
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

6人 自動車小売業
(1)9時00分～18時00分 170,400円～170,400円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 1人 雇用・労災
なし

61人
16010-16850901

19人 児童福祉事業
(1)8時30分～17時00分 155,000円～162,500円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)10時30分～12時30分 19人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　13,400円まで 19人
年1回（前年度実績） 16040- 4046601

19人 児童福祉事業
(1)8時00分～17時00分 150,000円～162,000円

雇用期間の定めなし (2)8時30分～17時30分 18人 雇用・労災・健康・厚生
(3)9時00分～18時00分 実費支給（上限あり） 拠出

月額　10,000円まで 19人
16040- 4051501

1人 美容業
152,000円～152,000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～20時00分 月額　5,000円まで 1人
年2回（前年度実績） 16040- 4052001

6人 一般貸切旅客自動車運送業

(1)19時00分～3時00分 180,000円～250,000円
雇用期間の定めなし (2)19時30分～3時30分 0人 雇用・労災・健康・厚生

(3)19時30分～1時00分 実費支給（上限あり）
月額　5,000円まで 20人

16040- 4055901
14人 一般貸切旅客自動車運送業

(1)19時00分～3時00分 180,000円～250,000円
雇用期間の定めなし (2)19時30分～3時30分 0人 雇用・労災・健康・厚生

(3)19時30分～1時00分 実費支給（上限あり）
月額　5,000円まで 20人

16040- 4056101
16人 労働者派遣業

(1)7時30分～16時00分 183,800円～215,080円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)15時30分～0時00分 1人 雇用・労災・健康・厚生

(3)23時30分～8時00分 実費支給（上限あり）
月額　12,900円まで 2,300人

16040- 4062901
3人 その他の職別工事業

(1)8時00分～16時30分 190,400円～238,000円
雇用期間の定めなし 0人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 3人

16040- 4063101
3人 その他の職別工事業

(1)8時00分～16時30分 249,900円～349,860円
雇用期間の定めなし 0人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 3人
年2回（前年度実績）100,000円～200,000円 16040- 4064401

5人 他に分類されない小売業
(1)8時30分～17時30分 146,880円～224,640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　5,000円まで 5人

16040- 4065701
20人 一般土木建築工事業

(1)7時45分～16時45分 230,000円～260,000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　10,000円まで 20人
年2回（前年度実績） 16040- 4066801

12人 建物サービス業
(1)8時00分～7時59分 175,000円～175,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)8時30分～8時29分 0人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
日額　953円まで 1,604人

16010-16749401
35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～16時50分 180,000円～300,000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（上限なし）
79人

年2回（前年度実績） 16040- 4027501
35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～16時50分 180,000円～300,000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（上限なし）
79人

年2回（前年度実績） 16040- 4028001
23人 一般土木建築工事業

(1)8時00分～17時00分 280,000円～400,000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） 厚生
月額　25,000円まで 23人
年2回（前年度実績） 16040- 4029301

23人 一般土木建築工事業
(1)8時00分～17時00分 230,000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） 厚生
月額　25,000円まで 23人
年2回（前年度実績） 16040- 4030101

