
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

14人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

190,000円～210,000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（上限なし）
又は22時00分～9時00分の
間の8時間程度

45,183人
年2回（前年度実績）200,000円～300,000円 13040-89186111

1人 化学製品卸売業
250,000円～340,000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　30,000円まで 57人
年2回（前年度実績） 13070-56830011

59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 300,000円～400,000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　15,000円まで 75人
年2回（前年度実績） 16040- 4878211

59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 350,000円～500,000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　15,000円まで 75人
年2回（前年度実績） 16040- 4879511

180人 病院
(1)8時00分～17時00分 280,200円～323,000円

雇用期間の定めなし 135人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 180人
年2回（前年度実績） 16040- 4881611

16人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

190,000円～210,000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（上限なし）
又は22時00分～9時00分の
間の8時間程度

45,183人
年2回（前年度実績）200,000円～300,000円 13040-88654411

17人 産業用機械器具賃貸業
(1)7時50分～17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・財形・その他

実費支給（上限あり）
月額　22,000円まで 21人
年2回（前年度実績） 16040- 4870411

4人 一般土木建築工事業
(1)7時30分～17時30分 168,000円～388,500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　10,000円まで 4人
年2回（前年度実績）540,000円～1,370,000円 16040- 4871011

7人 管工事業（さく井工事業を除く）

(1)8時00分～17時00分 180,000円～250,000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）
月額　10,000円まで 7人
年2回（前年度実績）250,000円～300,000円 16040- 4872311

105人 工業用プラスチック製品製造業

(1)8時30分～17時15分 181,100円～212,600円
雇用期間の定めなし (2)16時45分～1時05分 60人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)0時50分～8時50分 実費支給（上限あり）
月額　50,000円まで 106人
年2回（前年度実績） 16040- 4875111

104人 老人福祉・介護事業
(1)8時30分～17時30分 157,300円～185,000円

雇用期間の定めなし 76人 雇用・労災・健康・厚生
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- 4876711

10人 土木工事業（舗装工事業を除く）

(1)8時00分～17時00分 153,000円～170,000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 10人
年2回（前年度実績）100,000円～250,000円 16040- 4877811

66人 一般土木建築工事業
(1)8時00分～17時00分 205,000円～205,000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）
月額　20,000円まで 67人
年3回（前年度実績） 16040- 4882911

46人 一般貨物自動車運送業
(1)7時30分～16時30分 160,000円～210,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 9人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　100,000円まで 58,527人
年2回（前年度実績）0円～50,000円 23170-12212911

9人 酒場，ビヤホール
(1)15時00分～0時00分 208,300円～278,000円

雇用期間の定めなし (2)19時00分～1時00分 3人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)10時00分～23時00分 実費支給（上限あり） 拠出
月額　50,000円まで 22,527人

13170-14405411
10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)9時00分～18時00分 6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 123人
年2回（前年度実績） 16010-18646311

