
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

4人 医薬品・化粧品等卸売業
(1)8時30分～18時00分 150,000円～150,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)8時30分～12時30分 2人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限なし）

2,290人
年2回（前年度実績）0円～300,000円 13010-16534411

4人 化学製品卸売業
(1)8時45分～17時30分 185,000円～300,000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　30,000円まで 59人
年2回（前年度実績） 16010- 3488411

115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 180,000円～250,000円
雇用期間の定めなし (2)20時00分～5時00分 32人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　50,000円まで 138人
年2回（前年度実績） 16040-  870911

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 144,000円～160,000円
雇用期間の定めなし 44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-  871111

14人 塗装工事業
(1)8時30分～17時00分 138,000円～150,000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　5,000円まで 14人
年2回（前年度実績） 16040-  877011

15人 警備業
(1)6時30分～19時00分 170,000円～190,000円

雇用期間の定めなし (2)18時30分～6時30分 3人 雇用・労災・健康・厚生
(3)20時30分～8時30分 実費支給（上限なし）

402人
年2回（前年度実績）50,000円～100,000円 17010- 4284311

3人 労働者派遣業
(1)8時00分～16時00分 196,000円～196,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)16時00分～0時00分 2人 雇用・労災・健康・厚生
(3)0時00分～8時00分 実費支給（上限なし）

200人
16010- 3358611

177人 老人福祉・介護事業
(1)8時30分～17時30分 175,200円～239,300円

雇用期間の定めなし 128人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　31,600円まで 177人
年2回（前年度実績） 16040-  862911

177人 老人福祉・介護事業
(1)8時30分～17時30分 170,200円～239,300円

雇用期間の定めなし 128人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　31,600円まで 177人
年2回（前年度実績） 16040-  863111

15人 建築工事業（木造建築工事業を除く）

(1)9時00分～18時00分 220,000円～220,000円
雇用期間の定めなし (2)10時00分～19時00分 5人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり） 拠出
月額　4,000円まで 60人
年2回（前年度実績） 17010- 4201611

0人 労働者派遣業
(1)9時00分～17時00分 182,000円～182,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 0人 雇用・労災・健康・厚生
一定額
月額　5,000円まで 100人

16010- 3326111
12人 労働者派遣業

(1)6時20分～15時00分 176,410円～199,420円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)13時00分～21時40分 3人 雇用・労災・健康・厚生

(3)21時30分～6時30分 実費支給（上限あり）
月額　24,400円まで 15,000人

16010- 3395811
5人 その他の設備工事業

(1)8時00分～17時00分 200,000円～280,000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　8,000円まで 5人
年2回（前年度実績） 16040-  850411

5人 その他の設備工事業
(1)8時00分～17時00分 200,000円～280,000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　8,000円まで 5人
年2回（前年度実績） 16040-  851011

5人 その他の設備工事業
(1)8時00分～17時00分 170,000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（上限あり）
月額　8,000円まで 5人
年2回（前年度実績） 16040-  852311

14人 舗装工事業
(1)8時00分～17時00分 210,000円～315,000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　20,000円まで 17人

