(1)9時30分～19時00分 208,000円～350,000円

雇用期間の定めなし (2)9時30分～18時30分 1人 雇用・労災
実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 52人
年2回（前年度実績）50,000円～350,000円 16040- 2350101

8人 美容業
(1)9時30分～19時00分 208,000円～350,000円

雇用期間の定めなし (2)9時30分～18時30分 3人 雇用・労災
実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 52人
年2回（前年度実績）50,000円～350,000円 16040- 2352701

1人 美容業
(1)9時00分～17時00分 160,000円～190,000円

雇用期間の定めなし 3人 雇用・労災
実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 52人
年2回（前年度実績）50,000円～350,000円 16040- 2357301

2人 美容業
(1)9時00分～17時00分 160,000円～190,000円

雇用期間の定めなし 3人 雇用・労災
実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 52人
年2回（前年度実績）50,000円～350,000円 16040- 2358601

1人 美容業
(1)9時00分～17時00分 160,000円～190,000円

雇用期間の定めなし 3人 雇用・労災
実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 52人
年2回（前年度実績）50,000円～350,000円 16040- 2359901

7人 美容業
(1)9時30分～19時00分 170,000円～200,000円

雇用期間の定めなし (2)9時30分～18時30分 1人 雇用・労災
実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 52人
年2回（前年度実績）50,000円～350,000円 16040- 2362201

8人 美容業
(1)9時30分～19時00分 170,000円～200,000円

雇用期間の定めなし (2)9時30分～18時30分 3人 雇用・労災
実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 52人
年2回（前年度実績）50,000円～350,000円 16040- 2364001

1,009人 他に分類されない小売業
(1)8時45分～18時00分 257,000円～331,000円

雇用期間の定めなし (2)10時45分～20時00分 594人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)12時00分～21時15分 実費支給（上限あり） 拠出
月額　16,300円まで 11,306人
年2回（前年度実績） 15070- 7561501

1,009人 他に分類されない小売業
(1)8時45分～18時00分 257,000円～331,000円

雇用期間の定めなし (2)10時45分～20時00分 594人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)12時00分～21時15分 実費支給（上限あり） 拠出
月額　16,300円まで 11,306人
年2回（前年度実績） 15070- 7563301

1,009人 他に分類されない小売業
(1)8時45分～18時00分 238,000円～250,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)10時45分～20時00分 594人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)12時00分～21時15分 実費支給（上限あり）
月額　16,300円まで 11,306人
年2回（前年度実績） 15070- 7571601

50人 自動車小売業
(1)8時30分～17時00分 165,000円～165,000円

雇用期間の定めなし 4人 雇用・労災・健康・厚生・財形

なし
167人

16010-10116101
12人 金融商品取引業

(1)8時30分～17時30分 170,000円～300,000円
雇用期間の定めなし 3人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし） 拠出
16人

年2回（前年度実績）100,000円～300,000円 16010-10117401
9人 一般貨物自動車運送業

(1)8時15分～17時00分 218,500円～312,500円
雇用期間の定めなし 1人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 9人
年2回（前年度実績）100,000円～200,000円 16040- 2337801

9人 一般貨物自動車運送業
(1)8時15分～17時00分 258,500円～387,500円

雇用期間の定めなし 1人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 9人
年2回（前年度実績）100,000円～200,000円 16040- 2338201