1

接客・調理／魚津本江店
18歳以上 正社員以外

株式会社　すき家

1人
東京都渋谷区広尾１－４－８

 魚津市 他
2人

東京都港区港南二丁目１８番１号
ＪＲ品川イーストビル５階

03-6833-5064 毎　週

【先週１週間　　１０月　　４日～　１０月　８日に受理】

賃金

通勤手当

賞与（前年度実績）

4

製造スタッフ（課長候補）【魚津
工場】

59歳以下 正社員

栄産業株式会社　魚津工場

03-3444-0233 その他

3

生産技術【魚津工場】
59歳以下 正社員

栄産業株式会社　魚津工場
 魚津市 土日他

2

＜急募＞【営業管理職】（所長補
佐）／魚津出張所

66歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

高千穂商事株式会社
 魚津市 日他

1人
富山県黒部市荻生８２１

 魚津市 土日他
1人

富山県魚津市住吉字野毛４０９９
－６

0765-24-1661 毎　週

2人
富山県魚津市住吉字野毛４０９９
－６

0765-24-1661 毎　週

7

建設機械レンタルに伴う配送
40歳以下 正社員

変形（1
年単位）

大平リース　株式会社

0765-54-5400 毎　週

6

接客・調理／８号黒部店
18歳以上 正社員以外

株式会社　すき家
 黒部市 他

5

社会福祉士
69歳以下 正社員

医療法人社団　一志会　池田リハ
ビリテーション病院

 黒部市 日祝他

2人
富山県魚津市住吉３５５９－５
（株）ナチュラル工房内

 黒部市 日祝他
2人

富山県黒部市田家新５８４－１
0765-54-0001 その他

2人
東京都港区港南二丁目１８番１号
ＪＲ品川イーストビル５階

03-6833-5064 毎　週

10

プラスチック成形
59歳以下 正社員

交替制あ
り

入善キタノ製作株式会社

0765-22-8889 その他

9

空調設備製造工
44歳以下 正社員

変形（1
年単位）

株式会社　松本工業
 黒部市 日他

8

大工
不問 正社員

変形（1
年単位）

ナチュラルワークス　合同会社
 魚津市 日祝他

1人
富山県黒部市宇奈月町下立３７

 下新川郡入善
町

日他
1人

富山県下新川郡入善町古黒部２０
５０番地

0765-72-2000 その他

3人
富山県黒部市岡４２６－４

0765-54-1265 その他

13

型枠技能社員
不問 正社員以外

大高建設　株式会社

0765-65-1180 その他

12

一般事務
59歳以下 正社員

変形（1
年単位）

株式会社　清河工業
 魚津市 日祝他

11

介護員（デイサービスセンター）
61歳以下 正社員

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 日他

1人
愛知県小牧市大字三ツ渕惣作１３
５０

 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
富山県魚津市江口４０５番地

0765-24-7755 その他

16

介護スタッフ（うちくる魚津労災
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

0120-789-635 その他

15

正社員店舗スタッフ（魚民　黒部
店）

18歳～44歳 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社　モンテローザフーズ
 黒部市 他

14

【急募】セールスドライバー職
（黒部営業所）

不問 正社員以外
変形
（1ヶ月

佐川急便株式会社
 黒部市 他

 魚津市 他
1人

富山県富山市西野新４７番
076-461-7765 毎　週

1人
東京都武蔵野市中町１－１７－３
６．モンテローザ三鷹本社ビル

0422-36-6788 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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（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 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

(1)6時00分～15時00分 180,000円～260,000円
雇用期間の定めなし (2)9時00分～18時00分 4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 130人
年2回（前年度実績）0円～400,000円 16010-18677511

5人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

(1)5時30分～14時30分 185,000円～250,000円
雇用期間の定めなし (2)9時00分～18時00分 3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）
又は5時00分～19時30分の
間の8時間程度

月額　10,000円まで 130人
年2回（前年度実績）0円～400,000円 16010-18681111

53人 都道府県機関
(1)8時30分～17時15分 194,700円～213,500円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 36人 公災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　55,000円まで 15,384人
年2回（前年度実績） 16010-18746711

45人 一般土木建築工事業
(1)8時00分～17時00分 205,000円～371,000円

雇用期間の定めなし 4人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限なし） 拠出

45人
年3回（前年度実績） 16040- 4853511

45人 旅館，ホテル
(1)7時00分～16時00分 237,428円～261,170円

雇用期間の定めなし (2)12時00分～21時00分 18人 雇用・労災・健康・厚生
(3)8時00分～17時00分 実費支給（上限あり）
又は7時00分～21時00分の
間の8時間程度

月額　15,000円まで 45人
年2回（前年度実績）20,000円～100,000円 16040- 4862411

45人 旅館，ホテル
(1)6時30分～9時30分 201,813円～213,685円

雇用期間の定めなし (2)16時00分～21時30分 18人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）

又は6時00分～22時00分の
間の8時間程度

月額　15,000円まで 45人
年2回（前年度実績）0円～100,000円 16040- 4863011

45人 旅館，ホテル
(1)6時30分～9時30分 225,556円～261,170円

雇用期間の定めなし (2)16時00分～21時30分 18人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）

又は6時00分～22時00分の
間の8時間程度

月額　15,000円まで 45人
16040- 4864311

0人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

(1)9時00分～19時00分 176,498円～230,091円
雇用期間の定めなし (2)15時00分～1時00分 0人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
又は9時00分～1時00分の
間の8時間

月額　24,500円まで 170人
年2回（前年度実績）100,000円～400,000円 17080- 7649911

41人 他に分類されない事業サービス業

(1)8時30分～17時30分 215,000円～325,000円
雇用期間の定めなし 24人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限なし）
46,338人

27020-56074211
41人 他に分類されない事業サービス業

(1)8時30分～17時30分 215,000円～325,000円
雇用期間の定めなし 24人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限なし）
46,338人

27020-56075511
8人 自動車・同附属品製造業

(1)9時00分～17時30分 181,100円～356,200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） 拠出
6,452人

年2回（前年度実績） 11030-24369811
8人 自動車・同附属品製造業

(1)9時00分～17時30分 167,100円～356,200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） 拠出
6,452人

年2回（前年度実績） 11030-24370411
8人 産業機械器具卸売業

(1)8時20分～17時30分 220,000円～300,000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） 拠出
月額　20,000円まで 138人
年3回（前年度実績） 15030- 7674011

