
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

9人 一般貨物自動車運送業
(1)8時00分～17時00分 180,000円～220,000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） 拠出
月額　16,275円まで 9人
年2回（前年度実績） 16040- 5035201

365人 自動車・同附属品製造業
(1)8時00分～16時50分 190,738円～222,528円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)21時00分～5時50分 48人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　30,000円まで 365人

16040- 5036501
83人 病院

(1)6時50分～16時20分 170,000円～280,000円
雇用期間の定めなし (2)9時15分～18時15分 75人 雇用・労災・健康・厚生

(3)11時00分～20時00分 実費支給（上限あり）
月額　50,000円まで 83人

16040- 5042801
18人 金属素形材製品製造業

(1)8時20分～17時00分 141,400円～171,700円
雇用期間の定めなし 13人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 18人
年2回（前年度実績）60,000円～300,000円 16040- 5032401

113人 病院
(1)8時30分～17時15分 183,200円～215,200円

雇用期間の定めなし 73人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり） 拠出
月額　10,000円まで 113人
年2回（前年度実績） 16040- 5033701

113人 病院
(1)8時30分～17時15分 150,200円～199,600円

雇用期間の定めなし 73人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり） 拠出
月額　10,000円まで 113人
年2回（前年度実績） 16040- 5034801

3人 畜産農業
(1)8時00分～17時00分 200,000円～240,000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 3人
年2回（前年度実績）360,000円～360,000円 16040- 5028501

9人 一般診療所
(1)8時30分～18時00分 210,000円～280,000円

雇用期間の定めなし (2)8時30分～12時30分 9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） 16040- 5026801

2人 その他の専門サービス業
(1)8時30分～18時00分 148,320円～156,640円

雇用期間の定めなし (2)8時45分～18時15分 2人 雇用・労災・健康・厚生
(3)8時30分～12時00分 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） 16010-20729401

18人 配達飲食サービス業
(1)9時00分～17時00分 230,000円～230,000円

雇用期間の定めなし 18人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　8,000円まで 155人

16020-11984101
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- 9540701

9人 老人福祉・介護事業
(1)9時00分～15時00分 850円～850円

雇用期間の定めなし 9人 労災
実費支給（上限なし）

8,000人
16040- 5037001

98人 病院
(1)10時00分～13時00分 900円～1,000円

雇用期間の定めなし (2)13時00分～16時00分 69人 労災
実費支給（上限あり）
日額　1,264円まで 425人

16040- 5038301
162人 病院

(1)8時00分～12時00分 870円～900円
雇用期間の定めなし (2)15時00分～17時00分 122人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
日額　1,264円まで 425人
年2回（前年度実績）0円～100,000円 16040- 5041701

