
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

0人 美容業
(1)9時00分～18時00分 170,000円～190,000円

雇用期間の定めなし 0人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 45人
年1回（前年度実績）10,000円～100,000円 15020- 9321901

402人 自動車・同附属品製造業
(1)8時00分～16時50分 191,678円～223,624円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)21時00分～5時50分 58人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　30,000円まで 410人
年2回（前年度実績）0円～50,000円 16040- 3996601

3人 その他の運輸に附帯するサービス業

(1)8時30分～17時15分 170,500円～178,500円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 3人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　27,500円まで 2,000人

17010-19400001
13人 老人福祉・介護事業

(1)8時30分～17時30分 230,200円～269,600円
雇用期間の定めなし (2)10時00分～19時00分 11人 雇用・労災・健康・厚生

(3)17時00分～9時00分 実費支給（上限あり）
月額　21,000円まで 109人
年2回（前年度実績） 16010-16495301

6人 産業機械器具卸売業
(1)8時30分～17時00分 164,500円～190,000円

雇用期間の定めなし 1人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限なし）

25人
年2回（前年度実績） 16010-16566201

53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 160,000円～180,000円
雇用期間の定めなし 42人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
日額　250円まで 263人
年2回（前年度実績） 16040- 3982701

5人 他に分類されない卸売業
(1)8時30分～17時30分 170,000円～270,000円

雇用期間の定めなし 2人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限なし） 厚生・拠出
296人

年2回（前年度実績） 17010-19279401
2人 老人福祉・介護事業

(1)8時30分～17時15分 155,500円～209,000円
雇用期間の定めなし (2)8時45分～17時30分 1人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　12,500円まで 81人
年2回（前年度実績） 16010-16468201

2人 労働者派遣業
(1)8時00分～16時50分 260,923円～260,923円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)21時00分～5時50分 0人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限なし）

200人
16010-16269601

4人 写真機・時計・眼鏡小売業

(1)9時00分～18時00分 185,000円～300,000円
雇用期間の定めなし 2人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限なし）
200人

年2回（前年度実績） 16010-16272801
9人 自動車整備業

(1)9時00分～17時30分 184,000円～276,000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）
又は8時30分～19時00分 月額　7,200円まで 12人

16040- 3971901
5人 自動車小売業

(1)9時00分～18時00分 180,000円～350,000円
雇用期間の定めなし 2人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 5人
年2回（前年度実績） 16040- 3972101

14人 金属加工機械製造業
(1)8時30分～17時00分 180,000円～300,000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　15,000円まで 14人
年2回（前年度実績） 16040- 3973401

11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 140,592円～140,592円
雇用期間の定めなし 9人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　5,000円まで 11人
年2回（前年度実績） 16040- 3977501

80人 一般貨物自動車運送業
(1)8時00分～17時00分 192,000円～242,000円

雇用期間の定めなし 9人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり） 厚生
月額　34,200円まで 218人
年2回（前年度実績）580,000円～580,000円 16040- 3979301

2人 美容業
(1)10時00分～19時00分 150,000円～250,000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 2人