日祝他
1人

16

金物製作工
64歳以下 正社員

変形（1
年単位）

山形建鐵　株式会社
 魚津市

富山県魚津市袋１０３－２
0765-24-2882 その他

0765-33-5111 その他

 魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市袋１０３－２
0765-24-2882 その他

13

原寸課（ＣＡＤ設計）（黒部本
社）

59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　カナヤマ
 黒部市 日祝他

1人
富山県黒部市天神新７７番地３

14

溶接・組立・ラインオペレータ
（黒部本社）

59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　カナヤマ
 黒部市 日祝他

1人
富山県黒部市天神新７７番地３

【先週１週間　　９月　１４日　～　９月　１７日に受理】

賃金

通勤手当

賞与（前年度実績）

15

現場施工管理技士
64歳以下 正社員

変形（1
年単位）

山形建鐵　株式会社

 下新川郡入
善町

他
1人

富山県富山市中野新町１丁目２番
１０号

076-421-0400 その他

その他

12

警備員（京セラ・トーキン）
18歳以上 正社員以外

変形
（1ヶ月

株式会社　ホクタテ

0765-33-5111

1

タイヤ配送業務
不問 正社員以外

2

調理員
不問 正社員以外

変形（1
年単位）

株式会社　品川グループ本社　品
川商事カンパニー

 魚津市 他
1人

富山県富山市弥生町２丁目４番１
号

076-431-8766 その他

宗教法人　川原保育園
 魚津市 日祝他

1人
富山県魚津市双葉町４－３

0765-22-0543 その他

3

保育士
59歳以下 正社員

交替制あ
り

特定非営利活動法人　ちびっこき
らら保育園

 黒部市 日祝他
1人

富山県黒部市堀切１３８８番地２
0765-54-5177 その他

4

エステティシャン及び事務
39歳以下 正社員

エステスタジオ　キッズ
 魚津市 日祝他

1人
富山県魚津市新角川２－４－８

0765-88-0233 毎　週

5

代行運転手
18歳～64歳 正社員

交替制あ
り

株式会社　ａｑｕａ  下新川郡入
善町

他
5人

富山県下新川郡入善町下飯野７３
６－８

0765-72-4577 その他

6

代行運転手
18歳～64歳 正社員

交替制あ
り

株式会社　ａｑｕａ
 魚津市 他

5人
富山県下新川郡入善町下飯野７３
６－８

0765-72-4577 その他

7

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
変形
（1ヶ月

株式会社　サンキョウテクノス
タッフ　富山営業所

 下新川郡入
善町

日他
1人

富山県下新川郡入善町入膳字町口
６９８７－１０

0765-74-8510 その他

8

草刈り・解体の手元等
不問 正社員

栄ロック
 魚津市 日他

2人
富山県魚津市双葉町３－１５

0765-32-4871 その他

9

解体作業員
不問 正社員

栄ロック  下新川郡入
善町

日他
3人

富山県魚津市双葉町３－１５
0765-32-4871 その他

10

販売管理
不問 正社員

くろべの太陽　株式会社
 黒部市 日他

1人
富山県黒部市若栗２７８８番地１

0765-52-0173 その他

11

建設現場監督員
不問 正社員

変形（1
年単位）

東栄土木株式会社
 黒部市 日他

1人
富山県黒部市宇奈月町愛本新７９
６

0765-65-0326 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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2人 労働者派遣業
(1)8時00分～17時00分 160,000円～160,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)20時00分～5時00分 2人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　14,000円まで 105人

16040- 4031401
20人 労働者派遣業

(1)8時00分～17時00分 160,000円～160,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)17時00分～2時00分 14人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　14,000円まで 105人

16040- 4032701
20人 労働者派遣業

(1)8時00分～17時00分 184,000円～192,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)17時00分～2時00分 14人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　14,000円まで 105人

16040- 4033801
2人 労働者派遣業

(1)8時00分～17時00分 184,000円～192,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)20時00分～5時00分 2人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　14,000円まで 105人

16040- 4034201
162人 病院

(1)8時30分～17時30分 200,000円～320,000円
雇用期間の定めなし 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- 4035501

12人 一般土木建築工事業
(1)8時00分～17時00分 230,000円～320,000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　10,000円まで 12人
年2回（前年度実績）100,000円～300,000円 16040- 4036001

45人 建設用・建築用金属製品製造業（製缶板金業を含む）

(1)6時20分～15時00分 172,550円～192,850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

(3)21時30分～6時30分 実費支給（上限あり） 厚生
月額　5,000円まで 72人
年2回（前年度実績） 16040- 4038601

8人 化学製品卸売業
(1)7時00分～16時30分 153,000円～230,000円

雇用期間の定めなし (2)7時00分～11時00分 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 34人
年2回（前年度実績） 16040- 4042201

10人 障害者福祉事業
(1)7時00分～16時00分 145,720円～162,040円

雇用期間の定めなし (2)8時00分～17時00分 7人 雇用・労災・健康・厚生
(3)10時30分～19時30分 実費支給（上限あり）

月額　10,000円まで 115人
16040- 4043501

10人 障害者福祉事業
(1)7時00分～16時00分 145,720円～162,040円

雇用期間の定めなし (2)8時00分～17時00分 8人 雇用・労災・健康・厚生
(3)10時30分～19時30分 実費支給（上限あり）

月額　10,000円まで 115人
16040- 4044001

11人 一般貨物自動車運送業
(1)8時00分～17時00分 331,000円～397,000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　5,000円まで 11人
年2回（前年度実績）50,000円～250,000円 16040- 4008801