8人 写真機・時計・眼鏡小売業

(1)9時00分～18時00分 230,000円～460,000円
雇用期間の定めなし 4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） 16010-18354211
4人 火葬・墓地管理業

(1)8時30分～17時15分 176,000円～176,000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　32,000円まで 339人
年2回（前年度実績） 16010-18379211

30人 電気工事業
(1)8時30分～17時30分 240,000円～400,000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）
1,272人

年2回（前年度実績） 16010-18427511

1人
富山県富山市開６５３－１

19

保健師（産育休代替職員・新川厚
生センター）

不問 正社員以外

富山県庁

076-421-5712 毎　週

18

調理員または栄養士（坂本記念病
院）

64歳以下 正社員
交替制あ
り

株式会社　ディライフ  下新川郡入善
町

他

17

調理員（黒部笑福学園）
64歳以下 正社員

交替制あ
り

株式会社　ディライフ
 黒部市 他

1人
富山県魚津市港町７－８

 黒部市 土日祝
1人

富山県富山市新総曲輪１－７
076-431-4111 毎　週

3人
富山県富山市開６５３－１

076-421-5712 毎　週

22

客室係
65歳以下 正社員

変形（1
年単位）

株式会社　延楽

0765-22-0016 毎　週

21

フロントスタッフ
65歳以下 正社員

交替制あ
り

株式会社　延楽
 黒部市 他

20

住宅リフォームの営業職
59歳以下 正社員

株式会社　関口組
 魚津市 水木他

2人
富山県黒部市宇奈月温泉３４７－
１

 黒部市 他
2人

富山県黒部市宇奈月温泉３４７－
１

0765-62-1211 その他

2人
富山県黒部市宇奈月温泉３４７－
１

0765-62-1211 その他

24

つけめん桜魚津店店舗運営（調
理、接客）

不問 正社員

株式会社　翔志（らーめん世界・
つけめん桜）

0765-62-1211 その他

23

客室係【経験者】
65歳以下 正社員

変形（1
年単位）

株式会社　延楽
 黒部市 他

2人
大阪府大阪市北区角田町８－１ 
梅田阪急ビルオフィスタワー３４

 魚津市 他
5人

石川県白山市田中町２８７－３
076-274-5174 毎　週

27

自動車（トラック）の整備作業
［魚津市／魚津ＣＣ］

59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

ＵＤトラックス　株式会社

06-4709-8510 毎　週

26

（常派）電気設備技術者
59歳以下 無期雇用派遣労働者

株式会社　スタッフサービス　大
阪第一オフィス

魚津市他 土日祝他

25

（常派）未経験エンジニア（生産
技術・生産管理）

59歳以下 無期雇用派遣労働者

株式会社　スタッフサービス　大
阪第一オフィス

魚津市他 土日祝他

1人
埼玉県上尾市大字壱丁目１番地

 魚津市 日祝他
1人

埼玉県上尾市大字壱丁目１番地
048-781-2310 その他

2人
大阪府大阪市北区角田町８－１ 
梅田阪急ビルオフィスタワー３４

06-4709-8510 毎　週

30

店舗運営、管理（店長候補）
64歳以下 正社員

変形
（1ヶ月

株式会社　メガネのハラダ

048-781-2310 その他

29

営業員（魚津）
59歳以下 正社員

変形（1
年単位）

株式会社　エム・エー・シー　テ
クノロジー

 魚津市 日祝他

28

自動車（トラック）の整備作業
［富山県魚津市／魚津ＣＣ］

30歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

ＵＤトラックス　株式会社
 魚津市 日祝他

1人
富山県富山市奥田新町１２番３号

魚津市他 他
1人

富山県富山市総曲輪３丁目２－２
９

076-423-5860 その他

1人
新潟県上越市上中田１１７８番地

025-525-8181 その他

076-442-0133 その他

32

電気工事の施工管理（新川支店）
59歳以下 正社員

北陸電気工事　株式会社
 黒部市 土日祝他

31

セレモニースタッフ
59歳以下 正社員

変形
（1ヶ月

株式会社　五輪  下新川郡朝日
町

他

2人
富山県富山市小中２６９

076-481-6091 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　　１０月　　４日～　１０月　８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。

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- 4834811
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- 4835211
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- 4837411
365人 自動車・同附属品製造業

(1)8時00分～17時00分 194,880円～227,360円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 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- 4838011
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- 4841711

365人 自動車・同附属品製造業
(1)8時00分～17時00分 300,000円～400,000円

雇用期間の定めなし 48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 365人
年2回（前年度実績） 16040- 4842811

16人 労働者派遣業
(1)8時30分～17時15分 187,200円～187,200円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 5人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　15,000円まで 17,700人