16040-  856711

14

配管工 40歳以下 正社員
変形（1
年単位）

藤田工業　株式会社  下新川郡入
善町

日他

 魚津市 日祝他
2人

富山県魚津市三田４８０－１ 0765-23-0700 その他

1人
富山県下新川郡入善町入膳４００
７－６

0765-74-0502 その他

株式会社　スキル  黒部市 土日祝

1人
富山県下新川郡入善町入膳４００
７－６

 下新川郡入
善町

日他
1人

富山県下新川郡入善町入膳４００
７－６

0765-74-0502 その他

1人
富山県富山市新富町１－１－１２
富山駅前ビル８Ｆ

076-432-1127 その他

16

交通安全施設施工業務 不問 正社員以外
変形（1
年単位）

日本交通興業　株式会社

0765-74-0502 その他

15

事務員 40歳以下 正社員
変形（1
年単位）

藤田工業　株式会社  下新川郡入
善町

日他

1人
富山県富山市内幸町７－９

魚津市他 水他
1人

石川県金沢市二口町ニ９５－１ 076-223-0505 毎　週

2人
富山県下新川郡朝日町泊　５５５ 0765-82-2200 毎　週

13

さく井工 40歳以下 正社員
変形（1
年単位）

藤田工業　株式会社

076-431-0439 毎　週

12

住宅用シャッターの製造（芯材工
程）

不問 正社員以外
変形（1
年単位）

日研トータルソーシング　株式会
社　富山事業所

 黒部市 土日他

11

窓口支援 不問 正社員以外

10

住宅営業アシスタント 40歳以下 正社員

株式会社さくら

0765-82-2200 毎　週

9

生活相談員 61歳以下 正社員

社会福祉法人　有磯会  下新川郡朝
日町

土日他

8

介護支援専門員 61歳以下 正社員

社会福祉法人　有磯会  下新川郡朝
日町

土日他

35歳以下 正社員

株式会社第一興産  魚津市 土日祝他

2人
富山県下新川郡朝日町泊　５５５

 黒部市 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
石川県金沢市北安江２丁目１５番
１０号 

076-222-3395 毎　週

 魚津市 日祝他

1人
富山県魚津市吉島５０５－３

 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

2人
富山県下新川郡朝日町草野２７１
－３

0765-82-1100 毎　週

7

機械オペレーター・運搬業務 不問 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

0765-24-2020 毎　週

6

施設警備 18歳以上 正社員以外
変形
（1ヶ月

セコムジャスティック北陸　株式
会社

 黒部市 他

5

一般事務

 魚津市 日祝他
1人

東京都千代田区丸の内１－９－２ 
グラントウキョウサウスタワー１

03-6838-2857 その他

【先週１週間　　２月　１５日～　２月　１９日に受理】

賃金

通勤手当

賞与（前年度実績）

4

小部品（金属製）の加工作業（Ｙ
ＫＫＡＰ（株）越湖製造所）

59歳以下 正社員

中野工業　株式会社

076-436-5154 その他

3

生産オペレーター 18歳～59歳 正社員
交替制あ
り

株式会社ＴＳＳ　朝日工場  下新川郡朝
日町

他

2

営業職（魚津営業所） 35歳以下 正社員
変形（1
年単位）

東洋ゴム北陸販売　株式会社

1

医療事務（富山県魚津市／共創未
来本江薬局）

不問 正社員以外
変形
（1ヶ月

株式会社　ファーマみらい

1人
富山県富山市呉羽町７２７１－１

℡ 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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◎ 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。

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　16,100円まで 11,306人
年2回（前年度実績） 15070- 2193511

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　16,100円まで 11,306人
年2回（前年度実績） 15070- 2195011

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　16,100円まで 11,306人
年2回（前年度実績） 15070- 2203111

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-  832211

6人 自動車整備業
(1)8時30分～17時30分 150,000円～175,000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　10,000円まで 6人
年2回（前年度実績） 16040-  833511

2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～230,000円
雇用期間の定めなし 0人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限なし）
2人

年2回（前年度実績） 16040-  834411
6人 自動車整備業

(1)8時30分～17時30分 215,000円～315,000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　10,000円まで 6人
年2回（前年度実績） 16040-  835011

721人 病院
147,900円～152,700円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 572人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）

又は5時00分～20時30分 月額　20,000円まで 938人
年2回（前年度実績） 16040-  837611

329人 プラスチック板・棒・管・継手・異形押出製品製造業

(1)8時30分～17時30分 240,000円～270,000円
雇用期間の定めなし 90人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　50,000円まで 329人
年3回（前年度実績） 16040-  841511

59人 警備業
(1)8時00分～17時00分 181,440円～201,600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）

303人
16040-  842411

5人 農畜産物・水産物卸売業
(1)6時00分～15時00分 215,000円～230,000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） 厚生
月額　8,000円まで 21人

16040-  844311
39人 一般貨物自動車運送業

(1)7時30分～16時30分 174,000円～200,000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） 厚生
月額　20,000円まで 56人
年2回（前年度実績）～600,000円 16040-  847111

8人 老人福祉・介護事業
(1)8時30分～17時15分 185,200円～185,200円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 7人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　55,000円まで 34人
年2回（前年度実績） 16040-  848711

104人 老人福祉・介護事業
(1)7時30分～16時30分 157,300円～185,000円

雇用期間の定めなし (2)8時15分～17時15分 76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）