15人 一般廃棄物処理業
(1)8時15分～17時00分 190,000円～245,000円

雇用期間の定めなし (2)8時15分～12時15分 4人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 15人
年2回（前年度実績） 16040- 4009201

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 136,341円～136,341円
雇用期間の定めなし 41人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　5,500円まで 70人
年2回（前年度実績） 16040- 4014101

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 139,440円～139,440円
雇用期間の定めなし 41人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　5,000円まで 70人
年2回（前年度実績） 16040- 4015401

22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30分～17時00分 134,792円～134,792円
雇用期間の定めなし 22人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　5,500円まで 70人
年2回（前年度実績） 16040- 4016701

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 136,341円～136,341円
雇用期間の定めなし 41人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　5,500円まで 70人
年2回（前年度実績） 16040- 4019501

毎　週

31

（請）建材部品加工（樹脂部品ラ
イン）

59歳以下 正社員

有限会社　プラコ長谷川
 黒部市 土日祝他

2人
富山県黒部市犬山１０２

（請）建材部品加工（プレス部品
ライン）

59歳以下 正社員

有限会社　プラコ長谷川
 黒部市 土日祝他

1人
富山県黒部市犬山１０２

0765-52-2046

毎　週

0765-52-2046 毎　週

32

 黒部市 土日祝他
1人

富山県黒部市犬山１０２
0765-52-2046 毎　週

28

運転手兼作業員
44歳以下 正社員

変形（1
年単位）

有限会社　入善環境センター  下新川郡入
善町

日祝他
1人

富山県下新川郡入善町入膳５１８
９
（請）建材部品加工（樹脂部品ラ
イン）

59歳以下 正社員

有限会社　プラコ長谷川
 黒部市 土日祝他

1人
富山県黒部市犬山１０２

0765-52-2046

その他

30

（請）建材部品加工（機能部品ラ
イン）

59歳以下 正社員

有限会社　プラコ長谷川

0765-74-0555 その他

29

 下新川郡入
善町

他
1人

富山県下新川郡入善町古黒部２４
８７

0765-74-2282 その他

交替制あ
り

社会福祉法人　にいかわ苑  下新川郡朝
日町

他
1人

富山県下新川郡入善町横山７８－
１

富山県下新川郡入善町横山７８－
１

0765-74-2520

25

介護士（大樹）
不問 正社員以外

その他

26

介護士（翼）
不問 正社員以外

交替制あ
り

社会福祉法人　にいかわ苑  下新川郡朝
日町

他
1人

0765-84-8015 その他

毎　週

27

トラック運転手（大型長距離運転
手）

不問 正社員
変形（1
年単位）

タカシマ輸送　株式会社

0765-74-2520

変形（1
年単位）

株式会社　アラカワ  下新川郡朝
日町

日他
2人

富山県下新川郡朝日町沼保６８１
番地

その他

22

一般土木
不問 正社員

0765-52-1793

0765-82-1383

23

アルミ建材製品の運搬
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

24

ゴルフ場緑地管理業務
40歳以下 正社員

変形（1
年単位）

棚山ゴルフ倶楽部内　有限会社
ティーアイシステム

 下新川郡朝
日町

他
1人

富山県下新川郡朝日町棚山３４０

富山県下新川郡入善町入膳７８３
２－１

その他

0765-23-6366 その他

0765-74-1136 その他

19

車ドア（枠ゴム）部品溶着成形
不問 有期雇用派遣労働者

0765-74-1136

20

自動車部品（枠ゴム）溶着成形
不問

株式会社アイティ興産
 黒部市

21

理学療法士・作業療法士
59歳以下 正社員

変形
（1ヶ月

2人
富山県下新川郡入善町入膳７８３
２－１

富山県下新川郡入善町入膳７８３
２－１

0765-74-1136

有期雇用派遣労働者
変形（1
年単位）

株式会社アイティ興産  下新川郡入
善町

日他

変形（1
年単位）

日他
2人

医療法人社団　ホスピィー
 魚津市 他

1人
富山県魚津市石垣３８９

 黒部市 日他
2人

富山県下新川郡入善町入膳７８３
２－１

0765-74-1136

その他

株式会社アイティ興産

17

不問 有期雇用派遣労働者
変形（1
年単位）

株式会社アイティ興産  下新川郡入
善町

日他
2人

その他

18

車の部品（ドア枠）ゴムの検査・
加工（黒部）

不問 有期雇用派遣労働者
変形（1
年単位）

車の部品（ドア枠）ゴムの検査・
加工（入善）
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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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【先週１週間　　９月　１４日　～　９月　１７日に受理】
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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。