16040- 4844511
65人 その他の食料品製造業

(1)8時00分～17時00分 152,500円～200,000円
雇用期間の定めなし 30人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり） 厚生
月額　12,000円まで 65人
年2回（前年度実績） 16040- 4845411

14人 ソフトウェア業
(1)8時30分～17時30分 200,000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（上限あり）
月額　30,000円まで 14人
年2回（前年度実績） 16040- 4847311

14人 ソフトウェア業
(1)8時30分～17時30分 172,000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（上限あり）
月額　30,000円まで 14人
年2回（前年度実績） 16040- 4848611

15人 建物サービス業
(1)8時00分～16時32分 140,805円～148,627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）
日額　400円まで 150人
年2回（前年度実績）10,000円～50,000円 16040- 4850711

3人 土木建築サービス業
(1)8時15分～17時00分 200,000円～250,000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） 拠出
月額　30,000円まで 140人
年2回（前年度実績） 16050- 4957111

20人 老人福祉・介護事業
(1)7時00分～16時00分 193,000円～203,000円

雇用期間の定めなし (2)8時00分～17時00分 11人 雇用・労災・健康・厚生
(3)10時00分～19時00分 実費支給（上限あり）

月額　10,000円まで 22人
年2回（前年度実績） 16070- 3016311

4人 保険媒介代理業
(1)9時30分～19時00分 213,000円～220,400円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 2人 雇用・労災・健康・厚生・その他

実費支給（上限あり）
月額　35,300円まで 38人
年2回（前年度実績）270,000円～1,200,000円 17010-21510211

16人 土木工事業（舗装工事業を除く）

(1)8時30分～17時15分 400,000円～500,000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

なし
220人

15010-30819411
16人 土木工事業（舗装工事業を除く）

(1)8時30分～17時15分 320,000円～400,000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　50,000円まで 220人

15010-30821911

33

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

1人
富山県下新川郡入善町福島６１５
番地

 下新川郡入善
町

土日他
2人

富山県下新川郡入善町福島６１５
番地

0765-72-5511 毎　週

35

検査・測定
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

0765-72-5511 毎　週

34

金型製作
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

1人
富山県下新川郡入善町福島６１５
番地

 下新川郡入善
町

土日他
1人

富山県下新川郡入善町福島６１５
番地

0765-72-5511 毎　週

38

電気主任技術者
59歳以下 正社員

変形（1
年単位）

アイシン・メタルテック　株式会
社

0765-72-5511 毎　週

37

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

36

技術系スタッフ
不問 正社員以外

アイシン・メタルテック　株式会
社

 下新川郡入善
町

土日他

1人
富山県黒部市植木４９１－１
コートハウスＫ　１階

 下新川郡入善
町

土日他
1人

富山県下新川郡入善町福島６１５
番地

0765-72-5511 毎　週

1人
富山県黒部市岡３６２－１０

0765-52-0543 その他

41

システムエンジニア・プログラ
マー（経験者対象）

59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　北陸コンピュータービ
ジネス

0765-54-2122 毎　週

40

一般事務
44歳以下 正社員

変形（1
年単位）

石川製麺　株式会社
 魚津市 他

39

一般事務
不問 有期雇用派遣労働者

株式会社　エイジェック　黒部オ
フィス

 魚津市 土日祝他

2人
富山県魚津市本新町２－１１

 魚津市 日祝他
3人

富山県魚津市本新町２－１１
0765-24-8700 その他

1人
富山県魚津市大海寺野６２１

0765-24-5511 その他

44

営業・積算（県東部支店）
35歳以下 正社員

変形（1
年単位）

株式会社　上智

0765-24-8700 その他

43

清掃作業員【ＹＫＫ古御堂工場】
64歳以下 正社員以外

株式会社　新川ビルサービス
 黒部市 土日祝他

42

システムエンジニア・プログラ
マー（未経験者対象）

35歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　北陸コンピュータービ
ジネス

 魚津市 日祝他

1人
富山県中新川郡上市町法音寺１－
４　エレガンスコート３０１号室

 黒部市 土日祝他
1人

富山県砺波市千代１７６－１
0763-33-2085 毎　週

1人
富山県下新川郡入善町入膳５１８
９

0765-74-0246 毎　週

47

土木技術者／契約社員（富山県／
富山市他）

不問 正社員以外

株式会社　ファインテクノ　新潟
支店

076-473-0818 毎　週

46

営業職　来店型保険ショップアド
バイザー　未経験者歓迎

不問 正社員以外

ティ・アイ・エス株式会社
 魚津市 他

45

介護職員（夜勤なし／フルタイ
ム）

不問 正社員
変形
（1ヶ月

有限会社　タイアップ
 魚津市 他

2人
新潟県新潟市中央区万代４丁目２
－２３　オフィス万代７階

黒部市他 土日祝他
2人

新潟県新潟市中央区万代４丁目２
－２３　オフィス万代７階

025-250-5406 毎　週

1人
石川県金沢市北安江２－２４－８
信開北安江ビル１Ｆ

076-265-5066 毎　週

025-250-5406 毎　週

48

土木技術者／正社員（富山県／富
山市他）

59歳以下 正社員

株式会社　ファインテクノ　新潟
支店

黒部市他 土日祝他
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6人 産業機械器具卸売業
(1)8時30分～18時30分 201,000円～273,200円