月額　22,500円まで 132人
年2回（前年度実績） 16040-  799611

104人 老人福祉・介護事業
(1)7時45分～16時45分 157,300円～185,000円

雇用期間の定めなし (2)8時45分～17時45分 76人 雇用・労災・健康・厚生
(3)9時45分～18時45分 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-  800011

15人 その他のはん用機械・同部分品製造業

(1)7時00分～16時00分 200,000円～250,000円
雇用期間の定めなし (2)15時00分～0時00分 1人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり） 厚生
月額　15,000円まで 30人
年3回（前年度実績） 16040-  804111

32

機械部品加工 18歳～59歳 正社員
変形（1
年単位）

アイザワマシニング　株式会社  黒部市 日祝他

社会福祉法人　黒部市社会福祉協
議会

 黒部市 土日祝

2人
富山県黒部市岡３６２－１０

 黒部市 他
1人

富山県黒部市宇奈月町下立３７ 0765-65-1180 その他

1人
富山県黒部市宇奈月町下立３７ 0765-65-1180 その他

0765-52-0543 その他

1人
富山県黒部市金屋４６４－１

 魚津市 日祝他
2人

富山県魚津市宮津２３４番地 0765-24-5520 その他

1人
富山県魚津市港町５－１８ 0765-22-0172 その他

31

介護員（グループホーム） 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

0765-54-1082 毎　週

30

介護員（小規模多機能ホームかた
かご）

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 他

29

社会福祉士・ケアマネジャー・看
護師・保健師

不問 正社員以外

28

重機オペレーター 30歳以下 正社員
変形（1
年単位）

中川運輸　株式会社

0765-22-8648 その他

27

カニ加工（カニ茹で・剥き身）加
工リーダー候補

59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　ハリタ冷蔵  魚津市 日祝他

26

警備員（交通誘導、駐車場スタッ
フ）

18歳～64歳 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　パトロード富山　新川
支社

 黒部市 他

23

自動車販売営業 不問 正社員
変形（1
年単位）

有限会社　オートガレージホクバ
ン

 魚津市 火祝他

3人
富山県魚津市吉島２丁目５－１７

 黒部市 日祝他
1人

富山県黒部市前沢４３７１ 0765-52-3131 その他

1人
富山県黒部市三日市１１０８－１ 0765-54-2211 毎　週

変形（1
年単位）

辻精機株式会社  魚津市 日祝他

1人
富山県魚津市友道６７５番地

 黒部市 日他
2人

富山県黒部市植木８１ 0765-54-2810 その他

1人
富山県魚津市友道６７５番地 0765-22-0341 その他

25

オフィスサービス部門の営業職 30歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　トヨックス

0765-22-0341 その他

24

給食調理スタッフ 不問 正社員以外

黒部市民病院  黒部市 他

1人
富山県魚津市三ケ２２７

 魚津市 他
1人

新潟県新潟市南区清水４５０１番
地１

025-371-4115 その他

1人
新潟県新潟市南区清水４５０１番
地１

025-371-4115 その他

22

造園土木工 69歳以下 正社員
変形（1
年単位）

有限会社　新村庭樹園

0765-22-0637 その他

21

一般事務 不問 正社員
変形（1
年単位）

有限会社　オートガレージホクバ
ン

 魚津市 日祝他

20

溶接工 59歳以下 正社員

19

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

025-371-4115 その他

18

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

17

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  黒部市 他
1人

新潟県新潟市南区清水４５０１番
地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　　２月　１５日～　２月　１９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。

5人 建物サービス業
(1)8時00分～16時45分 130,390円～130,390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　10,000円まで 200人

16040-  806811
68人 その他の飲食料品小売業

(1)9時00分～18時00分 149,600円～167,200円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 40人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　16,800円まで 240人

16040-  807211
6人 他に分類されない小売業

(1)8時30分～17時30分 193,600円～246,400円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)9時00分～18時00分 3人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
月額　15,000円まで 8人

16040-  810611
88人 書籍・文房具小売業

(1)1時30分～4時30分 200,000円～250,000円
雇用期間の定めなし (2)13時00分～17時00分 38人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　3,000円まで 88人
年2回（前年度実績） 16040-  812111

68人 一般土木建築工事業
(1)8時00分～17時00分 250,000円～500,000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　20,000円まで 70人
年2回（前年度実績） 16040-  814811

