
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

25人 市町村機関
(1)8時30分～17時15分 165,900円～182,200円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 23人 雇用・公災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　35,000円まで 400人
年2回（前年度実績） 16040- 1463011

49人 畜産食料品製造業
(1)8時00分～17時00分 158,000円～162,000円

雇用期間の定めなし 24人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 49人
年2回（前年度実績） 16040- 1464311

13人 書籍・文房具小売業
174,000円～204,000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）

又は8時30分～0時30分の 月額　22,750円まで 700人
年2回（前年度実績） 16040- 1470411

26人 一般貨物自動車運送業
(1)7時30分～16時30分 164,160円～259,200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　5,000円まで 26人

16040- 1476711
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- 1481611
7人 自動車整備業

(1)9時00分～18時00分 220,000円～300,000円
雇用期間の定めなし (2)9時00分～17時00分 6人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　5,000円まで 7人
年2回（前年度実績） 16040- 1502611

25人 プラスチックフィルム・シート・床材・合成皮革製造業

(1)8時00分～16時45分 145,000円～175,000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　10,000円まで 25人
年2回（前年度実績） 16040- 1453511

2人 その他の生産用機械・同部分品製造業

(1)8時00分～17時00分 150,000円～300,000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

実費支給（上限あり） 拠出
月額　20,000円まで 2人

16040- 1454411
17人 金属加工機械製造業

(1)8時15分～17時00分 155,000円～155,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 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 17人
年2回（前年度実績） 16040- 1455011

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 172,860円～190,950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- 1458911

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 172,860円～190,950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- 1459111

187人 電子デバイス製造業
(1)8時10分～17時00分 151,000円～151,000円

雇用期間の定めなし 92人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 188人
年2回（前年度実績） 16040- 1461511

43人 一般貨物自動車運送業
(1)8時00分～17時00分 221,300円～245,300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　50,000円まで 180,000
年2回（前年度実績） 16020- 3476511

1人 その他の技術サービス業
(1)9時00分～18時00分 186,000円～360,000円

雇用期間の定めなし 0人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限なし）

20人
年2回（前年度実績） 15010-10043211

1人 その他の技術サービス業
(1)9時00分～18時00分 186,000円～360,000円

雇用期間の定めなし 0人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限なし）

20人
年2回（前年度実績） 15010-10046011

1人 その他の技術サービス業
(1)9時00分～18時00分 186,000円～360,000円

雇用期間の定めなし 0人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限なし）

20人
年2回（前年度実績） 15010-10049911

 魚津市　他 土日祝他
2人

新潟県新潟市中央区米山４丁目１
－３１　紫竹総合ビル１階

025-240-7788 毎　週

2人
新潟県新潟市中央区米山４丁目１
－３１　紫竹総合ビル１階

025-240-7788 毎　週

16

Ｗｅｂ系システム開発技術者（富
山県内）

59歳以下 正社員

株式会社　大藤エンジニアリング

025-240-7788 毎　週

15

オープン系システム開発技術者
（富山県内）

59歳以下 正社員

株式会社　大藤エンジニアリング  魚津市　他 土日祝他

14

スマホアプリ開発（富山県内） 59歳以下 正社員

株式会社　大藤エンジニアリング  魚津市　他 土日祝他
2人

新潟県新潟市中央区米山４丁目１
－３１　紫竹総合ビル１階

 魚津市　他 他
3人

富山県射水市本開発３０５－１ 0766-55-1935 その他

1人
富山県下新川郡朝日町大家庄３５
８－１

0765-82-1740 その他

13

乗務（セールスドライバー）【呉
東】

64歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

ヤマト運輸株式会社　富山主管支
店

0765-52-1793 毎　週

12

製品の検査 44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

朝日電子　株式会社  下新川郡朝
日町

日祝他

11

アルミ建材製品の運搬及び資材の
開梱作業

59歳以下 正社員
交替制あ
り

有限会社　開澤アルミ  黒部市 土日祝他
2人

富山県黒部市中新５７３－１

 黒部市 土日祝他
2人

富山県黒部市中新５７３－１ 0765-52-1793 毎　週

1人
富山県魚津市三ケ２２７ 0765-22-0637 その他

10

アルミ建材製品の加工及び設備オ
ペレーター業務

59歳以下 正社員
交替制あ
り

有限会社　開澤アルミ

0765-32-4021 毎　週

9

現場事務補助 不問 正社員以外
変形（1
年単位）

辻精機株式会社  魚津市 日他

8

機械設計 不問 正社員以外

株式会社　Ｄ－Ｆａｃｔｏｒｙ  下新川郡朝
日町

土日祝他
2人

富山県下新川郡朝日町泊２６０

 黒部市 日他
2人

富山県黒部市若栗２１６３ 0765-52-0046 その他

1人
富山県下新川郡入善町上野２６２
８－３

0765-72-0077 その他

7

製袋工 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

吉沢工業　株式会社

0765-32-4871 その他

6

自動車整備士・修理工 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　藤塚モータース  下新川郡入
善町