10人 労働者派遣業
(1)8時00分～18時00分 200,000円～250,000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　6,200円まで 105人
年2回（前年度実績）200,000円～300,000円 16040- 4020601

4人 労働者派遣業
(1)8時00分～16時50分 211,410円～227,070円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)21時00分～5時00分 0人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　14,000円まで 105人

16040- 4021901
6人 労働者派遣業

(1)8時00分～17時00分 176,180円～176,180円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)20時00分～5時00分 2人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　14,000円まで 105人

16040- 4024701
2人 電子デバイス製造業

(1)9時00分～18時00分 225,500円～285,500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　30,000円まで 32人
年2回（前年度実績） 27060-27109301

11,306人 他に分類されない小売業
(1)8時45分～18時00分 176,000円～200,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 6,742人 雇用・労災・健康・厚生・財形

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） 15070-12346501

11,306人 他に分類されない小売業
(1)8時45分～18時00分 176,000円～200,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 6,742人 雇用・労災・健康・厚生・財形

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） 15070-12347001

11,306人 他に分類されない小売業
(1)8時45分～18時00分 176,000円～200,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 6,742人 雇用・労災・健康・厚生・財形

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） 15070-12348301

11,306人 他に分類されない小売業
(1)8時45分～18時00分 176,000円～200,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 6,742人 雇用・労災・健康・厚生・財形

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） 15070-12349601

32人 一般土木建築工事業
(1)8時00分～17時20分 147,000円～180,000円

雇用期間の定めなし 6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 33人
年2回（前年度実績）140,000円～350,000円 16040- 4004901

6人 歯科診療所
(1)8時00分～17時30分 174,370円～184,370円

雇用期間の定めなし (2)9時30分～19時00分 6人 雇用・労災・健康
実費支給（上限あり）
月額　18,000円まで
年2回（前年度実績） 16040- 4006401

4人 歯科診療所
(1)9時00分～18時00分 260,000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） 厚生

4人
年2回（前年度実績） 16040- 4007701

2人 美容業
172,000円～330,000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）

又は8時45分～18時45分 日額　200円まで 2人
年2回（前年度実績） 16040- 4012601

3人 建物サービス業
(1)8時30分～16時30分 850円～850円

雇用期間の定めなし (2)8時30分～12時00分 3人 雇用・労災
(3)13時00分～16時30分 実費支給（上限あり）

月額　5,000円まで 30人
16010-16797101

33人 旅館，ホテル
(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） (2)8時00分～17時00分 30人 労災
実費支給（上限あり）
月額　15,000円まで 16,000人
年2回（前年度実績） 16040- 4047901

85人 百貨店，総合スーパー
(1)4時30分～9時00分 1,000円～1,150円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 68人 労災
実費支給（上限あり）
月額　30,000円まで 1,052人
年2回（前年度実績）14,800円～95,600円 16040- 4048101

85人 百貨店，総合スーパー
(1)8時00分～13時00分 880円～1,030円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 68人 労災
実費支給（上限あり）
月額　30,000円まで 1,052人
年2回（前年度実績）14,800円～95,600円 16040- 4049401

43

歯科衛生士
59歳以下 正社員

ＣＯＳＭＯ２１歯科クリニック  下新川郡入
善町

火他
1人

富山県下新川郡入善町椚山１３３
６番地 

44

美容師
不問 正社員

変形
（1ヶ月

リック　合同会社　ＲＩＣＫ美容
室

 黒部市 月他

0765-54-1575 その他

2人
富山県黒部市植木１５５－１

0765-54-0881 その他

0765-74-9188 毎　週

 魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市金浦町４－１６
0765-22-0090 その他

40

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
変形
（1ヶ月

株式会社　コメリ
 魚津市 他

41

事務職
44歳以下 正社員

変形（1
年単位）

株式会社　新興
 黒部市 日他

1人
富山県黒部市若栗３０２－１

025-371-4115 その他

42

歯科助手
不問 正社員

交替制あ
り

奥川歯科医院

025-371-4115 その他
1人

新潟県新潟市南区清水４５０１番
地１

 下新川郡入
善町

他
1人

新潟県新潟市南区清水４５０１番
地１

025-371-4115 その他

37

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
変形
（1ヶ月

株式会社　コメリ
 黒部市 他

1人
新潟県新潟市南区清水４５０１番
地１
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
変形
（1ヶ月

