
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

21人 その他の専門サービス業
(1)8時15分～17時00分 149,240円～153,520円

雇用期間の定めなし (2)8時00分～17時00分 21人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　50,000円まで 95,992人
年2回（前年度実績） 16010-13553401

132人 病院
(1)9時00分～17時30分 195,000円～225,000円

雇用期間の定めなし 105人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　16,400円まで 132人
年2回（前年度実績） 16040- 3172001

132人 病院
(1)9時00分～17時30分 165,000円～180,000円

雇用期間の定めなし (2)17時00分～9時00分 105人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　16,400円まで 132人
年2回（前年度実績） 16040- 3173301

132人 病院
(1)9時00分～17時30分 265,000円～305,000円

雇用期間の定めなし (2)9時00分～13時00分 105人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　16,400円まで 132人
年2回（前年度実績） 16040- 3174601

18人 石工・れんが・タイル・ブロック工事業

(1)8時00分～17時00分 175,000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　20,000円まで 23人
年2回（前年度実績） 16040- 3176101

4人 その他の洗濯・理容・美容・浴場業

(1)10時00分～19時00分 165,000円～185,000円
雇用期間の定めなし (2)9時30分～18時00分 4人 雇用・労災・健康・厚生

(3)10時00分～15時30分 実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 4人
年2回（前年度実績） 16040- 3178701

7人 医薬品・化粧品小売業
(1)9時00分～19時00分 300,000円～450,000円

雇用期間の定めなし 4人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限なし）

16人
年2回（前年度実績）1,500,000円～3,500,000円 16040- 3180301

9人 医薬品・化粧品小売業
(1)9時00分～19時00分 300,000円～450,000円

雇用期間の定めなし 8人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限なし）

16人
年2回（前年度実績）1,500,000円～3,500,000円 16040- 3181601

7人 医薬品・化粧品小売業
(1)8時45分～18時45分 154,500円～226,500円

雇用期間の定めなし (2)9時00分～13時00分 4人 雇用・労災・健康・厚生
(3)13時00分～17時00分 実費支給（上限なし）

16人
年2回（前年度実績） 16040- 3184401

9人 医薬品・化粧品小売業
(1)8時30分～18時30分 154,500円～226,500円

雇用期間の定めなし (2)8時45分～18時45分 8人 雇用・労災・健康・厚生
(3)9時00分～19時00分 実費支給（上限なし）

16人
年2回（前年度実績） 16040- 3185701

7人 医薬品・化粧品小売業
(1)8時45分～18時45分 153,850円～153,850円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)9時00分～13時00分 4人 雇用・労災
(3)13時00分～17時00分 実費支給（上限なし）

16人
16040- 3186801

9人 医薬品・化粧品小売業
(1)8時30分～18時30分 153,850円～153,850円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)8時45分～18時45分 8人 雇用・労災
(3)9時00分～19時00分 実費支給（上限なし）

16人
16040- 3187201

162人 病院
(1)8時30分～17時30分 186,000円～258,000円

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
実費支給（上限あり）
月額　31,600円まで 425人
年2回（前年度実績） 16040- 3155501

44人 一般土木建築工事業
(1)8時00分～17時00分 185,000円～350,000円

雇用期間の定めなし 4人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限なし） 厚生

44人
年2回（前年度実績） 16040- 3156001

11人 一般貨物自動車運送業
(1)7時30分～17時00分 249,400円～252,700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） 厚生
月額　10,000円まで 11人
年2回（前年度実績）99,000円～218,000円 16040- 3157301

65人 その他の食料品製造業
(1)8時00分～17時00分 148,000円～200,000円

雇用期間の定めなし 26人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり） 厚生
月額　12,000円まで 65人
年2回（前年度実績） 16040- 3158601

1

医療事務（正社員）富山労災病院
59歳以下 正社員

交替制あ
り

株式会社　ニチイ学館　富山支店

1人
富山県魚津市東尾崎３４８４－１

 魚津市 土日祝他
1人

富山県富山市新富町１－１－１２
富山駅前ビル５Ｆ

076-442-2888 毎　週

【先週１週間　　７月　　２０日　～　　７月　　２２日に受理】

賃金

通勤手当

賞与（前年度実績）

4

薬剤師
59歳以下 正社員

変形
（1ヶ月

医療法人　深川病院

0765-31-6200 その他

3

介護職（病棟勤務）
59歳以下 正社員

交替制あ
り

医療法人　深川病院
 魚津市 他

2

介護支援専門員
59歳以下 正社員

変形
（1ヶ月

医療法人　深川病院
 魚津市 日祝他

1人
富山県黒部市若栗５９０－１

 魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市東尾崎３４８４－１
0765-31-6200 その他