0765-22-5843 その他

 魚津市 他
1人

富山県魚津市住吉６３３
0765-22-5843 その他

14

営業職
59歳以下 正社員

島大証券　株式会社
 黒部市　他 土日祝他

15

長距離運転手（４トン）
64歳以下 正社員

変形（1
年単位）

冨士運送　有限会社
 魚津市 他

1人
富山県魚津市住吉６３３

025-371-4115 その他

16

長距離運転手（１０トン）
64歳以下 正社員

変形（1
年単位）

冨士運送　有限会社

076-423-8331 毎　週
2人

富山県富山市中央通り２丁目４番
９号

 黒部市 日祝他
1人

富山県富山市野口８４２番地
076-436-6110 その他

11

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
変形
（1ヶ月

株式会社　コメリ
 魚津市 他

12

リフォーム営業（富山県／嘱託社
員）

不問 正社員以外
変形
（1ヶ月

株式会社　コメリ
 魚津市 他

1人
新潟県新潟市南区清水４５０１番
地１

0765-54-2218 その他

13

部品配達（新川営業所）
不問 正社員以外

変形（1
年単位）

富山いすゞ自動車　株式会社

025-371-4115 その他
1人

新潟県新潟市南区清水４５０１番
地１

 黒部市 他
1人

新潟県新潟市南区清水４５０１番
地１

025-371-4115 その他

8

カラーリスト・アシスタント　堀
高店（見習い含む）

不問 正社員
変形
（1ヶ月

ＬＩＤＯグループ（ＬＩＤＯグ
ループ美容師組合）

 黒部市 日他

9

カラーリスト・アシスタント　本
江店（見習い含む）

不問 正社員
変形
（1ヶ月

ＬＩＤＯグループ（ＬＩＤＯグ
ループ美容師組合）

 魚津市 日他
1人

富山県黒部市堀高９４－１

0765-54-2218 その他

10

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
変形
（1ヶ月

株式会社　コメリ

0765-54-2218 その他
1人

富山県黒部市堀高９４－１

 魚津市 日祝他
1人

富山県黒部市堀高９４－１
0765-54-2218 その他

5

美容師　ＬＩＤＯ本店（見習い含
む）

不問 正社員
変形
（1ヶ月

ＬＩＤＯグループ（ＬＩＤＯグ
ループ美容師組合）

 黒部市 日祝他

6

美容師　きれいになりたい黒部店
（見習い含む）

不問 正社員
変形
（1ヶ月

ＬＩＤＯグループ（ＬＩＤＯグ
ループ美容師組合）

 黒部市 日祝他
1人

富山県黒部市堀高９４－１

0765-54-2218 その他

7

美容師　きれいになりたい魚津店
（見習い含む）

不問 正社員
変形
（1ヶ月

ＬＩＤＯグループ（ＬＩＤＯグ
ループ美容師組合）

0765-54-2218 その他
1人

富山県黒部市堀高９４－１

 魚津市 日他
1人

富山県黒部市堀高９４－１
0765-54-2218 その他

2

経理業務
43歳以下 正社員

変形（1
年単位）

小川建設工業　株式会社  下新川郡朝
日町

日他

3

美容師　美容室ＬＩＤＯ堀高店
（見習い含む）

不問 正社員
変形
（1ヶ月

ＬＩＤＯグループ（ＬＩＤＯグ
ループ美容師組合）

 黒部市 日他
1人

富山県黒部市堀高９４－１

【先週１週間　　５月　２５日　～　５月　２９日に受理】

賃金

通勤手当

賞与（前年度実績）

4

美容師　美容室ＬＩＤＯ本江店
（見習い含む）

不問 正社員
変形
（1ヶ月

ＬＩＤＯグループ（ＬＩＤＯグ
ループ美容師組合）

1人
富山県下新川郡朝日町三枚橋６番
地

 魚津市 他
1人

富山県魚津市友道７８９
0765-24-7671 その他

0765-83-3011 その他

1

事務職
不問 正社員

変形（1
年単位）

医療法人社団　七徳会

℡ ０７６５－２４－０３６５

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

◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。

◎ パートタイム求人の場合、賃金は時間給です。また、労働時間によって記載されている各種社会保険に加入できない場合があります。
◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。

その際はあしからずご了承ください。
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℡ ０７６５－２４－０３６５

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

◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。

◎ パートタイム求人の場合、賃金は時間給です。また、労働時間によって記載されている各種社会保険に加入できない場合があります。
◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。