雇用期間の定めなし (2)8時30分～17時00分 1人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限なし）
43人

年2回（前年度実績） 16010-18077111
100人 警備業

(1)8時00分～17時00分 214,000円～214,000円
雇用期間の定めなし (2)22時00分～5時00分 15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）50,000円～175,000円 16010-18087811
100人 警備業

(1)8時00分～17時00分 214,000円～214,000円
雇用期間の定めなし (2)22時00分～5時00分 15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）50,000円～175,000円 16010-18090311
76人 警備業

(1)8時00分～17時00分 155,520円～224,640円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)8時00分～12時00分 3人 雇用・労災・健康・厚生

(3)13時00分～17時00分 実費支給（上限なし）
1,450人

年2回（前年度実績）20,000円～48,000円 16010-18123911
16人 警備業

(1)8時00分～17時00分 177,120円～200,880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　50,000円まで 65人
年2回（前年度実績）100,000円～200,000円 16010-18183111

45人 警備業
(1)8時00分～17時00分 177,120円～200,880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　50,000円まで 65人
年2回（前年度実績）100,000円～200,000円 16010-18184711

1人 労働者派遣業
(1)8時00分～16時50分 205,000円～225,000円

雇用期間の定めなし (2)21時00分～5時50分 0人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　13,000円まで 50人
年2回（前年度実績）120,000円～ 16010-18226011

2人 労働者派遣業
(1)8時00分～17時00分 223,349円～248,166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
実費支給（上限なし）

100人
16020-11226011

2人 スポーツ施設提供業
(1)9時00分～19時00分 176,000円～226,000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 51人
年2回（前年度実績） 16020-11298811

4人 スポーツ施設提供業
(1)9時00分～19時00分 176,000円～226,000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　15,000円まで 51人
年2回（前年度実績） 16020-11299211

7人 老人福祉・介護事業
(1)8時30分～17時30分 170,000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）
月額　8,000円まで 36人
年2回（前年度実績） 16040- 4809711

20人 老人福祉・介護事業
(1)8時30分～17時30分 175,000円～245,000円

雇用期間の定めなし 18人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　8,000円まで 36人
年1回（前年度実績） 16040- 4810511

6人 自動車整備業
(1)9時00分～18時00分 235,000円～260,000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 6人
年2回（前年度実績）680,000円～800,000円 16040- 4811411

32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 150,000円～220,000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）
月額　30,000円まで 33人
年2回（前年度実績） 16040- 4812011

32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～260,000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）
月額　30,000円まで 33人
年2回（前年度実績） 16040- 4813311

32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 11人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　30,000円まで 33人
年2回（前年度実績） 16040- 4814611