日祝他

5

草刈り・解体の手元等 不問 正社員

栄ロック  魚津市 日他

64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

横山冷菓　株式会社  黒部市 日他

2人
富山県魚津市双葉町３－１５

 魚津市 他
1人

富山県魚津市川縁１４６番地１ 0765-22-8110 その他

2人
富山県下新川郡朝日町沼保９０９
－２（営業本部：魚津市吉島２２

0765-88-2660 その他

0765-23-1020 毎　週

【先週１週間　３月　２２日　～　３月　２６日に受理】

賃金

通勤手当

賞与（前年度実績）

4

運転手 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社マック興業

0765-56-7800 その他

3

販売・商品管理（黒部店） 39歳以下 正社員
交替制あ
り

株式会社　明文堂プランナー  黒部市 他

2

アイスクリーム製造ラインスタッ
フ

1

保健師 不問 正社員以外

魚津市役所

2人
富山県黒部市石田９７８

 魚津市 土日祝他
1人

富山県魚津市釈迦堂１丁目１０－
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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12人 他に分類されない卸売業
(1)8時30分～17時00分 165,000円～175,000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　20,000円まで 12人
年2回（前年度実績） 16040- 1448611

32人 老人福祉・介護事業
(1)8時30分～17時15分 170,400円～183,300円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 31人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　21,500円まで 32人
年2回（前年度実績） 16040- 1449911

24人 不動産賃貸業（貸家業，貸間業を除く）

(1)8時30分～17時30分 205,000円～280,000円
雇用期間の定めなし (2)16時30分～9時30分 20人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　13,000円まで 25人
年2回（前年度実績） 16040- 1450711

12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 180,000円～250,000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　7,200円まで 12人
年2回（前年度実績） 16040- 1451811

17人 老人福祉・介護事業
(1)8時30分～17時30分 200,000円～220,000円

雇用期間の定めなし 15人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　12,000円まで 33人
年2回（前年度実績） 16040- 1431911

85人 建設用・建築用金属製品製造業（製缶板金業を含む）

(1)16時00分～0時00分 160,000円～180,000円
雇用期間の定めなし 55人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし）
110人

年2回（前年度実績） 16040- 1432111
98人 病院

(1)9時00分～18時00分 160,000円～240,000円
雇用期間の定めなし 69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- 1433711

10人 園芸サービス業
(1)8時00分～17時00分 184,000円～402,500円

雇用期間の定めなし 2人 雇用・労災・健康・厚生
なし

10人
年2回（前年度実績） 16040- 1435211

6人 建物サービス業
(1)8時00分～17時00分 200,000円～250,000円

雇用期間の定めなし (2)8時00分～12時00分 1人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　5,000円まで 25人
年2回（前年度実績） 16040- 1443211

4人 金属加工機械製造業
(1)8時30分～17時00分 160,000円～240,000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 4人
年2回（前年度実績） 16040- 1444511

28人 ガラス・同製品製造業
(1)8時00分～17時00分 153,000円～193,000円

雇用期間の定めなし 24人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 28人
年2回（前年度実績） 16040- 1446011

65人 その他の専門サービス業
(1)8時00分～17時00分 150,144円～150,144円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 60人 雇用・労災・健康・厚生
なし

270人
17080- 2753511

13人 自動車卸売業
(1)9時00分～17時30分 187,000円～260,000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）
2,500人

年2回（前年度実績） 23010- 9490111
2人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

(1)10時00分～18時00分 270,000円～400,000円
雇用期間の定めなし (2)15時30分～23時30分 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 11人
年2回（前年度実績）～200,000円 16010- 5572911

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- 1419211

4人 自動車整備業
(1)8時30分～17時30分 140,085円～247,500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） 厚生
月額　2,000円まで 16人