その際はあしからずご了承ください。

5人 菓子・パン小売業
(1)7時00分～15時45分 166,000円～250,000円

雇用期間の定めなし (2)8時00分～16時45分 4人 雇用・労災・健康・厚生
(3)9時00分～17時45分 実費支給（上限あり）

月額　9,000円まで 25人
16040- 2343401

5人 菓子・パン小売業
166,000円～250,000円

雇用期間の定めなし 4人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）

又は8時00分～19時45分 月額　9,000円まで 25人
16040- 2344701

18人 菓子・パン小売業
(1)6時00分～14時45分 166,000円～250,000円

雇用期間の定めなし (2)7時00分～15時45分 14人 雇用・労災・健康・厚生
(3)8時00分～16時45分 実費支給（上限あり）

月額　9,000円まで 25人
16040- 2345801

18人 菓子・パン小売業
166,000円～250,000円

雇用期間の定めなし 14人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）

又は8時00分～19時45分 月額　9,000円まで 25人
16040- 2346201

8人 一般土木建築工事業
(1)7時30分～17時00分 210,000円～310,000円

雇用期間の定めなし 3人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　15,000円まで 23人
年2回（前年度実績） 16040- 2329201

6人 一般廃棄物処理業
(1)8時00分～17時00分 182,000円～182,000円

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

なし
77人

年2回（前年度実績）0円～100,000円 16040- 2331301
157人 建設用・建築用金属製品製造業（製缶板金業を含む）

(1)8時20分～17時10分 239,000円～263,000円
雇用期間の定めなし 27人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり） 給付
月額　15,000円まで 224人
年2回（前年度実績） 16040- 2332601

5人 土木工事業（舗装工事業を除く）

(1)8時00分～17時00分 200,000円～350,000円
雇用期間の定めなし 1人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 5人

16040- 2334101
7人 左官工事業

(1)8時00分～17時00分 168,000円～336,000円
雇用期間の定めなし 2人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　24,500円まで 7人

16040- 2335401
34人 その他のはん用機械・同部分品製造業

(1)8時00分～17時00分 160,000円～220,000円
雇用期間の定めなし 12人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　30,000円まで 34人
年2回（前年度実績） 16040- 2339501

3人 呉服・服地・寝具小売業
(1)9時50分～19時10分 250,000円～290,000円

雇用期間の定めなし 1人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 95人
年2回（前年度実績）10,000円～400,000円 16020- 5775501

4人 燃料小売業
(1)8時30分～17時15分 197,000円～300,000円

雇用期間の定めなし 1人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　24,500円まで 137人
年2回（前年度実績） 17080- 4472401

11人 土木建築サービス業
(1)8時30分～17時30分 250,000円～350,000円

雇用期間の定めなし (2)8時30分～12時00分 4人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 11人
年2回（前年度実績） 16010-10040301

20人
その他の各種商品小売業（従業者が常時５０人未満のもの）

(1)9時30分～18時30分 180,000円～250,000円
雇用期間の定めなし 15人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限なし）
20人

年2回（前年度実績） 16040- 2325101
80人 その他の専門サービス業

(1)8時00分～17時00分 146,880円～146,880円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 70人 雇用・労災・健康・厚生

なし
270人

17080- 4448101
43人 不動産賃貸業（貸家業，貸間業を除く）

(1)9時30分～18時00分 205,220円～408,160円
雇用期間の定めなし 25人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし）
76人