株式会社　コメリ  下新川郡朝
日町

他
1人

新潟県新潟市南区清水４５０１番
地１

毎　週

39

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
変形
（1ヶ月

株式会社　コメリ

025-371-4115 その他

38

 魚津市 他
2人

大阪府大阪市淀川区西中島４－１
３－２２　大拓ビル１７　８Ｆ

06-6302-6789 その他

34

車載部品検査、箱詰業務
不問 有期雇用派遣労働者

交替制あ
り

株式会社アイティ興産  下新川郡入
善町

土日祝他
1人

富山県下新川郡入善町入膳７８３
２－１
砂型成形業務

不問 有期雇用派遣労働者
交替制あ
り

株式会社アイティ興産  下新川郡入
善町

土日祝他
2人

富山県下新川郡入善町入膳７８３
２－１

0765-74-1136

36

サービスエンジニア（魚津市）
45歳以下 正社員

変形
（1ヶ月

株式会社　ＡＳＴ

0765-74-1136 毎　週

35

 下新川郡入
善町

日他
2人

富山県下新川郡入善町入膳７８３
２－１

0765-74-1136 その他

33

派遣会社の労務管理
44歳以下 正社員

変形（1
年単位）

株式会社アイティ興産

1

清掃員（魚津緑ヶ丘病院）
不問 パート労働者

株式会社　中部建物管理
 魚津市 日祝他

1人
富山県富山市田中町３丁目３番６
号

076-432-5200 毎　週

2

フロント（早番）
不問 パート労働者

ルートインジャパン株式会社
（ルートイン魚津）

 魚津市 他
1人

富山県魚津市上村木２－３－３９
0765-22-7411 毎　週

3

早朝・店出し
不問 パート労働者

マックスバリュ北陸　株式会社
マックスバリュ黒部コラーレ前店

 黒部市 他
2人

富山県黒部市植木７７１番１
0765-54-3522 その他

4

お惣菜（マックスバリュ黒部コ
ラーレ前店）

不問 パート労働者

マックスバリュ北陸　株式会社
マックスバリュ黒部コラーレ前店

 黒部市 他
2人

富山県黒部市植木７７１番１
0765-54-3522 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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通勤手当
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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。
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その際はあしからずご了承ください。

19人 児童福祉事業
(1)9時00分～15時30分 900円～900円

雇用期間の定めなし 18人 雇用・労災
実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 19人

16040- 4050201
1人 美容業

850円～900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30分 月額　5,000円まで 1人

年2回（前年度実績）30,000円～30,000円 16040- 4053301
4人 その他の飲食料品小売業

(1)9時00分～13時00分 930円～1,100円
雇用期間の定めなし (2)16時00分～20時00分 4人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
日額　150円まで 4人

16040- 4057401
18人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

900円～900円
雇用期間の定めなし 11人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
又は0時00分～23時59分 日額　400円まで 285人

16010-16731401
9人 病院

(1)8時30分～12時30分 1,400円～1,500円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 7人 労災

実費支給（上限あり）
月額　30,000円まで 386人

16010-16760301
13人 建物サービス業

(1)8時00分～17時00分 850円～950円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)8時00分～12時00分 9人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　15,000円まで 25,400人

16010-16764401
13人 建物サービス業

(1)8時00分～12時00分 900円～950円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 9人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
月額　15,000円まで 25,400人