11人 その他の織物・衣服・身の回り品小売業

(1)10時00分～16時00分 900円～1,050円
雇用期間の定めなし 5人 労災

実費支給（上限あり）
月額　2,000円まで 11人
年1回（前年度実績）30,000円～ 16040- 5043201

15人 その他の飲食料品小売業
900円～900円

雇用期間の定めなし 9人 労災
実費支給（上限あり）

又は10時00分～0時00分 月額　5,000円まで 135人
16010-20707501

5

店内スタッフ（魚津店／パート）
不問 パート労働者

有限会社　シーアンドエス
 魚津市 他

5人
富山県富山市天正寺１０８３ 
　　　　　カワカミビル８階

076-422-2210 毎　週

4

フロント業務
64歳以下 パート労働者

株式会社　丸五
 黒部市 他

1人
富山県黒部市北新３７－２

0765-52-4110 毎　週

3

送迎・リハビリ補助（ちょうろ
く）

60歳以上 パート労働者

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

0765-23-6366 その他

交替制あ
り

医療法人社団　ホスピィー
 魚津市 日祝他

1人
富山県魚津市石垣３８９

1

調理

2

リハビリ・トレーナー補助
59歳以下 パート労働者

0765-23-4035 毎　週

0765-23-6366 毎　週

1

ガス配送員
59歳以下 正社員

変形（1
年単位）

丸八配送　株式会社

0765-72-5511 毎　週

不問 パート労働者

日本労働者協同組合連合会セン
ター事業団　魚津事業所 

 魚津市 他
2人

富山県魚津市上村木１－６－５

 魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市北鬼江２３２７
0765-24-1318 その他

【先週１週間　１１月　２４日　～　１１月　２７日に受理】

賃金

通勤手当

賞与（前年度実績）

4

アルミ建材建具の組立
64歳以下 正社員

有限会社　奥村サッシ

3

調理員
59歳以下 正社員

変形
（1ヶ月

医療法人社団　　健心会　坂東病
院

 下新川郡朝
日町

他
1人

富山県下新川郡朝日町道下９００

2

マシンオペレーター
不問 正社員以外

交替制あ
り

アイシン・メタルテック　株式会
社

 下新川郡入
善町

土日他
3人

富山県下新川郡入善町福島６１５
番地

 黒部市 土日祝他
1人

富山県魚津市上村木１－２－１０
奥村ビル２Ｆ

0765-32-3466 毎　週

0765-83-2299 その他

7

農作業
不問 正社員

有限会社　稲田農産

0765-22-1567 その他

6

介護職員（日勤のみ）
59歳以下 正社員

変形
（1ヶ月

医療法人社団　弘仁会　魚津緑ヶ
丘病院

 魚津市 他
1人

富山県魚津市大光寺２８７

5

介護福祉士（日勤のみ）
59歳以下 正社員

変形
（1ヶ月

医療法人社団　弘仁会　魚津緑ヶ
丘病院

 魚津市 他
1人

富山県魚津市大光寺２８７

株式会社　ニチイ学館　富山支店

8

看護師・准看護師

 黒部市 日他
2人

富山県黒部市荻生１３７３
0765-54-3301 その他

富山県魚津市北鬼江１－５－２５
0765-25-0120 なし

0765-22-1567 その他

9

医療事務（正社員）高桜内科医院
／受付業務

59歳以下 無期雇用派遣労働者
変形
（1ヶ月

富山県富山市新富町１－１－１２
富山駅前ビル５Ｆ

076-442-2888 その他

59歳以下 正社員

医療法人社団　ありそクリニック
 魚津市 日祝他

1人

076-294-5571 その他

0763-33-2678 毎　週

 黒部市 日祝他
1人

11

営業（東部営業所）
59歳以下 正社員

変形（1
年単位）

イワタニセントラル北陸　株式会
社

 魚津市 日祝他
1人

石川県野々市市下林４丁目５６７
番地

10

スマイルスタッフ【黒部営業所】
≪経験不問≫

39歳以下 正社員

株式会社　ヨシケイ富山
 黒部市 土日他

1人
富山県砺波市太田１８８９－１０ 
（本社：高岡市川原本町１０－

℡ 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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10人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

(1)18時00分～22時00分 1,000円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 8人 労災

実費支給（上限なし）
750人

20130- 3103001
8人 その他の飲食料品小売業

(1)15時00分～19時45分 850円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 5人 労災

実費支給（上限あり）
月額　30,000円まで 18,348人

16010-20689101
8人 その他の飲食料品小売業

900円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 5人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
又は5時00分～19時30分 月額　30,000円まで 18,348人