1人
富山県魚津市東尾崎３４８４－１

0765-31-6200 その他

7

勤務薬剤師（本店）
不問 正社員

変形
（1ヶ月

株式会社　アプリコット

0765-57-2255 その他

6

エステティシャン
不問 正社員

変形
（1ヶ月

株式会社　ピュア
 黒部市 日他

5

石材製品の加工・組立
40歳以下 正社員

変形（1
年単位）

丸田石材工業　株式会社
 黒部市 日祝他

1人
富山県黒部市北新１０－４

 黒部市 日祝他
1人

富山県黒部市北新１０－４
0765-52-5000 その他

2人
富山県黒部市堀高４０－８ 
エステティックジュビラン黒部店

0765-52-4786 その他

10

医療事務（入善店）
不問 正社員

変形
（1ヶ月

株式会社　アプリコット

0765-52-5000 その他

9

医療事務（本店）
不問 正社員

変形
（1ヶ月

株式会社　アプリコット
 黒部市 日祝他

8

勤務薬剤師（入善店）
不問 正社員

変形
（1ヶ月

株式会社　アプリコット  下新川郡入
善町

日祝他

1人
富山県黒部市北新１０－４

 下新川郡入
善町

日祝
1人

富山県黒部市北新１０－４
0765-52-5000 その他

1人
富山県黒部市北新１０－４

0765-52-5000 その他

13

介護職員
59歳以下 正社員

交替制あ
り

医療法人社団　ホスピィー

0765-52-5000 その他

12

医療事務（契）（入善店）
不問 正社員以外

変形
（1ヶ月

株式会社　アプリコット  下新川郡入
善町

日祝他

11

医療事務（契）（本店）
不問 正社員以外

変形
（1ヶ月

株式会社　アプリコット
 黒部市 日祝他

1人
富山県魚津市六郎丸２９３５

 魚津市 他
1人

富山県魚津市石垣３８９
0765-23-6366 その他

1人
富山県黒部市北新１０－４

0765-52-5000 その他

16

製造業務
40歳以下 正社員

変形（1
年単位）

石川製麺　株式会社

0765-23-1110 毎　週

15

トラック運転手
64歳以下 正社員

変形（1
年単位）

両越自動車株式会社  下新川郡朝
日町

日他

14

道路巡視員
59歳以下 正社員

株式会社　東城
 魚津市 土日祝他

 魚津市 他
1人

富山県魚津市大海寺野６２１
0765-24-5511 その他

2人
富山県下新川郡朝日町月山１９４
７

0765-83-3101 その他

℡ ０７６５－２４－０３６５

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

◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。

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

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

その際はあしからずご了承ください。
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27人 旅館，ホテル
(1)13時00分～22時00分 180,000円～200,000円

雇用期間の定めなし 20人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
又は6時00分～22時00分 月額　15,000円まで 28人

16040- 3159901
27人 老人福祉・介護事業

(1)8時20分～17時20分 173,100円～193,900円
雇用期間の定めなし (2)8時45分～17時45分 27人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　22,500円まで 132人
年2回（前年度実績） 16040- 3161801

8人 板金・金物工事業
(1)8時00分～17時30分 198,000円～319,000円

雇用期間の定めなし 1人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　5,000円まで 8人
年2回（前年度実績）50,000円～200,000円 16040- 3162201

20人 家事サービス業
(1)8時00分～17時00分 148,920円～148,920円

雇用期間の定めなし 20人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　13,500円まで 47人
年2回（前年度実績） 16040- 3165301

110人 病院
(1)8時15分～17時00分 516,000円～616,000円

雇用期間の定めなし 75人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　18,400円まで 147人
年2回（前年度実績） 16040- 3171501

15人 自動車小売業
(1)9時30分～18時30分 173,700円～222,800円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 2人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり） 厚生
月額　100,000円まで 375人
年2回（前年度実績） 17010-15786301

12人 自動車小売業
(1)9時30分～18時30分 177,700円～243,600円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 2人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり） 厚生
月額　100,000円まで 375人
年2回（前年度実績） 17010-15792501

52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00分～17時00分 195,000円～215,000円
雇用期間の定めなし 3人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　15,000円まで 65人
年2回（前年度実績） 16040- 3147501

52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00分～17時00分 205,000円～270,000円
雇用期間の定めなし 3人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　15,000円まで 65人
年2回（前年度実績） 16040- 3148001

45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00分 144,130円～182,700円
雇用期間の定めなし (2)13時00分～21時40分 14人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
又は16時20分～1時00分 月額　5,000円まで 72人