16040- 3957701
0765-24-3610 その他

16

美容師（見習い）
不問 正社員

変形（1
年単位）

アンビション
 魚津市 月他

1人
富山県魚津市友道１９４９－３０

 下新川郡入
善町

日他
1人

富山県下新川郡入善町上飯野１２
３０－１

0765-72-2121 その他

1人
富山県黒部市生地２６３

0765-57-0835 毎　週

15

事務職
35歳以下 正社員

変形（1
年単位）

サンエツ運輸　株式会社

0765-22-0637 その他

14

建材部品組立
不問 正社員

ナカジンラフター株式会社
 黒部市 土日他

13

制御盤組立・電気配線（経験者）
不問 正社員

変形（1
年単位）

辻精機株式会社
 魚津市 日他

1人
富山県魚津市三ケ２２７

 魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市天神野新７４２ 090-3888-
0014

毎　週

1人
富山県魚津市天神野新７４２ 090-3888-

0014
その他

12

海外貿易業務、簡単な自動車の整
備、清掃、商品の管理

59歳以下 正社員

Ｍｉｔｓｕｉ　Ｃｏｒｐｏｒａｔ
ｉｏｎ株式会社

076-423-5860 その他

11

自動車販売業の事務、簡単な経理
業務、日々の売り上げ管理

59歳以下 正社員

三井自動車　株式会社
 魚津市 日祝他

10

店頭販売（滑川店、魚津店、黒部
店）

64歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社　メガネのハラダ
 魚津市他 他

1人
富山県富山市総曲輪３丁目２－２
９

 下新川郡入
善町

土日祝他
1人

富山県富山市新桜町４－２８　朝
日生命富山ビル　４階

076-433-8434 毎　週

1人
富山県富山市中沖１５０－３

076-436-0911 毎　週

9

自動車部品の機械オペレーター・
製品検査

18歳以上 有期雇用派遣労働者
交替制あ
り

株式会社　ビート　北陸支店

076-269-3501 その他

8

介護職（つくしの家黒部）
59歳以下 正社員

交替制あ
り

株式会社　つくし工房
 黒部市 日他

7

営業（富山）
59歳以下 正社員

千代田機電　株式会社
 黒部市 日他

1人
石川県金沢市新保本４－６５－１
２

 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

1人
富山県富山市山室新町４１番地

076-424-1611 その他

6

建材部品の運搬
59歳以下 正社員

中野工業　株式会社

076-429-8766 毎　週

5

事務
59歳以下 正社員

変形（1
年単位）

山室重機　株式会社
 魚津市 日祝他

4

介護スタッフ（うちくる黒部病院
前）

59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社　うちくる富山
 黒部市 他

1人
富山県富山市西野新４７番

 黒部市 土日祝他
1人

石川県金沢市高畠３－１２４　五
高ビル２Ｆ

076-292-0141 毎　週

5人
富山県下新川郡入善町入膳２４５
８

0765-72-5813 その他

【先週１週間　　９月　７日～　９月　１１日に受理】

賃金

通勤手当

賞与（前年度実績）

3

送迎車両の運転手
不問 正社員以外

日本道路興運株式会社　金沢支店

2

生産オペレーター
不問 正社員以外

交替制あ
り

アイシン新和　株式会社  下新川郡入
善町

日他

1

美容師（カラーリスト）［ココ・
デ・カラー入善コスモ２１］

64歳以下 正社員

株式会社　モア・クール  下新川郡入
善町

他
2人

新潟県長岡市日赤町１丁目４－６
0258-86-5103 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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62人 旅館，ホテル
(1)6時00分～15時00分 220,000円～270,000円

雇用期間の定めなし (2)8時00分～17時00分 32人 雇用・労災・健康・厚生
(3)13時00分～22時00分 実費支給（上限なし）

1,836人
年2回（前年度実績） 16040- 3965401

62人 旅館，ホテル
(1)6時00分～15時00分 200,000円～250,000円

雇用期間の定めなし (2)8時00分～17時00分 32人 雇用・労災・健康・厚生
(3)13時00分～22時00分 実費支給（上限なし）

1,836人
年2回（前年度実績） 16040- 3966701

10人 建築材料卸売業
(1)8時00分～17時00分 243,000円～273,000円

雇用期間の定めなし 4人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　11,000円まで 10人
年2回（前年度実績） 16040- 3970601

83人 病院
(1)8時30分～17時30分 300,000円～334,000円

雇用期間の定めなし 75人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　50,000円まで 83人

16040- 3942501
11人 障害者福祉事業

(1)8時30分～17時15分 150,000円～173,000円
雇用期間の定めなし 8人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　40,000円まで 11人
年2回（前年度実績） 16040- 3943001

25人 化学製品卸売業
(1)8時00分～17時00分 153,000円～230,000円

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
実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 25人
年2回（前年度実績） 16040- 3947101

82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 160,000円～200,000円
雇用期間の定めなし (2)16時20分～1時00分 44人 雇用・労災・健康・厚生

(3)0時20分～9時00分 実費支給（上限あり）
日額　250円まで 263人
年2回（前年度実績） 16040- 3949701

4,027人
装身具・装飾品・ボタン・同関連品製造業（貴金属・宝石製を除く

(1)8時00分～16時45分 230,000円～300,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 1,249人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　19,600円まで 5,090人