年2回（前年度実績） 16010- 9955301

32

営業
59歳以下 正社員

変形（1
年単位）

朝日不動産　株式会社
 魚津市　他 水他

0765-24-3030 その他

076-420-1313 その他
2人

富山県富山市今泉西部町３番９

 黒部市 他
1人

石川県野々市市稲荷２丁目１７６
番地

076-246-8711 毎　週

29

土木設計業務（黒部市）
59歳以下 正社員

変形（1
年単位）

新和設計　株式会社
 黒部市 日祝他

30

店舗管理者
59歳以下 正社員

変形（1
年単位）

株式会社　魚津興産
 魚津市 他

1人
富山県魚津市駅前新町５－３０

0766-21-0632 その他

31

廃棄物運搬業務（黒部市民病院
内）

不問 正社員以外

株式会社　ダスキンヘルスケア北
陸

076-451-7793 その他
2人

富山県富山市中冨居１６－３９

 魚津市 日祝他
1人

石川県野々市市下林４丁目５６７
番地

076-294-5571 その他

26

技術営業（初心者歓迎、フット
ワーク重視！！）

35歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　山口技研  下新川郡入
善町

土日他

27

販売員（寝具と睡眠のアドバイ
ザー）【魚津店】

59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社　布屋商店
 魚津市 他

2人
富山県高岡市御旅屋町９５番地

0765-22-5181 その他

28

営業（東部営業所）
不問 正社員

変形（1
年単位）

イワタニセントラル北陸　株式会
社

0765-72-4344 その他
1人

富山県下新川郡入善町道古１８３

 魚津市 日他
1人

富山県魚津市並木町５－１
0765-22-2774 その他

23

営業職（樹脂部門の営業）
35歳以下 正社員

ビニフレーム工業株式会社
 魚津市 日祝他

24

現場作業員
59歳以下 正社員

変形（1
年単位）

有限会社　村崎組
 魚津市 日祝他

3人
富山県魚津市西尾崎１５３０－２

0765-24-3177 毎　週

25

左官工
64歳以下 正社員

変形（1
年単位）

有限会社　秋本工業

0765-24-1032 その他
1人

富山県魚津市北鬼江６１６

 魚津市 他
1人

富山県魚津市大光寺６１－１
0765-22-0311 その他

20

販売員（製パン・製菓）
不問 正社員

交替制あ
り

株式会社　パパぱんの店
 黒部市 日他

21

現場作業員
44歳以下 正社員

株式会社　ユアネクス
 魚津市 土日祝

2人
富山県魚津市山女２２

0765-57-1624 その他

22

下水処理場の運転管理・保守点検
不問 正社員以外

変形（1
年単位）

株式会社　魚津清掃公社

0765-57-1624 その他
2人

富山県黒部市牧野６８０

 黒部市 日他
2人

富山県黒部市牧野６８０
0765-57-1624 その他

17

製造員（菓子）
不問 正社員

変形（1
年単位）

株式会社　パパぱんの店
 黒部市 木他

18

販売
不問 正社員

変形（1
年単位）

株式会社　パパぱんの店
 黒部市 木他

2人
富山県黒部市牧野６８０

19

製造員（製パン・製菓）
不問 正社員

交替制あ
り

株式会社　パパぱんの店

0765-57-1624 その他
2人

富山県黒部市牧野６８０
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職種 年齢・ 区分 交代制 従業員数 業種

区分 事業所名 就業場所 雇用期間 就業時間 休日 うち女性 加入保険

事業所所在地 電話番号 求人数 週休二日 企業全体 求人番号

【先週１週間　　５月　２５日　～　５月　２９日に受理】

賃金

通勤手当

賞与（前年度実績）

℡ ０７６５－２４－０３６５

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

◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。

◎ パートタイム求人の場合、賃金は時間給です。また、労働時間によって記載されている各種社会保険に加入できない場合があります。
◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。

その際はあしからずご了承ください。

6人 医薬品・化粧品小売業
(1)9時00分～17時45分 156,000円～156,000円

雇用期間の定めなし 5人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　50,000円まで 290人
年2回（前年度実績） 16010- 9972901

44人 電気工事業
(1)8時00分～17時00分 170,000円～240,000円

雇用期間の定めなし 3人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　15,000円まで 60人
年2回（前年度実績） 16040- 2311201