16010-20690801
26人 その他の飲食料品小売業

(1)8時30分～12時00分 900円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 24人 労災

実費支給（上限あり）
月額　35,000円まで 1,400人

16010-20608801
2人 その他の物品賃貸業

850円～900円
雇用期間の定めなし 1人 労災

実費支給（上限あり）
又は9時00分～17時30分 月額　15,000円まで 10人

16040- 5030901
6人 電子デバイス製造業

(1)9時00分～15時00分 850円～900円
雇用期間の定めなし (2)8時00分～12時00分 6人 雇用・労災・健康・厚生

(3)12時45分～16時45分 一定額
月額　3,000円まで 6人

16040- 5018701
36人 旅館，ホテル

(1)10時30分～14時00分 900円～1,000円
雇用期間の定めなし (2)16時30分～21時00分 14人 労災

なし
36人

16040- 5019801
19人 建物サービス業

(1)9時30分～14時00分 900円～950円
雇用期間の定めなし 17人 労災

なし
70人

16040- 5020301
4人 建物サービス業

(1)7時45分～11時45分 900円～900円
雇用期間の定めなし (2)13時00分～17時00分 3人 労災

実費支給（上限あり）
月額　3,000円まで 70人

16040- 5021601
5人 建物サービス業

(1)7時30分～10時30分 900円～900円
雇用期間の定めなし (2)17時00分～20時00分 4人 労災

実費支給（上限あり）
月額　3,000円まで 70人

16040- 5022901
3人 他に分類されない卸売業

(1)8時30分～14時00分 850円～880円
雇用期間の定めなし (2)11時30分～18時00分 3人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
月額　4,000円まで 20人

16040- 5023101
20人 その他の宿泊業

(1)18時00分～7時00分 945円～945円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 7人 労災

実費支給（上限あり）
月額　35,000円まで 20人
年2回（前年度実績）50,000円～100,000円 16040- 5025701

17

夜間警備
18歳以上 パート労働者

一般財団法人　富山県教職員厚生
会　宇奈月保養所「ホテル渓仙」

 黒部市 他
1人

富山県黒部市宇奈月温泉７７－１
0765-62-1246 毎　週

16

売店店員
不問 パート労働者

交替制あ
り

南茂商事　株式会社  下新川郡朝
日町

他
1人

富山県下新川郡朝日町桜町１０５
４番地

0765-83-3181 毎　週

15

清掃員
64歳以下 パート労働者

交替制あ
り

有限会社　新川建装
 魚津市 他

2人
富山県魚津市諏訪町１－２４

0765-23-0126 毎　週

14

清掃員
64歳以下 パート労働者

交替制あ
り

有限会社　新川建装
 魚津市 祝他

2人
富山県魚津市諏訪町１－２４

0765-23-0126 毎　週

13

清掃員
64歳以下 パート労働者

有限会社　新川建装
 魚津市 他

2人
富山県魚津市諏訪町１－２４

0765-23-0126 毎　週

12

配膳係
不問 パート労働者

交替制あ
り

株式会社　スカイホテル　スカイ
ホテル魚津

 魚津市 火他
2人

富山県魚津市駅前新町４－２
0765-24-9333 毎　週

11

ファスナーの検査、梱包
59歳以下 パート労働者

有限会社　高木電子工業
 魚津市 日祝他

2人
富山県魚津市吉野７０９－１２
西部企業団地内

0765-24-7415 毎　週

10

倉庫管理及び事務
59歳以下 パート労働者

日本アメニティー株式会社
 魚津市 他

1人
富山県魚津市木下新３１０－２

0765-31-9111 毎　週

9

調理補助（黒部市学校給食セン
ター）

不問 パート労働者

株式会社　東洋食品　北陸事業部
 黒部市 土日祝

1人
富山県富山市千歳町１－６－１８
河口ビル別館３Ｆ

076-444-0633 毎　週

8

調理補助員（介護老人福祉施設つ
るさんかめさん）

不問 パート労働者
交替制あ
り

株式会社　魚国総本社　北陸支社  下新川郡朝
日町

他
1人

富山県富山市西大泉１２番地１０
号

076-425-8410 毎　週

7

洗浄員（介護老人福祉施設つるさ
んかめさん）

不問 パート労働者

株式会社　魚国総本社　北陸支社  下新川郡朝
日町

他
1人

富山県富山市西大泉１２番地１０
号

076-425-8410 毎　週

6

接客・調理（富山：バーンズ魚津
店）

不問 パート労働者

株式会社あっぷるアイビー
 魚津市 他

3人
長野県須坂市大字高梨２９３－１

026-242-3030 その他

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 !

ハローワーク魚津
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