年2回（前年度実績） 16040- 3149301
40人 一般産業用機械・装置製造業

(1)8時00分～17時00分 153,225円～161,170円
雇用期間の定めなし 7人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　16,100円まで 40人

16040- 3153801
2人 警備業

(1)18時30分～9時00分 860円～1,100円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 0人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　40,000円まで 760人
年2回（前年度実績）25,000円～50,000円 16010-13604301

12人 老人福祉・介護事業
(1)10時00分～15時30分 850円～900円

雇用期間の定めなし 12人 労災
実費支給（上限あり）
月額　7,000円まで 70人
年2回（前年度実績）0円～150,000円 16040- 3175901

5人 その他の食料品製造業
(1)6時00分～9時00分 850円～900円

雇用期間の定めなし 5人 労災
なし

5人
16040- 3177401

4人 その他の洗濯・理容・美容・浴場業

(1)9時30分～16時00分 900円～1,200円
雇用期間の定めなし (2)16時00分～19時00分 4人 労災

実費支給（上限あり）
又は9時30分～19時00分 月額　5,000円まで 4人

16040- 3179801
7人 医薬品・化粧品小売業

2,000円～3,000円
雇用期間の定めなし 4人 労災

実費支給（上限なし）
又は9時00分～19時00分 16人

16040- 3182901

5

勤務薬剤師（本店）
不問 パート労働者

株式会社　アプリコット
 黒部市 日祝他

1人
富山県黒部市北新１０－４

0765-52-5000 その他

4

エステティシャン
不問 パート労働者

株式会社　ピュア
 黒部市 日他

1人
富山県黒部市堀高４０－８ 
エステティックジュビラン黒部店

0765-52-4786 その他

3

盛りつけ
不問 パート労働者

有限会社　はな膳  下新川郡入
善町

土日祝
1人

富山県下新川郡入善町椚山１２３
１

0765-72-5520 毎　週

2

調理（魚津）
不問 パート労働者

特定非営利活動法人生活支援セン
ター　アットホーム新川

 魚津市 月火水木
1人

富山県魚津市吉島１１１８－１
0765-24-0315 毎　週

1

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
変形
（1ヶ月

富山県綜合警備保障　株式会社
 魚津市 他

1人
富山県富山市金屋２７１５－１０

076-443-5455 毎　週

2人
富山県黒部市宇奈月温泉２２－１

19

建築板金工
40歳以下 正社員

有限会社　ヨコタ工業

0765-62-1131 その他

18

看護職員（うらやま保育園）
60歳以下 正社員

交替制あ
り

社会福祉法人　宇奈月福祉会（特
別養護老人ホーム　おらはうす宇

 黒部市 土日祝他

17

サービススタッフ
59歳以下 正社員

変形（1
年単位）

有限会社　桃源　（ホテル桃源）
 黒部市 他

2人
富山県魚津市住吉１８６０－１

 下新川郡入
善町

土日他
2人

富山県下新川郡入善町上野５２３
－２

0765-72-3073 毎　週

1人
富山県黒部市宇奈月町下立３７

0765-65-1180 毎　週

22

営業スタッフ
不問 正社員以外

株式会社　ホンダ四輪販売北陸

0765-23-6333 毎　週

21

薬剤師
不問 正社員

医療法人社団　信和会（魚津神経
サナトリウム）

 魚津市 木日祝

20

調理員
59歳以下 正社員

株式会社ハートケアサービス
 魚津市 他

2人
石川県金沢市大豆田本町甲５６０

 魚津市 火水他
2人

石川県金沢市大豆田本町甲５６０
076-225-8111 毎　週

1人
富山県魚津市江口１７８４－１

0765-22-3486 毎　週

25

マシニングセンターオペレーター
59歳以下 正社員

変形（1
年単位）

栄産業株式会社　魚津工場

076-225-8111 毎　週

24

倉庫管理
59歳以下 正社員

変形（1
年単位）

栄産業株式会社　魚津工場
 魚津市 日他

23

整備士
不問 正社員以外

株式会社　ホンダ四輪販売北陸
 魚津市 火水他

 魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市住吉字野毛４０９９
－６

0765-24-1661 その他

1人
富山県魚津市住吉字野毛４０９９
－６

0765-24-1661 その他

1人
富山県黒部市前沢２４２０

0765-56-5111 その他

0765-52-1793 毎　週

27

機械組立に伴う雑務
59歳以下 正社員

変形（1
年単位）

株式会社　エスケーテック
 黒部市 日他

26

部品付け・検査
59歳以下 正社員

交替制あ
り

有限会社　開澤アルミ
 黒部市 土日他

1人
富山県黒部市中新５７３－１
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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　　７月　　２０日　～　　７月　　２２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。