16010-16767201
27人 旅館，ホテル

950円～1,050円
雇用期間の定めなし 20人 労災

実費支給（上限あり）
又は9時00分～15時00分 月額　15,000円まで 28人

16040- 4025801
27人 旅館，ホテル

(1)18時00分～23時00分 950円～1,050円
雇用期間の定めなし 20人 労災

実費支給（上限あり）
月額　15,000円まで 28人

16040- 4026201
90人 各種食料品小売業

899円～976円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 45人 労災

なし 拠出
又は17時00分～21時00分 8,881人

年2回（前年度実績） 16040- 4037301
90人 各種食料品小売業

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） 拠出
又は6時00分～19時00分 8,881人

年2回（前年度実績） 16040- 4039901
90人 各種食料品小売業

900円～1,058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） 拠出
又は15時00分～22時00分 8,881人

年2回（前年度実績） 16040- 4040701
90人 各種食料品小売業

(1)19時00分～22時00分 848円～976円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 45人 労災

なし 拠出
8,881人

年2回（前年度実績） 16040- 4041801
39人 都道府県機関

(1)8時30分～16時30分 1,019円～1,019円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 26人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　34,890円まで 2,000人

16040- 4045301
50人 他に分類されないサービス業

(1)7時00分～16時00分 1,160円～1,160円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)9時00分～18時00分 26人 労災

実費支給（上限あり）
月額　50,000円まで 225人
年2回（前年度実績）30,000円～80,000円 17010-19637601

0人 美容業
(1)9時00分～17時00分 850円～900円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)9時00分～16時00分 0人 雇用・労災
(3)9時30分～17時00分 実費支給（上限あり）

月額　15,000円まで 42人
年2回（前年度実績）10,000円～50,000円 16020- 9743001

不問 パート労働者
交替制あ
り

株式会社　Ｐｒｏｃｅｅｄ
 魚津市 他

1人
富山県富山市天正寺６８

毎　週

076-467-5151 毎　週

8

店舗運営スタッフ（アプレシオ
魚津店）

9

理学療法士又は作業療法士（クリ
ニック）

不問 パート労働者

076-495-7176

医療法人社団　双星会
 黒部市 日祝他

1人
富山県富山市上二杉４２０－２

 魚津市 日祝他
2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 その他

2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

10

清掃業務（富山労災病院）
不問 パート労働者

太平ビルサービス　株式会社　富
山支店

0765-62-1131 毎　週

11

清掃業務（富山労災病院／午前勤
務）

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 土日祝他

12

館内業務（館内・客室清掃）
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

 黒部市 他
2人

富山県黒部市宇奈月温泉２２－１
0765-62-1131 その他

1人
富山県魚津市江口３９

0765-25-1515 毎　週

13

館内業務（寝具準備・食器洗浄）
不問 パート労働者

有限会社　桃源　（ホテル桃源）

0765-25-1515 毎　週

14

作業室の清掃
不問 パート労働者

株式会社　原信　魚津店
 魚津市 他

15

商品の製造・加工・陳列
不問 パート労働者

株式会社　原信　魚津店
 魚津市 他

2人
富山県魚津市江口３９

 魚津市 他
2人

富山県魚津市江口３９
0765-25-1515 毎　週

2人
富山県魚津市江口３９

0765-25-1515 毎　週

16

レジ作業
不問 パート労働者

株式会社　原信　魚津店

0765-52-1224 毎　週

17

レジ作業
不問 パート労働者

株式会社　原信　魚津店
 魚津市 他

18

業務補助員
不問 パート労働者

富山県新川厚生センター
 黒部市 土日祝他

1人
富山県黒部市堀切新３４３

 魚津市 他
1人

石川県金沢市西念３丁目１番９号
076-261-8111 毎　週

2人
富山県高岡市野村４７４－１

0766-25-0728 毎　週

19

清掃員（契約社員）
不問 パート労働者

交替制あ
り

中日本ハイウェイ・メンテナンス
北陸株式会社

20

美容師（みょんみょん入善店）
不問 パート労働者

株式会社　マナーレ  下新川郡入
善町

日祝他

5

保育士
不問 パート労働者

特定非営利活動法人　ちびっこき
らら保育園

 黒部市 土日祝他

6

エステティシャン及び事務
不問 パート労働者

エステスタジオ　キッズ

0765-72-2503 その他

1人
富山県黒部市堀切１３８８番地２

0765-54-5177 毎　週

 魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市新角川２－４－８
0765-88-0233 その他

7

接客・盛付・配達
不問 パート労働者

本家かまどや入善店  下新川郡入
善町

他
2人

富山県下新川郡入善町荒又５４７
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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　　９月　１４日　～　９月　１７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。