39人 一般貨物自動車運送業
(1)7時30分～16時30分 174,000円～200,000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） 厚生
月額　20,000円まで 56人
年2回（前年度実績）～600,000円 16040-  815211

7人 一般土木建築工事業
(1)8時00分～17時00分 220,000円～380,000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）

91人
年2回（前年度実績） 16040-  817411

91人 一般土木建築工事業
(1)8時00分～17時00分 220,000円～380,000円

雇用期間の定めなし 17人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限なし）

91人
年2回（前年度実績） 16040-  818011

91人 一般土木建築工事業
(1)8時00分～17時00分 220,000円～300,000円

雇用期間の定めなし 17人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限なし）

91人
年2回（前年度実績） 16040-  819311

10人 金属加工機械製造業
(1)8時30分～17時30分 185,000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） 厚生
月額　10,000円まで 10人
年2回（前年度実績）235,000円～504,000円 16040-  821711

83人 病院
(1)8時30分～17時30分 300,000円～300,000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-  822811
46人 労働者派遣業

(1)8時00分～16時50分 190,738円～214,581円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)10時00分～18時50分 1人 雇用・労災・健康・厚生

(3)21時00分～5時50分 実費支給（上限あり）
月額　24,400円まで 15,000人

16010- 3175711
5人 その他の社会保険・社会福祉・介護事業

(1)8時30分～17時15分 180,000円～180,000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（上限なし）
70人

16010- 3192811
15人 とび・土工・コンクリート工事業

(1)8時00分～17時00分 156,700円～229,000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　25,100円まで 748人
年3回（前年度実績） 16050-  854311

2人 土木工事業（舗装工事業を除く）

(1)8時00分～17時00分 180,000円～260,000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

なし
2人

年2回（前年度実績） 16040-    7310
7人 管理，補助的経済活動を行う事業所（７５宿泊業）

(1)9時30分～20時00分 182,591円～186,591円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)5時30分～20時00分 3人 雇用・労災・健康・厚生

(3)5時30分～12時00分 なし
12人

年2回（前年度実績） 16040-    5810

076-432-2958 毎　週

46

移動式クレーンオペレーター
（黒部）

59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

米原商事　株式会社

076-432-1127 その他

45

相談支援員 不問 正社員以外

社会福祉法人　富山県社会福祉協
議会

 魚津市 土日祝他

44

自動車鍛造部品（駆動系）製造 不問 有期雇用派遣労働者
変形（1
年単位）

日研トータルソーシング　株式会
社　富山事業所

 下新川郡入
善町

日他

 黒部市 日祝他
1人

富山県砺波市栄町６－２７ 0763-33-2311 その他

1人
富山県富山市安住町５－２１

41

土木・舗装工事作業員 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

共和土木株式会社  黒部市 日祝他

10人
富山県富山市新富町１－１－１２
富山駅前ビル８Ｆ

 下新川郡朝
日町

日他
2人

富山県下新川郡朝日町道下９００ 0765-83-2299 毎　週

1人
富山県下新川郡入善町浦山新８８
１

0765-78-2323 その他

変形（1
年単位）

中川運輸　株式会社  魚津市 日祝他

3人
富山県黒部市荒俣１６００

 黒部市 日祝他
2人

富山県黒部市荒俣１６００ 0765-57-1176 その他

2人
富山県黒部市荒俣１６００ 0765-57-1176 その他

43

管理栄養士 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

0765-57-1176 その他

42

精密機械部品加工 35歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　エムシーピー  下新川郡入
善町