50

交通誘導警備員
18歳～64歳 正社員

変形
（1ヶ月

マンパワーセキュリティ　株式会
社

49

ルート営業職（入善営業所）
33歳以下 正社員

変形（1
年単位）

山崎機工　株式会社  下新川郡入善
町

日他

10人
富山県富山市千石町２－８－２

魚津市他 日祝他
10人

富山県富山市千石町２－８－２
076-493-7330 その他

1人
富山県富山市針原中町５０３番地

076-451-8001 その他

53

鉄道施設内での列車見張警備
18歳～59歳 正社員

変形（1
年単位）

北陸交通整理　株式会社

076-493-7330 その他

52

交通誘導警備員（呉東）
18歳以上 正社員以外

変形（1
年単位）

北陸綜合警備保障　株式会社　富
山交通管理センター

魚津市他 他

51

列車見張り員
18歳～64歳 正社員

変形
（1ヶ月

マンパワーセキュリティ　株式会
社

魚津市他 日祝他

5人
富山県富山市一本木１３８番地

魚津市他 他
5人

富山県富山市一本木１３８番地
076-411-0124 その他

10人
富山県富山市中島３丁目１－６

076-411-9442 その他

56

金属プレス工
不問 有期雇用派遣労働者

変形（1
年単位）

デベロップ株式会社　ヒューマン
リソース

076-411-0124 その他

55

自動車部品の製造
不問 無期雇用派遣労働者

交替制あ
り

株式会社　オレンジライン　Ｅス
タッフ

 下新川郡入善
町

土日他

54

道路工事現場等での交通誘導業務
（呉東地区）

18歳～59歳 正社員
変形（1
年単位）

北陸交通整理　株式会社
魚津市他 他

1人
富山県高岡市駅南５－２－２０

 魚津市 土日他
2人

富山県高岡市京田４３２番地
ユーバビル

0766-21-5015 毎　週

1人
富山県富山市黒瀬２８５

076-461-6670 毎　週

59

保育士
64歳以下 正社員

変形（1
年単位）

特定非営利活動法人　工房　あお
の丘

0766-30-2828 その他

58

フィットネス施設店長候補【カー
ブス黒部メルシー】

59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

ウィン　株式会社
 黒部市 日祝他

57

フィットネス施設接客スタッフ
【カーブス魚津サンプラザ】

59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

ウィン　株式会社
 魚津市 日祝他

1人
富山県下新川郡入善町道古３４－
３

 下新川郡入善
町

日祝他
1人

富山県下新川郡入善町道古３４－
３

0765-72-2248 その他

1人
富山県高岡市駅南５－２－２０

0766-30-2828 その他

62

アシスタント事務【総務・営業支
援・現場支援】

40歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　山口技研

0765-72-2248 その他

61

自動車整備士
不問 正社員

変形（1
年単位）

有限会社　上原自動車商会  下新川郡入善
町

日祝他

60

障害児支援員
64歳以下 正社員

変形（1
年単位）

特定非営利活動法人　工房　あお
の丘

 下新川郡入善
町

日祝他

2人
富山県下新川郡入善町道古１８３

 下新川郡入善
町

日他
1人

富山県下新川郡入善町道古１８３
0765-72-4344 その他

1人
富山県下新川郡入善町上野６７８
－４

0765-72-4121 その他

0765-72-4344 その他

64

汎用旋盤・ＮＣ旋盤（経験者）
64歳以下 正社員

変形（1
年単位）

株式会社　山口技研 下新川郡入善
町他

日他

63

自動化機械のメカ組立【　初心者
歓迎！　】

40歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　山口技研  下新川郡入善
町

日他

1人
富山県下新川郡入善町道古１８３

0765-72-4344 その他
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32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 200,000円～260,000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）
月額　30,000円まで 33人
年2回（前年度実績） 16040- 4815911

14人 老人福祉・介護事業
(1)8時30分～17時30分 154,800円～172,000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　5,000円まで 14人
年1回（前年度実績）90,000円～250,000円 16040- 4816111

98人 病院
(1)8時30分～17時30分 205,000円～320,000円

雇用期間の定めなし (2)9時00分～18時00分 69人 雇用・労災・健康・厚生
(3)8時30分～12時30分 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- 4817711

23人 一般貨物自動車運送業
(1)8時00分～17時00分 210,000円～265,000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　12,000円まで 56人
年2回（前年度実績）150,000円～250,000円 16040- 4820011

71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 19人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
日額　250円まで 258人
年2回（前年度実績） 16040- 4821311

17人 老人福祉・介護事業
(1)7時00分～16時00分 168,300円～179,025円

雇用期間の定めなし (2)9時30分～18時30分 12人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)10時30分～19時30分 実費支給（上限あり）
月額　13,500円まで 285人
年2回（前年度実績） 16040- 4822611

36人 老人福祉・介護事業
(1)8時30分～17時30分 201,700円～237,100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　9,000円まで 36人
年2回（前年度実績） 16040- 4823911

45人 その他の社会保険・社会福祉・介護事業

(1)7時00分～15時45分 167,500円～202,500円
雇用期間の定めなし (2)12時15分～21時00分 42人 雇用・労災・健康・厚生

(3)21時00分～7時00分 実費支給（上限あり）
月額　24,400円まで 45人
年2回（前年度実績） 16040- 4827211

8人 一般土木建築工事業
(1)9時00分～18時00分 160,000円～340,000円

雇用期間の定めなし 6人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 13人
年2回（前年度実績） 16040- 4829411

8人 一般土木建築工事業
(1)9時00分～18時00分 190,000円～390,000円

雇用期間の定めなし 6人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 13人
年2回（前年度実績） 16040- 4830611

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） 17010-21174811
3人 労働者派遣業

(1)8時30分～17時30分 180,000円～300,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 2人 雇用・労災・健康・厚生

なし
6人

年2回（前年度実績）0円～40,000円 17010-21182811
5人 倉庫業（冷蔵倉庫業を除く）

(1)8時00分～17時00分 190,000円～220,000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　31,600円まで 70人
年2回（前年度実績）10,000円～400,000円 22040- 6732111