9人 医薬品・化粧品小売業
2,000円～3,000円

雇用期間の定めなし 8人 労災
実費支給（上限なし）

又は9時00分～19時00分 16人
16040- 3183101

3人 水産食料品製造業
(1)8時00分～12時30分 848円～848円

雇用期間の定めなし 3人 雇用・労災
なし

3人
16040- 3188501

4,717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）

920円～1,070円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 3,001人 労災

実費支給（上限あり）
又は6時00分～22時30分 月額　72,450円まで 4,717人

18040- 3894201
4,717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）

980円～1,130円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 3,001人 労災

実費支給（上限あり）
又は6時00分～22時00分 月額　72,450円まで 4,717人

18040- 3895501
4,717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）

1,000円～1,150円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 3,001人 労災

実費支給（上限あり）
又は8時00分～22時30分 月額　72,450円まで 4,717人

18040- 3896001
4,717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)6時00分～9時00分 1,100円～1,110円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 3,001人 労災

実費支給（上限あり）
月額　72,450円まで 4,717人

18040- 3897301
4,717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)19時00分～22時00分 1,100円～1,110円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 3,001人 労災

実費支給（上限あり）
月額　72,450円まで 4,717人

18040- 3898601
4,717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）

960円～1,350円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 3,001人 労災

実費支給（上限あり）
又は8時00分～22時00分 月額　72,450円まで 4,717人

18040- 3899901
4,717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）

960円～1,110円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 3,001人 労災

実費支給（上限あり）
又は8時00分～22時00分 月額　72,450円まで 4,717人

18040- 3900901
4,717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）

980円～1,130円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 3,001人 労災

実費支給（上限あり）
又は6時00分～22時00分 月額　72,450円まで 4,717人

18040- 3912801
12人 建物サービス業

(1)9時30分～14時30分 880円～930円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 11人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
月額　15,000円まで 24,000人

16010-13496001
27人 旅館，ホテル

(1)6時00分～10時00分 950円～1,050円
雇用期間の定めなし 20人 労災・健康

実費支給（上限あり） 厚生
月額　15,000円まで 28人

16040- 3160701
19人 児童福祉事業

(1)13時00分～15時00分 850円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 19人 労災・財形

なし
19人

年2回（前年度実績） 16040- 3163501
20人 家事サービス業

(1)8時00分～13時00分 1,000円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 20人 雇用・労災

なし
47人

16040- 3166601
5人 建設用・建築用金属製品製造業（製缶板金業を含む）

850円～900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8時20分～17時00分 日額　250円まで 263人