日他

2人
富山県魚津市宮津２３４番地

 黒部市 土日祝他
2人

富山県黒部市宇奈月温泉６３３－
１

0765-62-1106 毎　週

1人
富山県黒部市宇奈月町浦山９６７
－５

0765-65-7002 毎　週

40

土木技術者 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

共和土木株式会社

0765-24-5520 その他

39

建築現場管理技術者 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

共和土木株式会社  黒部市 日他

38

大型ダンプ運転手（地場） 30歳以下 正社員

37

土木施工管理 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

大高建設　株式会社

0765-52-0064 その他

36

店舗管理業務【幹部候補】 18歳以上 正社員

北日本新聞　古川販売店  黒部市 他

35

タイヤ取替及び配送 不問 正社員以外

吉田タイヤ株式会社  黒部市 日他
1人

富山県黒部市天神新２５０－１

 魚津市 他
1人

富山県魚津市湯上８４８ 0765-22-3356 その他

1人
富山県魚津市吉島２－１－１ 0765-22-9207 毎　週

34

ＳＡ内外売店店員 不問 正社員以外
変形
（1ヶ月

株式会社　ホテルニューオータニ
高岡　（有磯海サービスエリア下

33

清掃スタッフ／黒部市 不問 正社員以外

株式会社　美来  黒部市 土日他

48

調理、清掃業務 不問 正社員以外
交替制あ
り

黒部観光開発株式会社　宇奈月管
理事務所

 黒部市 他
1人

富山県黒部市宇奈月温泉３７２－
１０

0765-62-1802 その他

47

造園・剪定 不問 正社員以外

飛世造園  魚津市 土日他
1人

富山県魚津市川縁　１０５３ 0765-24-8273 毎　週
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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　　２月　１５日～　２月　１９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。
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◎ 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 農畜産物・水産物卸売業
(1)7時30分～15時00分 900円～900円

雇用期間の定めなし (2)8時00分～15時00分 5人 雇用・労災
実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 21人

16040-  873811
6人 建物サービス業

(1)8時00分～12時00分 850円～850円
雇用期間の定めなし 6人 労災

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 200人

16040-  874211
6人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

(1)11時00分～15時00分 900円～1,000円
雇用期間の定めなし (2)18時00分～21時00分 5人 労災

なし
又は11時00分～21時00分 16人

16040-  875511
6人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

(1)11時00分～15時00分 900円～1,000円
雇用期間の定めなし (2)18時00分～21時00分 5人 労災

なし
又は11時00分～21時00分 16人

16040-  876411
10人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

900円～1,200円
雇用期間の定めなし 7人 労災

なし
又は17時00分～0時00分 16人

16040-  878311
10人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

900円～1,200円
雇用期間の定めなし 7人 労災

なし
又は17時00分～23時00分 16人

16040-  879611
20人 医薬品・化粧品小売業

(1)13時00分～17時00分 850円～850円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)17時00分～21時00分 19人 労災

なし
7,233人

21030- 2520211
19人 行政機関

(1)9時00分～16時30分 1,104円～1,298円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 10人 公災

実費支給（上限あり）
月額　55,000円まで 68,479人
年2回（前年度実績） 16040-  858211

8人 他に分類されない非営利的団体

(1)17時00分～21時30分 850円～850円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 4人 労災

なし
8人

16040-  859511
32人 旅館，ホテル

(1)22時00分～8時00分 850円～850円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 23人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
日額　400円まで 32人

16040-  861611
32人 旅館，ホテル

(1)9時00分～14時00分 850円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 23人 労災

実費支給（上限あり）
日額　400円まで 32人

16040-  864711
32人 旅館，ホテル

(1)1時00分～6時00分 850円～850円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)0時00分～6時00分 23人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
日額　400円まで 32人

16040-  865811
32人 旅館，ホテル

850円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 23人 労災

実費支給（上限あり）
又は8時00分～22時00分 日額　400円まで 32人

16040-  866211
32人 旅館，ホテル

(1)6時00分～11時00分 850円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 23人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
日額　400円まで 32人

16040-  867511
32人 旅館，ホテル

(1)13時00分～21時00分 850円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)17時00分～21時00分 23人 労災