16040- 3950501
6人 電気通信・信号装置工事業

(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　15,000円まで 6人
年2回（前年度実績） 16040- 3952301

22人 自動車整備業
(1)8時30分～17時30分 180,000円～380,000円

雇用期間の定めなし 7人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり） 厚生
月額　13,000円まで 38人
年2回（前年度実績） 16040- 3953601

22人 自動車整備業
(1)8時30分～17時30分 170,000円～270,000円

雇用期間の定めなし 7人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり） 厚生
月額　13,000円まで 38人
年2回（前年度実績） 16040- 3954901

22人 自動車整備業
(1)8時30分～17時30分 180,000円～380,000円

雇用期間の定めなし 7人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり） 厚生
月額　13,000円まで 38人
年2回（前年度実績） 16040- 3955101

8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～270,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 2人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 8人
年2回（前年度実績） 16040- 3959201

4人 写真機・時計・眼鏡小売業

146,880円～146,880円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 3人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
又は10時00分～19時00分 月額　15,000円まで 3,175人

28050-16352201

 魚津市 他
1人

兵庫県姫路市飾磨区三宅１－１３
８

079-281-5380 毎　週

1人
富山県魚津市江口４８番地

0765-24-5347 その他

30

（契約）販売（富山県魚津市）
不問 正社員以外

株式会社　三城（メガネの三城
パリミキ）

0765-54-0166 その他

29

研削加工
不問 正社員以外

変形（1
年単位）

株式会社ウエキ技研
 魚津市 日他

28

自動車整備士
59歳以下 正社員

変形（1
年単位）

北辰自動車工業株式会社
 黒部市 他

1人
富山県黒部市三日市９４６

 黒部市 他
1人

富山県黒部市三日市９４６
0765-54-0166 毎　週

1人
富山県黒部市三日市９４６

0765-54-0166 その他

27

経理・事務一般
59歳以下 正社員

北辰自動車工業株式会社

0765-24-6008 その他

26

営業
59歳以下 正社員

変形（1
年単位）

北辰自動車工業株式会社
 黒部市 他

25

通信作業員
64歳以下 正社員

変形（1
年単位）

魚津電設　株式会社
 魚津市 日祝

1人
富山県魚津市宮津４８８

 黒部市 日他
1人

富山県黒部市吉田２００
0765-54-8066 その他

1人
富山県黒部市新町１１０番地甲ー
２

0765-52-1330 毎　週

24

看護師・保健師
不問 正社員以外

変形（1
年単位）

ＹＫＫ株式会社　黒部事業所

0765-57-2561 その他

23

アルミ建材の切断（ＹＫＫＡＰ
（株）越湖製造所）

18歳～59歳 正社員
交替制あ
り

中野工業　株式会社
 黒部市 土日他

22

現業
40歳以下 正社員

変形（1
年単位）

有限会社　ティーアイ　システム
 黒部市 日他

1人
富山県黒部市荻生２９－２

 黒部市 土日祝他
1人

富山県黒部市岡２０８番地
0765-52-4855 毎　週

1人
富山県下新川郡朝日町道下９００

0765-83-2299 毎　週

21

支援員
64歳以下 正社員

社会福祉法人せせらぎ会　せせら
ぎハウス黒部

0765-24-4232 毎　週

20

社会福祉士
59歳以下 正社員

医療法人社団　　健心会　坂東病
院

 下新川郡朝
日町

土日

19

オペレーター（アスファルト舗装
材を製造する機械のＰＣ操作

35歳以下 正社員

日本海アスコン株式会社
 魚津市 土日他

1人
富山県魚津市三ケ砂田１５００番
地

 黒部市 他
2人

富山県黒部市宇奈月温泉２６７
0765-62-1111 その他

2人
富山県黒部市宇奈月温泉２６７

0765-62-1111 その他

18

ホテル運営職＜フロント・レスレ
ラン等＞（地域限定社員）

59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

湯快リゾート　株式会社（宇奈月
グランドホテル）

17

ホテル運営職（フロント・レスト
ラン等）＜総合職＞

59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

湯快リゾート　株式会社（宇奈月
グランドホテル）

 黒部市 他

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 !
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