44人 電気工事業
(1)8時00分～17時00分 170,000円～240,000円

雇用期間の定めなし 3人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　15,000円まで 60人
年2回（前年度実績） 16040- 2312501

106人 老人福祉・介護事業
(1)8時30分～17時15分 183,100円～272,000円

雇用期間の定めなし (2)16時30分～9時30分 85人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり） 厚生
月額　35,000円まで 907人
年2回（前年度実績） 16040- 2313001

5人 病院
(1)9時00分～18時00分 162,000円～173,000円

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
実費支給（上限あり）
月額　18,000円まで 5人
年2回（前年度実績） 16040- 2314301

22人 金属加工機械製造業
(1)8時00分～17時00分 147,000円～163,800円

雇用期間の定めなし 10人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限なし）

66人
年2回（前年度実績） 16040- 2315601

1人 土木工事業（舗装工事業を除く）

(1)7時45分～16時45分 180,000円～250,000円
雇用期間の定めなし 0人 雇用・労災・健康・厚生

なし
1人

年2回（前年度実績）100,000円～500,000円 16040- 2316901
1人 耕種農業

(1)8時00分～17時00分 150,000円～200,000円
雇用期間の定めなし 0人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし）
4人

年2回（前年度実績） 16040- 2318401
0人 他に分類されない小売業

(1)8時30分～16時30分 119,000円～140,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 0人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　5,000円まで 4人

16040- 2320501
4人 自動車・同附属品製造業

(1)9時30分～18時45分 147,000円～300,000円
雇用期間の定めなし 1人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 4人

16040- 2322301
10人 各種食料品小売業

(1)9時00分～16時00分 850円～850円
雇用期間の定めなし (2)9時10分～16時00分 6人 雇用・労災

実費支給（上限なし）
165人

16010-10025301
4人 一般診療所

(1)8時30分～12時30分 1,200円～1,500円
雇用期間の定めなし (2)13時30分～17時30分 4人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 4人

16040- 2361801
7人 美容業

848円～1,000円
雇用期間の定めなし 1人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
又は9時30分～19時00分 月額　10,000円まで 52人

16040- 2368101
8人 美容業

848円～1,000円
雇用期間の定めなし 3人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
又は9時30分～19時00分 月額　10,000円まで 52人

16040- 2370201
14人 プラスチック板・棒・管・継手・異形押出製品製造業

(1)9時00分～15時00分 850円～850円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)9時00分～15時45分 13人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
月額　5,000円まで 15人
年3回（前年度実績）200,000円～400,000円 16040- 2375901