実費支給（上限あり）
日額　400円まで 32人

16040-  868411
6人 その他の道路旅客運送業

(1)20時00分～2時00分 1,000円～1,000円
雇用期間の定めなし (2)20時00分～3時00分 0人 労災

なし
6人

16040-  853611

2

清掃スタッフ／黒部市【週３日勤
務】

不問 パート労働者

株式会社　美来  黒部市
月金土日
他

1人
富山県魚津市吉島２－１－１ 0765-22-9207 毎　週

1

かに加工場でのかに茹で上げ、剥
き作業

不問 パート労働者

株式会社　ハリタ冷蔵  魚津市 日祝他
2人

富山県魚津市港町５－１８ 0765-22-0172 その他

4

調理補助 不問 パート労働者

株式会社　マハロ（とりでん黒部
店）

 黒部市 他
1人

富山県黒部市石田６７８１－３ 0765-57-3900 毎　週

3

ホール接客係 不問 パート労働者

株式会社　マハロ（とりでん黒部
店）

 黒部市 他
1人

富山県黒部市石田６７８１－３ 0765-57-3900 毎　週

6

調理補助 不問 パート労働者

株式会社　マハロ（とりでん黒部
店）

 黒部市 他
1人

富山県黒部市石田６７８１－３ 0765-57-3900 毎　週

5

ホール接客係 不問 パート労働者

株式会社　マハロ（とりでん黒部
店）

 黒部市 他
1人

富山県黒部市石田６７８１－３ 0765-57-3900 毎　週

8

未払賃金等調査補助員 不問 パート労働者

富山労働局  魚津市 土日祝他
1人

富山県富山市神通本町１丁目５－
５　富山労働総合庁舎

076-432-2727 毎　週

7

ドラッグストアスタッフ（Ｖド
ラッグ　魚津エリア）

不問 パート労働者
交替制あ
り

中部薬品　株式会社（Ｖ・ｄｒｕ
ｇ）

 魚津市 他
4人

岐阜県多治見市高根町４－２９ 0572-27-3356 毎　週

10

ナイトフロント（夜勤専門） 18歳以上 パート労働者

小川温泉開発　株式会社  下新川郡朝
日町

他
1人

富山県下新川郡朝日町湯ノ瀬１番
地

0765-84-8111 毎　週

9

受付 不問 パート労働者

特定非営利活動法人　黒部まちづ
くり協議会

 黒部市 月他
1人

富山県黒部市新牧野２２０ 0765-56-9687 なし

12

風呂清掃 18歳以上 パート労働者
交替制あ
り

小川温泉開発　株式会社  下新川郡朝
日町

他
1人

富山県下新川郡朝日町湯ノ瀬１番
地

0765-84-8111 毎　週

11

設備係 不問 パート労働者

小川温泉開発　株式会社  下新川郡朝
日町

他
1人

富山県下新川郡朝日町湯ノ瀬１番
地

0765-84-8111 毎　週

14

朝食サービススタッフ 不問 パート労働者

小川温泉開発　株式会社  下新川郡朝
日町

他
1人

富山県下新川郡朝日町湯ノ瀬１番
地

0765-84-8111 毎　週

13

フロントサービススタッフ 不問 パート労働者

小川温泉開発　株式会社  下新川郡朝
日町

他
1人

富山県下新川郡朝日町湯ノ瀬１番
地

0765-84-8111 毎　週

16

代行運転手 18歳以上 パート労働者

相木代行  魚津市 他
3人

富山県魚津市相木１０１７－１ 090-1391-
7227

毎　週

15

サービススタッフ 不問 パート労働者

小川温泉開発　株式会社  下新川郡朝
日町

他
2人

富山県下新川郡朝日町湯ノ瀬１番
地

0765-84-8111 毎　週
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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　　２月　１５日～　２月　１９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。

45人 他に分類されない卸売業
900円～900円

雇用期間の定めなし 31人 雇用・労災
実費支給（上限あり）

又は8時00分～17時00分 月額　50,000円まで 200人
16040-  854911

2人 障害者福祉事業
(1)6時15分～8時15分 880円～880円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)15時30分～19時30分 2人 労災
実費支給（上限あり）
月額　9,000円まで 120人

16040-  855111
38人 市町村機関

1,508円～1,702円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 21人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
又は8時00分～16時30分 月額　34,890円まで 938人

年2回（前年度実績） 16040-  857811
8人 建物サービス業

(1)8時00分～17時00分 1,000円～1,200円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)16時30分～22時00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 1,563人

16010- 3319711
4人 他に分類されない事業サービス業

(1)9時45分～17時30分 850円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)12時15分～20時00分 4人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし）
252人

年2回（前年度実績）0円～50,000円 21020- 2058811
85人 百貨店，総合スーパー

(1)17時00分～21時00分 900円～1,200円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)20時00分～0時00分 68人 労災

実費支給（上限あり）
又は6時30分～17時00分 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-  823211
85人 百貨店，総合スーパー

1,100円～1,250円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 68人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
又は9時00分～21時00分 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-  824511
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-  825411