16040- 1422611
0765-54-1377 その他

32

鈑金・塗装 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

有限会社　カーメインテナンス朝
倉

 黒部市 日祝他
1人

富山県黒部市前沢１９１８－６

 黒部市 土日他
1人

富山県黒部市生地２６３ 0765-57-0835 毎　週

2人
富山県富山市津羽見　３２ 076-483-4560 その他

31

建材部品組立 不問 正社員

ナカジンラフター株式会社

052-871-4171 その他

30

調理（むてっぽう　魚津店） 不問 正社員
変形
（1ヶ月

有限会社　ヌードルチェーンＳＡ  魚津市 他

29

営業【ルートセールスおよび新規
開拓】

44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社ヨコハマタイヤジャパン
中部営業本部

 魚津市　他 日祝他
1人

愛知県名古屋市昭和区白金三丁目
５番９号 

 黒部市 土日祝
1人

石川県野々市市稲荷２丁目１７６
番地

076-246-8711 毎　週

2人
富山県下新川郡入善町上飯野２４
１

0765-74-0373 その他

28

受付フォロー兼環境整備（黒部市
民病院）

不問 正社員以外

株式会社　ダスキンヘルスケア北
陸

0765-72-4266 毎　週

27

組立・検査・包装 44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　佐藤アンプル製作所  下新川郡入
善町

日祝他

26

切削工具等の研磨作業 40歳以下 正社員

エヌツール  下新川郡入
善町

土日他
1人

富山県下新川郡入善町神林２８８

 黒部市 他
1人

富山県黒部市吉田２１１２ 0765-32-4289 その他

1人
富山県黒部市石田６５８１ 0765-54-3581 その他

25

清掃 不問 正社員

株式会社　四葉クリーン

0765-23-6366 その他

24

造園・土木技術者及び作業員 44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

有限会社　紙谷造園  黒部市 日他

23

スポーツトレーナー 59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

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

 黒部市 土日祝他
2人

富山県魚津市吉島３８６－１ 0765-24-1197 毎　週

1人
富山県黒部市田家新７６５番地２ 0765-56-5703 毎　週

22

製造業（アルミ製窓・ドア加工組
立）

59歳以下 正社員

カトーインダストリー　株式会社

0765-54-0007 その他

21

介護職員 不問 正社員

有限会社　隠居くらぶ  黒部市 日他

20

品質管理・出荷 44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

金山工業株式会社  黒部市 日祝他
1人

富山県黒部市沓掛３２５９－６

 下新川郡入
善町

他
1人

富山県下新川郡入善町入膳３４３ 0765-74-7111 その他

1人
富山県下新川郡入善町上野２７９
３－１　入善町健康交流プラザ

0765-72-5686 毎　週

19

施設管理主任（管理者見習い） 64歳以下 正社員
交替制あ
り

入善工業にゅうぜんの里　株式会
社

0765-52-3536 その他

18

訪問介護員 不問 正社員以外

社会福祉法人　入善町社会福祉協
議会

 下新川郡入
善町

日他

17

一般事務 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　黒部通商  黒部市 日祝他
1人

富山県黒部市田家新７５３－３
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4人 自動車整備業
(1)8時30分～17時30分 140,085円～247,500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） 厚生
月額　2,000円まで 16人

16040- 1423911
7人 広告業

(1)8時00分～17時00分 180,000円～250,000円
雇用期間の定めなし 5人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　8,000円まで 9人

16040- 1425711
8人 管工事業（さく井工事業を除く）

(1)8時00分～17時00分 181,000円～251,000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　3,000円まで 8人
年3回（前年度実績） 16040- 1426811

12人 他に分類されない小売業
(1)11時00分～17時00分 1,100円～1,300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（上限なし）

60人
16020- 3544111

12人 他に分類されない小売業
(1)11時00分～17時00分 1,100円～1,300円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 10人 雇用・労災
実費支給（上限なし）

60人
16020- 3545711

12人 スポーツ施設提供業
(1)8時00分～13時00分 850円～880円

雇用期間の定めなし (2)12時00分～17時00分 10人 労災
実費支給（上限なし）

12人
16040- 1465611

4人 男子服小売業
(1)10時00分～19時00分 1,000円～1,000円

雇用期間の定めなし (2)11時00分～20時00分 2人 雇用・労災
なし

5,600人
16040- 1466911

20人 書籍・文房具小売業
850円～850円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 16人 労災
実費支給（上限あり）

又は8時30分～0時30分の 月額　22,750円まで 700人
16040- 1468711

20人 書籍・文房具小売業
850円～850円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 16人 雇用・労災
実費支給（上限あり）