18人 菓子・パン小売業
860円～910円

雇用期間の定めなし 14人 雇用・労災
実費支給（上限あり）

又は8時00分～20時00分 月額　9,000円まで 25人
16040- 2340601

0765-52-0173 毎　週

正社員

農事組合法人　うぶすな
 魚津市 日他

 魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市吉島２５２番地６
0765-32-4023

41

販売管理
不問 正社員以外

くろべの太陽　株式会社
 黒部市 土日祝他

1人
富山県黒部市若栗２７８８番地１

42

自動車整備士
59歳以下 正社員

変形（1
年単位）

株式会社　Ｈ３

その他

2人
富山県下新川郡入善町上野１５８
９－２

1人
富山県黒部市新牧野３２７

0765-52-0729 その他

0765-72-1636 その他

農業
不問

朝倉建設　株式会社
 黒部市 日他

38

事務員
不問 正社員

株式会社　桜井工業
 魚津市

0765-78-2500 その他

40

0765-22-8611 毎　週

39

作業員・管理技士
64歳以下 正社員

変形（1
年単位）

1人
富山県魚津市三ケ２２７

 魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市末広町３－２２
0765-22-0197 その他

土日他

35

運搬作業員
59歳以下 正社員

変形（1
年単位）

木下通信工業　株式会社
 魚津市 日祝他

36

准看護師
59歳以下 正社員

交替制あ
り

医療法人社団　藤聖会　入善老人
保健施設　こぶしの庭

 下新川郡入
善町

他
1人

富山県下新川郡入善町小杉６４番
地

076-441-1331 その他

37

看護助手
40歳以下 正社員

医療法人社団　大城眼科医院

0765-24-4380 その他
3人

富山県魚津市上村木１丁目１４－
１１

 魚津市 日祝他
3人

富山県魚津市上村木１丁目１４－
１１

0765-24-4380 その他

33

調剤アシスタント（新川エリア）
29歳以下 正社員

変形
（1ヶ月

チューリップ調剤　株式会社
 黒部市 日祝他

1人
富山県富山市新桜町２番２１号Ｍ
ＫＤ９富山ビル５階

34

電気通信工事員
59歳以下 正社員

変形（1
年単位）

木下通信工業　株式会社

 魚津市 土日祝他
1人

富山県富山市東岩瀬町３１５番地
076-438-0870 毎　週

1人
富山県魚津市本新町２９０１

0765-24-0408 毎　週

1

販売スタッフ（アップルヒル店）
59歳以下 パート労働者

株式会社　マルチョウ神戸屋

0765-54-2218 その他

2

看護師・准看護師
59歳以下 パート労働者

交替制あ
り

なでしこ皮ふ科クリニック
 魚津市 水日祝他

3

美容師（美容室ＬＩＤＯ堀高店）
不問 パート労働者

ＬＩＤＯグループ（ＬＩＤＯグ
ループ美容師組合）

 黒部市 日他
1人

富山県黒部市堀高９４－１

 魚津市 日他
1人

富山県黒部市堀高９４－１
0765-54-2218 その他

1人
富山県黒部市神谷１５５５番地１

0765-54-1060 毎　週

4

美容師（美容室ＬＩＤＯ本江店）
不問 パート労働者

ＬＩＤＯグループ（ＬＩＤＯグ
ループ美容師組合）

0765-57-1624 その他

5

ホースの小巻き作業
不問 パート労働者

有限会社　相互サプライ
 黒部市 土日祝他

6

販売員（製パン・製菓）
不問 パート労働者

株式会社　パパぱんの店
 黒部市 日他

1人
富山県黒部市牧野６８０
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職種 年齢・ 区分 交代制 従業員数 業種

区分 事業所名 就業場所 雇用期間 就業時間 休日 うち女性 加入保険

事業所所在地 電話番号 求人数 週休二日 企業全体 求人番号

【先週１週間　　５月　２５日　～　５月　２９日に受理】

賃金

通勤手当

賞与（前年度実績）

℡ ０７６５－２４－０３６５

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

◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。

◎ パートタイム求人の場合、賃金は時間給です。また、労働時間によって記載されている各種社会保険に加入できない場合があります。
◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。

その際はあしからずご了承ください。

18人 菓子・パン小売業
860円～910円

雇用期間の定めなし 14人 雇用・労災
実費支給（上限あり）

又は5時00分～19時45分 月額　9,000円まで 25人
16040- 2341901

5人 菓子・パン小売業
860円～910円

雇用期間の定めなし 4人 雇用・労災
実費支給（上限あり）

又は7時00分～18時00分 月額　9,000円まで 25人
16040- 2342101

11人 建設用・建築用金属製品製造業（製缶板金業を含む）

(1)9時00分～14時50分 880円～920円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)9時00分～15時50分 11人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 33人

16040- 2328801
39人 児童福祉事業

(1)13時30分～17時30分 1,200円～1,200円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 39人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
又は12時30分～17時30分 月額　5,000円まで 75人

年2回（前年度実績）0円～50,000円 16040- 2333901
7人 歯科診療所

(1)14時45分～19時15分 1,000円～1,200円
雇用期間の定めなし (2)8時45分～12時15分 7人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 7人