0人 美容業
(1)9時00分～17時00分 850円～900円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)9時00分～16時00分 0人 雇用・労災
(3)9時30分～17時00分 実費支給（上限あり）

月額　15,000円まで 42人
年2回（前年度実績）10,000円～50,000円 16020- 9744301

4人 歯科診療所
(1)9時00分～13時45分 1,200円～1,400円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)15時00分～21時00分 3人 労災
実費支給（上限なし）

又は9時00分～21時00分 4人
16040- 4010001

68人 金属加工機械製造業
(1)9時05分～15時00分 850円～850円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 15人 雇用・労災
実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 68人

16040- 4011301
32人 障害者福祉事業

860円～960円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 26人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
又は8時30分～17時30分 月額　15,000円まで 52人

16040- 4017801
0人 酒場，ビヤホール

(1)16時00分～22時00分 900円～1,200円
雇用期間の定めなし 0人 その他

実費支給（上限あり）
月額　5,000円まで 0人

16040- 4022101
0人 酒場，ビヤホール

(1)16時00分～22時00分 900円～1,200円
雇用期間の定めなし 0人 その他

実費支給（上限あり）
月額　5,000円まで 0人

16040- 4023401
0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)10時00分～18時00分 900円～900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　50,000円まで 2,753人
年2回（前年度実績）0円～50,000円 27010-45102601

3人 その他の飲食店
900円～900円

雇用期間の定めなし 2人 雇用・労災
なし

又は18時00分～21時00分 110人
16010-16638201

104人 老人福祉・介護事業
(1)21時45分～8時15分 1,000円～1,200円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 76人 労災
実費支給（上限あり）
月額　22,500円まで 132人

16040- 4000501
3人 パン・菓子製造業

(1)9時20分～16時00分 900円～950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　5,000円まで 30人
年2回（前年度実績） 16040- 4003601

2人 美容業
850円～1,100円

雇用期間の定めなし 2人 雇用・労災
実費支給（上限あり）

又は8時45分～18時45分 日額　200円まで 2人
16040- 4013901

0766-25-0728 毎　週

21

美容師（みょんみょん堀高店）
不問 パート労働者

株式会社　マナーレ
 黒部市 日祝他

2人
富山県高岡市野村４７４－１

 下新川郡入
善町

火他
1人

富山県下新川郡入善町椚山１３３
６番地 

0765-74-9188 その他

1人
富山県魚津市吉野６７５

0765-24-7222 毎　週

22

歯科助手・受付
不問 パート労働者

ＣＯＳＭＯ２１歯科クリニック

0765-56-7284 毎　週

23

清掃作業及び雑務
不問 パート労働者

アイティオ　株式会社
 魚津市 日他

24

職業指導員
不問 パート労働者

社会福祉法人　くろべ福祉会
 黒部市 土日祝他

1人
富山県黒部市吉田７４５－３

 下新川郡入
善町

他
2人

富山県下新川郡入善町入膳３５７
５－７

090-1536-
4214

その他

2人
富山県下新川郡入善町入膳３５７
５－７

090-1536-
4214

その他

25

調理補助
不問 パート労働者

縁

06-4792-3282 毎　週

26

ホール担当
不問 パート労働者

縁  下新川郡入
善町

他

27

１００円ショップの販売スタッフ
（ワッツ黒部ＰＬＡＮＴ店）

不問 パート労働者

株式会社　ワッツ西日本販売
 黒部市 他

1人
大阪府大阪市中央区城見１－４－
７０ 

 魚津市 土日祝他
1人

富山県富山市八尾町舘本郷１２９
８

076-454-4513 毎　週

1人
富山県黒部市宇奈月町下立３７

0765-65-1180 毎　週

28

食器洗い（北陸電力（株）魚津寮
内食堂）

59歳以下 パート労働者

株式会社　ユニード

0765-54-0002 毎　週

29

夜勤専従介護職員
不問 パート労働者

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 他

30

販売員
不問 パート労働者

交替制あ
り

株式会社　昌栄堂
 魚津市 月金

1人
富山県黒部市三日市１０７８－１

0765-54-0881 その他

31

美容師
不問 パート労働者

リック　合同会社　ＲＩＣＫ美容
室

 黒部市 月他
2人

富山県黒部市植木１５５－１
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