又は8時30分～23時00分 月額　22,750円まで 700人
16040- 1469811

13人 書籍・文房具小売業
850円～850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）

又は15時00分～0時30分 月額　22,750円まで 700人
16040- 1471011

15人 ゴムベルト・ゴムホース・工業用ゴム製品製造業

(1)9時00分～12時00分 850円～950円
雇用期間の定めなし 7人 労災

実費支給（上限あり）
月額　5,000円まで 30人

16040- 1496411
45人 その他の飲食料品小売業

850円～850円
雇用期間の定めなし 20人 雇用・労災

なし
又は8時00分～16時00分 45人

16040- 1503911
12人 老人福祉・介護事業

1,250円～1,250円
雇用期間の定めなし 12人 労災

実費支給（上限あり）
又は8時00分～12時00分 月額　7,000円まで 70人

年2回（前年度実績）0円～220,000円 16040- 1452211
42人

計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器

1,500円～1,500円
雇用期間の定めなし 6人 労災

なし
又は8時00分～16時00分 43人

16040- 1456311
187人 電子デバイス製造業

851円～851円
雇用期間の定めなし 92人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
又は8時00分～17時00分 月額　5,000円まで 188人

16040- 1460211
2人 電気通信・信号装置工事業

(1)8時30分～12時00分 870円～870円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)12時00分～17時15分 2人 雇用・労災

(3)13時00分～17時15分 実費支給（上限なし）
545人

16010- 5639811

0765-22-8469 その他

35

配管工 35歳以下 正社員
変形（1
年単位）

有限会社　寺崎設備工業所  魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市石垣１２

 黒部市 日他
1人

富山県魚津市川縁１０７１－８ 090-4325-
4663

その他

1人
富山県黒部市前沢１９１８－６ 0765-54-1377 その他

34

広報・ＰＲ担当スタッフ 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社スターゲイト新川

33

営業 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

有限会社　カーメインテナンス朝
倉

 黒部市 日祝他

1

スマホ初期設定ヘルパー【黒部
店】

不問 パート労働者

株式会社　トリニティ  黒部市 他
1人

富山県高岡市二塚３２２－３ 0766-24-3663 毎　週

2

スマホ初期設定ヘルパー【魚津
店】

不問 パート労働者

株式会社　トリニティ  魚津市 他
1人

富山県高岡市二塚３２２－３ 0766-24-3663 毎　週

3

フロント業務 不問 パート労働者
交替制あ
り

株式会社　アンテロ－プ  魚津市 他
1人

富山県魚津市道坂１０３－４ 0765-32-8850 毎　週

4

店内販売スタッフ 不問 パート労働者
交替制あ
り

青山商事株式会社（洋服の青山
魚津店）

 魚津市 他
1人

富山県魚津市吉島１４５－２ 0765-22-8556 毎　週

5

販売・商品管理（新入善店） 不問 パート労働者

株式会社　明文堂プランナー  下新川郡入
善町

他
3人

富山県下新川郡朝日町沼保９０９
－２（営業本部：魚津市吉島２２

0765-88-2660 その他

6

カフェスタッフ（新入善店） 不問 パート労働者

株式会社　明文堂プランナー  下新川郡入
善町

他
2人

富山県下新川郡朝日町沼保９０９
－２（営業本部：魚津市吉島２２

0765-88-2660 その他

7

販売・商品管理（黒部店） 不問 パート労働者

株式会社　明文堂プランナー  黒部市 他
2人

富山県下新川郡朝日町沼保９０９
－２（営業本部：魚津市吉島２２

0765-88-2660 その他

8

事務員 不問 パート労働者

有限会社　エムテックス宝田  黒部市 土日祝他
1人

富山県黒部市生地中区５８ 0765-57-0117 毎　週

9

調理・配達 不問 パート労働者

有限会社　テイスト  下新川郡朝
日町

他
1人

富山県下新川郡朝日町月山２３４
－４

0765-82-2178 その他

10

看護師（魚津） 65歳以下 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 他
1人

富山県魚津市吉島１１１８－１ 0765-24-0315 毎　週

11

社内清掃 不問 パート労働者

川端鐵工　株式会社  黒部市 土日祝他
1人

富山県黒部市生地芦区２４７ 0765-56-8163 毎　週

12

製品の検査 不問 パート労働者

朝日電子　株式会社  下新川郡朝
日町

日祝他
1人

富山県下新川郡朝日町大家庄３５
８－１

0765-82-1740 その他

13

電話交換手 不問 パート労働者
交替制あ
り

株式会社　ほくつう　富山支社  下新川郡朝
日町

土日祝他
1人

富山県富山市綾田町１丁目７番２
３号

076-431-1111 毎　週
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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- 5652911