16040- 3167901
1人 耕種農業

850円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 0人 その他

なし
又は8時00分～16時00分 1人

16040- 3169401

21

野菜の収穫、袋詰め作業
不問 パート労働者

種田農園
 魚津市 他

1人
富山県魚津市仏田１４４７

0765-22-5773 毎　週

20

建材部品の袋詰め
59歳以下 パート労働者

中野工業　株式会社
 黒部市 土日他

1人
富山県黒部市新町１１０番地甲ー
２

0765-52-1330 毎　週

19

調理員
不問 パート労働者

株式会社ハートケアサービス
 魚津市 他

2人
富山県魚津市住吉１８６０－１

0765-23-6333 その他

18

用務員
不問 パート労働者

宗教法人　川原保育園
 魚津市 土日祝他

1人
富山県魚津市双葉町４－３

0765-22-0543 毎　週

17

朝食スタッフ
不問 パート労働者

有限会社　桃源　（ホテル桃源）
 黒部市 他

2人
富山県黒部市宇奈月温泉２２－１

0765-62-1131 毎　週

16

客室清掃（ベストイン魚津）
不問 パート労働者

太平ビルサービス　株式会社　富
山支店

 魚津市 他
5人

富山県富山市桜橋通り２－２５ 
富山第一生命ビル８階

076-432-8600 毎　週

15

精肉担当＜黒部店＞
不問 パート労働者

交替制あ
り

株式会社　ＰＬＡＮＴ
 黒部市 他

7人
福井県坂井市坂井町下新庄１５－
８－１

0776-72-1011 毎　週

14

事務担当＜黒部店＞
不問 パート労働者

交替制あ
り

株式会社　ＰＬＡＮＴ
 黒部市 他

2人
福井県坂井市坂井町下新庄１５－
８－１

0776-72-1011 毎　週

13

ドラッグ担当＜黒部店＞
不問 パート労働者

交替制あ
り

株式会社　ＰＬＡＮＴ
 黒部市 他

2人
福井県坂井市坂井町下新庄１５－
８－１

0776-72-1011 毎　週

12

夜間補充＜黒部店＞
不問 パート労働者

交替制あ
り

株式会社　ＰＬＡＮＴ
 黒部市 他

10人
福井県坂井市坂井町下新庄１５－
８－１

0776-72-1011 毎　週

11

早朝補充＜黒部店＞
不問 パート労働者

交替制あ
り

株式会社　ＰＬＡＮＴ
 黒部市 他

5人
福井県坂井市坂井町下新庄１５－
８－１

0776-72-1011 毎　週

10

レジ担当＜黒部店＞
不問 パート労働者

交替制あ
り

株式会社　ＰＬＡＮＴ
 黒部市 他

23人
福井県坂井市坂井町下新庄１５－
８－１

0776-72-1011 毎　週

9

鮮魚担当＜黒部店＞
不問 パート労働者

交替制あ
り

株式会社　ＰＬＡＮＴ
 黒部市 他

10人
福井県坂井市坂井町下新庄１５－
８－１

0776-72-1011 毎　週

8

店舗内管理担当＜黒部店＞
不問 パート労働者

交替制あ
り

株式会社　ＰＬＡＮＴ
 黒部市 他

8人
福井県坂井市坂井町下新庄１５－
８－１

0776-72-1011 毎　週

7

カニ加工
不問 パート労働者

株式会社　松倉水産
 魚津市 日他

3人
富山県魚津市上口２－４－１７

0765-24-4447 その他

6

勤務薬剤師（入善店）
不問 パート労働者

株式会社　アプリコット  下新川郡入
善町

日祝他
1人

富山県黒部市北新１０－４
0765-52-5000 その他
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職種 年齢・ 区分 交代制 従業員数 業種

区分 事業所名 就業場所 雇用期間 就業時間 休日 うち女性 加入保険
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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。

4,717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）

980円～1,130円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 3,001人 労災

実費支給（上限あり）
又は6時00分～22時00分 月額　72,450円まで 4,717人

18040- 3883401
4,717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）

960円～1,110円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 3,001人 労災

実費支給（上限あり）
又は7時00分～22時30分 月額　72,450円まで 4,717人

18040- 3885801
5人 自動車小売業

(1)10時00分～15時00分 900円～1,200円
雇用期間の定めなし 2人 雇用・労災

なし
又は13時00分～17時00分 5人

16040- 3150101
0人 喫茶店

(1)8時30分～13時00分 1,000円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)13時00分～16時30分 0人 労災

(3)8時30分～16時30分 実費支給（上限あり）
日額　200円まで 0人

16070- 1929901
4,717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）

980円～1,130円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 3,001人 労災

実費支給（上限あり）
又は6時00分～22時00分 月額　72,450円まで 4,717人

18040- 3866401

26

惣菜・ベーカリー担当＜黒部店＞
不問 パート労働者

交替制あ
り

株式会社　ＰＬＡＮＴ
 黒部市 他

24人
福井県坂井市坂井町下新庄１５－
８－１

0776-72-1011 毎　週

25

プール清掃員（短期パートタイ
ム）

不問 パート労働者

合同会社Ｃｒｅａｔｅ　Ｗｏｒｋ
ｓ

 魚津市 他
1人

富山県滑川市上小泉２６８５－１
076-476-6250 毎　週

24

簡単な自動車の整備、清掃、商品
の管理

不問 パート労働者

Ｍｉｔｓｕｉ　Ｃｏｒｐｏｒａｔ
ｉｏｎ株式会社

 魚津市 日祝他
3人

富山県魚津市天神野新７４２ 090-3888-
0014

毎　週

23

雑貨・グロサリー担当＜黒部店＞
不問 パート労働者

交替制あ
り

株式会社　ＰＬＡＮＴ
 黒部市 他

17人
福井県坂井市坂井町下新庄１５－
８－１

0776-72-1011 毎　週

22

青果担当＜黒部店＞
不問 パート労働者

交替制あ
り

株式会社　ＰＬＡＮＴ
 黒部市 他

10人
福井県坂井市坂井町下新庄１５－
８－１

0776-72-1011 毎　週

　「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。

　○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   　  ８月５日（水） 午前９時３０分～午後３時３０分

  　  ８月１９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）

　○看護職の就業支援相談　　　［原則　毎月第２水曜日］

  日　 時       ８月１２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）

　　　　　　　　　　　　 ・お問い合わせは、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。

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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