5人 一般土木建築工事業
(1)8時00分～17時00分 231,000円～346,500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）
月額　10,000円まで 45人
年2回（前年度実績）50,000円～500,000円 22081- 3156511

13人 その他の運輸に附帯するサービス業

(1)8時40分～9時10分 172,000円～172,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 2人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限なし）
2,200人

23020-52047711
13人 その他の運輸に附帯するサービス業

(1)8時40分～9時10分 172,000円～172,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 2人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限なし）
2,200人

23020-52048811

65

電気配線の組立・シーケンス制御
64歳以下 正社員

変形（1
年単位）

株式会社　山口技研

1人
富山県黒部市植木１９４－２

 下新川郡入善
町

日他
1人

富山県下新川郡入善町道古１８３
0765-72-4344 その他

68

地場運転手（ダンプ・セミトレー
ラー・セルフローダー）

59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　此川運輸

0765-52-2121 毎　週

67

臨床検査技師（浦田クリニック）
59歳以下 正社員

変形（1
年単位）

医療法人社団　ホスピィー
 魚津市 日祝他

66

訪問ヘルパー
69歳以下 正社員

特定非営利活動法人　三樹福寿会
 黒部市 日他

1人
富山県黒部市新町１１０番地甲ー
２

 黒部市 日祝他
2人

富山県黒部市宇奈月町下立６５６
0765-65-0013 その他

1人
富山県魚津市石垣３８９

0765-23-6366 その他

71

生活相談員
59歳以下 正社員

変形
（1ヶ月

有限会社さくらい

0765-52-1330 毎　週

70

介護職員
59歳以下 正社員

変形
（1ヶ月

社会福祉法人　新川老人福祉会
 魚津市 他

69

窓シャッター枠の部品付け（ＹＫ
ＫＡＰ（株）荻生製造所）

59歳以下 正社員

中野工業　株式会社
 黒部市 土日他

1人
富山県黒部市生地芦区３４

 黒部市 日他
1人

富山県黒部市堀高２４－１
0765-54-5200 その他

1人
富山県魚津市大光寺４５０

0765-24-8822 毎　週

74

住宅設計
40歳以下 正社員

変形（1
年単位）

株式会社　ナチュラル工房

0765-33-4460 毎　週

73

コーディネーター
40歳以下 正社員

変形（1
年単位）

株式会社　ナチュラル工房
 魚津市 水祝他

72

介護職員（グループホーム）
69歳以下 正社員

交替制あ
り

アイ福祉サポート　株式会社
 黒部市 他

1人
石川県金沢市新保本４－６５－１
２

 魚津市 水祝他
1人

富山県魚津市住吉３５５９－５
（水族館通り）

0765-22-8889 その他

1人
富山県魚津市住吉３５５９－５
（水族館通り）

0765-22-8889 その他

77

フォークリフトオペレーター／富
山営業所

59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

第一倉庫　株式会社

076-269-3501 その他

76

新規開拓営業及び人材管理
不問 正社員以外

株式会社　ＡＳＴＥＲＩＡ 下新川郡入善
町他

土日祝他

75

営業（黒部店）
59歳以下 正社員

千代田機電　株式会社
 黒部市 日他

3人
静岡県榛原郡吉田町神戸３０８８
－１１

 下新川郡入善
町

日祝他
1人

静岡県静岡市清水区辻１丁目１４
番２２号

054-367-0178 その他

1人
石川県金沢市神田２丁目２－２９
アミスタービル４０１号室

076-243-7890 毎　週

80

料金収受員（トール職社員）
（請）／黒部市

18歳以上 正社員以外
変形
（1ヶ月

中日本エクストール名古屋　株式
会社

0548-28-6722 その他

79

料金収受員（トール職社員）
（請）／魚津市

18歳以上 正社員以外
変形
（1ヶ月

中日本エクストール名古屋　株式
会社

 魚津市 他

78

（請）道路舗装工事作業
不問 正社員以外

変形（1
年単位）

株式会社　辻建設 下新川郡朝日
町他

日祝他

 黒部市 他
1人

愛知県名古屋市中区錦１－１９－
２４　名古屋第１ビル６Ｆ

052-203-5115 その他

1人
愛知県名古屋市中区錦１－１９－
２４　名古屋第１ビル６Ｆ

052-203-5115 その他
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13人 その他の運輸に附帯するサービス業

(1)8時40分～9時10分 172,000円～172,000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・財形

実費支給（上限なし）
2,200人

23020-52050011
0人 一般土木建築工事業

(1)8時00分～17時00分 202,000円～202,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 0人 労災