50人 旅館，ホテル
(1)9時00分～14時00分 850円～950円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 20人 雇用・労災
実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 50人

16040- 1438011
50人 旅館，ホテル

(1)13時00分～22時00分 1,000円～1,125円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)16時00分～22時00分 20人 労災

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 50人

16040- 1439311
50人 旅館，ホテル

(1)8時30分～13時00分 850円～950円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)18時00分～22時00分 20人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 50人

16040- 1440111
65人 その他の専門サービス業

(1)12時30分～17時30分 1,000円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 60人 雇用・労災

なし
270人

17080- 2741711
65人 その他の専門サービス業

(1)12時30分～21時00分 950円～950円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 60人 雇用・労災・健康・厚生

なし
270人

17080- 2752211
143人 百貨店，総合スーパー

1,030円～1,180円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 89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 4,731人

16040- 1420011
65人 郵便局

(1)7時45分～15時30分 950円～950円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 13人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
日額　2,600円まで 133人
年2回（前年度実績） 16040- 1421311

22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)9時30分～18時30分 850円～900円
雇用期間の定めなし (2)9時00分～18時00分 16人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)10時00分～19時00分 実費支給（上限なし）
22人

16040- 1424111
14人 老人福祉・介護事業

(1)9時00分～12時00分 850円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 13人 労災

実費支給（上限あり）
月額　3,000円まで 14人

16040- 1427211
46人 高等学校，中等教育学校

(1)8時30分～16時15分 880円～900円
雇用期間の定めなし 23人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限なし）
108人

16040- 1428511
18人 市町村機関

(1)7時00分～8時30分 930円～930円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 18人 労災

実費支給（上限あり）
月額　31,600円まで 471人

16040- 1430611

14

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

15

客室清掃 不問 パート労働者

株式会社　宇奈月延対寺荘  黒部市 他
2人

富山県黒部市宇奈月温泉５３ 0765-62-1234 毎　週

16

接客係 不問 パート労働者
交替制あ
り

株式会社　宇奈月延対寺荘  黒部市 他
2人

富山県黒部市宇奈月温泉５３ 0765-62-1234 毎　週

17

布団あげ・皿洗い・配膳接客 不問 パート労働者

株式会社　宇奈月延対寺荘  黒部市 他
2人

富山県黒部市宇奈月温泉５３ 0765-62-1234 その他

18

食器洗浄業務（黒部市民病院） 不問 パート労働者

株式会社　ダスキンヘルスケア北
陸

 黒部市 他
1人

石川県野々市市稲荷２丁目１７６
番地

076-246-8711 毎　週

19

（請）手術室内環境整備（黒部市
民病院）

不問 パート労働者

株式会社　ダスキンヘルスケア北
陸

 黒部市 土日祝
1人

石川県野々市市稲荷２丁目１７６
番地

076-246-8711 毎　週

20

鮮魚担当 不問 パート労働者

株式会社　ＰＬＡＮＴ（ＳＵＰＥ
Ｒ　ＣＥＮＴＥＲ　ＰＬＡＮＴ黒

 黒部市 他
1人

富山県黒部市立野１７５番１ 0765-55-1300 毎　週

21

郵便物の配達 不問 パート労働者

日本郵便株式会社　郵便事業総本
部　魚津郵便局

 下新川郡入
善町

日他
2人

富山県魚津市本江字中の坪１００
７

0765-22-0300 毎　週

22

施設管理（パート） 不問 パート労働者
交替制あ
り

株式会社　魚津興産  魚津市 他
1人

富山県魚津市駅前新町５－３０ 0765-24-3030 毎　週

23

調理員補助 不問 パート労働者

特定非営利活動法人　三樹福寿会  黒部市 日他
1人

富山県黒部市植木１９４－２ 0765-52-2121 毎　週

24

経理事務 59歳以下 パート労働者

学校法人　荒井学園　新川高等学
校

 魚津市 土日祝他
1人

富山県魚津市吉島１３５０ 0765-24-2015 毎　週

25

保育士（早朝パート） 不問 パート労働者

入善町役場  下新川郡入
善町

土日祝他
3人

富山県下新川郡入善町入膳３２５
５番地

0765-72-1100 毎　週

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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