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-  826011

85人 百貨店，総合スーパー
(1)7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） 68人 雇用・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-  827311

85人 百貨店，総合スーパー
(1)8時30分～17時00分 850円～1,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 68人 雇用・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-  828611

85人 百貨店，総合スーパー
(1)7時00分～13時00分 865円～1,015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-  830711

85人 百貨店，総合スーパー
900円～1,050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）

又は9時00分～17時00分 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-  831811

12人 経済団体
850円～950円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 11人 雇用・労災
実費支給（上限あり）

又は9時00分～19時15分 月額　8,000円まで 23人
16040-  836311

721人 病院
(1)5時00分～12時30分 900円～900円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 572人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 938人
年2回（前年度実績） 16040-  838911

721人 病院
(1)8時30分～13時30分 1,215円～1,274円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)9時00分～12時30分 572人 労災
実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 938人
年2回（前年度実績） 16040-  839111

18

世話人（青野の家） 不問 パート労働者

社会福祉法人　新川むつみ園  下新川郡入
善町

他
2人

富山県下新川郡入善町浦山新２２
０８

0765-78-1131 毎　週

17

工場内清掃 59歳以下 パート労働者

株式会社　卵のタカムラ  黒部市 日他
1人

富山県黒部市沓掛６３５ 0765-54-1162 その他

20

温浴施設の受付・管理運営（湯め
どころ宇奈月）

不問 パート労働者
交替制あ
り

株式会社　ホクタテ  黒部市 火他
1人

富山県富山市中野新町１丁目２番
１０号

076-421-0400 毎　週

19

中学校英会話講師 不問 パート労働者

黒部市教育委員会  黒部市 土日祝他
1人

富山県黒部市三日市１３０１ 0765-54-2111 毎　週

22

レジスタッフ（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

21

婦人服販売員（請）魚津ショッピ
ングスクエアサンプラザ「ジ

不問 パート労働者
交替制あ
り

株式会社エムスタッフ  魚津市 他
1人

岐阜県大垣市荒尾玉池２－２１ 0584-92-1101 毎　週

24

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

23

登録販売者（マックスバリュ黒部
コラーレ前店）

不問 パート労働者
交替制あ
り

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

26

日配食品スタッフ（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

25

早朝・店出し 18歳以上 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

28

農産スタッフ（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

27

事務スタッフ（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
1人

富山県黒部市植木７７１番１ 0765-54-3522 その他

30

観光業務全般 不問 パート労働者

一般社団法人　黒部・宇奈月温泉
観光局

 黒部市 他
1人

富山県黒部市若栗３２１２－１ 0765-57-2850 毎　週

29

クオリティキーパー 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
1人

富山県黒部市植木７７１番１ 0765-54-3522 その他

32

診療放射線技師 不問 パート労働者

黒部市民病院  黒部市 土日祝他
1人

富山県黒部市三日市１１０８－１ 0765-54-2211 毎　週

31

給食調理スタッフ 不問 パート労働者

黒部市民病院  黒部市 他
1人

富山県黒部市三日市１１０８－１ 0765-54-2211 毎　週
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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　　２月　１５日～　２月　１９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。

721人 病院
1,700円～1,700円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 572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00分 月額　20,000円まで 938人
年2回（前年度実績） 16040-  840211

59人 警備業
(1)8時00分～17時00分 1,080円～1,200円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 3人 労災
実費支給（上限なし）

303人
16040-  843011

8人 建物サービス業
(1)8時00分～12時15分 870円～980円

雇用期間の定めなし 8人 雇用・労災
実費支給（上限あり）

又は7時30分～17時00分 月額　10,000円まで 223人
16040-  845611

8人 建物サービス業
(1)13時00分～17時00分 860円～930円

雇用期間の定めなし 8人 労災
実費支給（上限あり）
月額　5,000円まで 223人

16040-  846911
68人 その他の飲食料品小売業

(1)18時00分～22時00分 850円～1,200円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 40人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
月額　16,800円まで 240人

16040-  801311
68人 その他の飲食料品小売業

(1)21時00分～6時00分 950円～950円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)22時00分～7時00分 40人 労災

実費支給（上限あり）
月額　16,800円まで 240人

16040-  802611
68人 その他の飲食料品小売業

(1)22時00分～7時00分 950円～950円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 40人 労災