16040- 2324901
15人 労働者派遣業

(1)10時00分～17時00分 950円～1,000円
雇用期間の定めなし 1人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 80人

16020- 5811201
3人 呉服・服地・寝具小売業

1,000円～1,400円
雇用期間の定めなし 1人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
又は10時00分～19時00分 月額　10,000円まで 95人

年2回（前年度実績）0円～50,000円 16020- 5783501
80人 その他の専門サービス業

(1)8時00分～12時00分 860円～860円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 70人 雇用・労災

なし
270人

17080- 4449401
80人 その他の専門サービス業

(1)8時00分～12時00分 940円～940円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)13時00分～17時00分 70人 雇用・労災

なし
270人

17080- 4450201
13人 その他の織物・衣服・身の回り品小売業

900円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 12人 労災

実費支給（上限あり）
又は9時15分～20時30分 月額　15,000円まで 21,836人

34020- 5696901
90人 各種食料品小売業

(1)6時30分～10時30分 900円～1,035円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 45人 雇用・労災

実費支給（上限なし）
10,580人

年2回（前年度実績） 16040- 2310801
0人 他に分類されない小売業

(1)9時00分～16時00分 850円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 0人 労災

実費支給（上限あり）
月額　5,000円まで 4人

16040- 2321001

 黒部市 日他
1人

富山県黒部市牧野６８０
0765-57-1624 毎　週

2人
富山県黒部市牧野６８０

0765-57-1624 毎　週

7

製造員（製パン・製菓）
不問 パート労働者

株式会社　パパぱんの店

0765-56-8372 毎　週

8

製造員（菓子）
不問 パート労働者

株式会社　パパぱんの店
 黒部市 木他

9

部品の組付・検査（ＹＫＫＡＰ
（株）越湖製造所）

不問 パート労働者

有限会社　木島アルミ建材
 黒部市 土日祝他

1人
富山県黒部市荒俣２０５番地

 黒部市 土日祝他
1人

富山県黒部市三日市２９５－６
0765-52-4516 毎　週

1人
富山県下新川郡朝日町泊４５５－
５

0765-82-0204 その他

10

看護師
不問 パート労働者

社会福祉法人　あいじ福祉会

0766-24-8413 毎　週

11

歯科助手
不問 パート労働者

大菅歯科医院  下新川郡朝
日町

日祝

12

事務員【トヨックス】
不問 無期雇用派遣パート

株式会社　ステップ
 黒部市 土日祝他

1人
富山県高岡市大坪町３丁目７－４
０　大坪ビル４Ｆ

 魚津市 他
2人

富山県高岡市御旅屋町９５番地
0766-21-0632 その他

1人
石川県野々市市稲荷２丁目１７６
番地

076-246-8711 毎　週

13

販売員【魚津店】
不問 パート労働者

株式会社　布屋商店

076-246-8711 毎　週

14

リサイクル業務（黒部市民病院
内）

不問 パート労働者

株式会社　ダスキンヘルスケア北
陸

 黒部市 他

15

病院内清掃業務（黒部市民病院
内）

不問 パート労働者

株式会社　ダスキンヘルスケア北
陸

 黒部市 他
1人

石川県野々市市稲荷２丁目１７６
番地

 黒部市 他
3人

広島県東広島市西条吉行東１丁目
４番１４号

082-420-0100 毎　週

1人
富山県魚津市江口３９

0765-25-1515 毎　週

16

販売（ダイソー黒部コラーレ前店
＿２７０８）

不問 パート労働者

株式会社　大創産業（ＤＡＩＳＯ
／ダイソー）

0765-52-0173 毎　週

17

商品の陳列・発注等の売場管理
不問 パート労働者

株式会社　原信　魚津店
 魚津市 他

18

販売管理
不問 パート労働者

くろべの太陽　株式会社
 黒部市 土日祝他

2人
富山県黒部市若栗２７８８番地１
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