実費支給（上限あり）
月額　16,800円まで 240人

16040-  803911
3人 建物サービス業

(1)7時00分～16時00分 900円～1,500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 3人

16040-  808511
11人 農林水産業協同組合（他に分類されないもの）

(1)8時30分～16時00分 950円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)9時00分～16時30分 6人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 26人

16040-  809411
97人 旅館，ホテル

(1)23時30分～4時30分 1,070円～1,150円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 41人 労災

実費支給（上限あり）
月額　5,000円まで 97人
年2回（前年度実績）5,000円～30,000円 16040-  811911

45人 他に分類されない卸売業
1,000円～1,200円

雇用期間の定めなし 31人 労災
実費支給（上限あり）

又は8時00分～17時00分 月額　50,000円まで 200人
16040-  816511

4人 自動車整備業
900円～1,050円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 1人 労災
実費支給（上限あり）

又は8時30分～17時00分 日額　300円まで 4人
16040-  820111

4人 産業用機械器具賃貸業
(1)18時00分～20時00分 880円～880円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 2人 労災
なし

748人
16050-  879011

2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 1人 労災
実費支給（上限あり）

又は12時00分～16時00分 月額　10,000円まで 33人
16070-  500011

34

警備員（交通誘導員） 18歳以上 パート労働者

株式会社　パトロード富山　新川
支社

 魚津市 他
5人

富山県魚津市吉島２丁目５－１７ 0765-22-8648 毎　週

33

薬剤師 不問 パート労働者

黒部市民病院  黒部市 土日祝他
1人

富山県黒部市三日市１１０８－１ 0765-54-2211 毎　週

36

清掃・リネンサービス【特別養護
老人ホーム越之湖】

不問 パート労働者

株式会社　谷口美装  黒部市 他
1人

富山県下新川郡朝日町山崎４４２
－２

0765-84-8989 毎　週

35

清掃員【あさひ総合病院】 不問 パート労働者

株式会社　谷口美装  下新川郡朝
日町

土日祝他
1人

富山県下新川郡朝日町山崎４４２
－２

0765-84-8989 毎　週

38

フードコート店員（夜間） 18歳以上 パート労働者
交替制あ
り

株式会社　ホテルニューオータニ
高岡　（有磯海サービスエリア下

 魚津市 他
1人

富山県魚津市湯上８４８ 0765-22-3356 毎　週

37

ＳＡ内売店での接客及び販売 不問 パート労働者

株式会社　ホテルニューオータニ
高岡　（有磯海サービスエリア下

 魚津市 他
1人

富山県魚津市湯上８４８ 0765-22-3356 その他

40

清掃員 不問 パート労働者

株式会社エムズサービス  魚津市 土日祝他
1人

富山県魚津市吉島３８２０－４５ 0765-55-5132 毎　週

39

ＳＡ売店での接客及び販売（夜
間）

18歳以上 パート労働者

株式会社　ホテルニューオータニ
高岡　（有磯海サービスエリア下

 魚津市 他
1人

富山県魚津市湯上８４８ 0765-22-3356 毎　週

42

浴場清掃 18歳以上 パート労働者

株式会社　金太郎温泉  魚津市 他
2人

富山県魚津市天神野新６０００ 0765-24-1222 毎　週

41

一般事務補助 不問 パート労働者

魚津漁業協同組合  魚津市 土日祝他
1人

富山県魚津市漁港定坊割 0765-24-0068 毎　週

44

自動車整備士 不問 パート労働者

有限会社　小西モータース　（新
車市場　魚津店）

 魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市相木２８４－１ 0765-22-0063 毎　週

43

機械メンテナンス 不問 パート労働者

株式会社　卵のタカムラ  黒部市 日他
1人

富山県黒部市沓掛６３５ 0765-54-1162 毎　週

46

ピッキング作業（パートタイム／
黒部支店）

不問 パート労働者

株式会社　サンフーズ  黒部市
火水金土
日祝他

1人
富山県滑川市上小泉２１８３番地 076-475-0341 毎　週

45

セルフ給油所の監視員（黒部給油
所）

不問 パート労働者

米原商事　株式会社　本社  黒部市 他
2人

富山県砺波市栄町６－２７ 0763-33-2311 毎　週
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