実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 67人

16040-   29210
0人 一般土木建築工事業

(1)8時00分～17時00分 202,000円～202,000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）
月額　20,000円まで 67人

16040-   30010
1人 土木工事業（舗装工事業を除く）

(1)8時00分～17時00分 230,000円～345,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 0人 労災

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 1人

16040-   28610
68人 他に分類されない事業サービス業

1,200円～4,800円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 20人 労災

実費支給（上限なし）
又は8時00分～21時00分の
間の1時間以上

155人
13040-89654911

16人 自動車小売業
(1)8時50分～17時30分 1,050円～1,050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・財形

実費支給（上限あり）
月額　30,000円まで 145人

16010-18959411
14人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

(1)9時00分～16時00分 900円～1,000円
雇用期間の定めなし (2)9時00分～15時00分 13人 労災

実費支給（上限なし）
26人

16040- 4880311
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分の
間の6時間程度

日額　300円まで 4人
16040- 4884711

33人 旅館，ホテル
(1)17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） (2)13時00分～22時00分 30人 労災
実費支給（上限あり）
月額　15,000円まで 15,600人
年2回（前年度実績） 16040- 4885811

0人 機械器具小売業（自動車，自転車を除く）

930円～1,150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（上限なし）
又は10時00分～20時00分
の間の7時間程度

19,985人
年2回（前年度実績）～70,000円 10020-15084511

5人 老人福祉・介護事業
1,035円～1,155円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 5人 労災
実費支給（上限なし）

又は9時00分～18時00分の
間の1時間以上

87,237人
16010-18840911

187人 一般乗用旅客自動車運送業

910円～910円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 17人 雇用・労災・健康・厚生

なし
又は5時55分～21時33分の
間の8時間

496人
16010-18869211

10人 老人福祉・介護事業
1,200円～1,200円

雇用期間の定めなし 6人 雇用・労災・健康・厚生
一定額

又は9時00分～19時00分の
間の5時間以上

日額　300円まで 123人
16010-18641811

10人 老人福祉・介護事業
(1)17時00分～9時00分 1,409円～1,409円

雇用期間の定めなし 6人 雇用・労災・健康・厚生
一定額
日額　300円まで 123人

16010-18647611
4人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

(1)5時30分～11時30分 900円～1,200円
雇用期間の定めなし (2)15時00分～19時30分 3人 雇用・労災・健康・厚生

(3)12時00分～18時00分 実費支給（上限あり）
又は5時30分～19時30分の
間の5時間程度

月額　10,000円まで 130人
16010-18678411

12人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

(1)5時30分～10時30分 920円～1,100円
雇用期間の定めなし (2)9時30分～13時30分 10人 雇用・労災

(3)15時00分～19時30分 実費支給（上限あり）
又は5時30分～19時30分の
間の5時間程度

月額　10,000円まで 130人
16010-18685511

12

ディライフ「魚津病院」事業所調
理員

64歳以下 パート労働者
交替制あ
り

株式会社　ディライフ
 魚津市 他

3人
富山県富山市開６５３－１

076-421-5712 毎　週

11

調理員（坂本記念病院）
64歳以下 パート労働者

交替制あ
り

株式会社　ディライフ  下新川郡入善
町

他
2人

富山県富山市開６５３－１
076-421-5712 毎　週

10

夜間介護スタッフ（うちくる魚津
労災病院前／パート）

59歳以下 パート労働者
変形
（1ヶ月

株式会社　うちくる富山
 魚津市 他

1人
富山県富山市西野新４７番

076-461-7765 毎　週

9

日勤介護スタッフ（うちくる魚津
労災病院前）

59歳以下 パート労働者

株式会社　うちくる富山
 魚津市 他

1人
富山県富山市西野新４７番

076-461-7765 毎　週

8

バス運転手（契約社員／黒部自動
車営業所）

不問 パート労働者

富山地方鉄道　株式会社
 黒部市 他

5人
富山県富山市桜町１丁目１番３６
号

076-432-5532 毎　週

7

家事代行スタッフ／ニチイケアセ
ンターとまり

不問 パート労働者

株式会社　ニチイ学館　ヘルスケ
ア事業富山支店

 下新川郡朝日
町

他
2人

富山県富山市新富町１－１－１２
富山駅前ビル５階

076-442-2888 その他

6

パート／店舗スタッフ／入善店／
１２３４

不問 パート労働者
交替制あ
り

株式会社　ヤマダデンキ  下新川郡入善
町

他
1人

群馬県高崎市栄町１－１
027-345-8725 毎　週

5

フロント（遅番）
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

4

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

3

製造補佐アルバイトスタッフ／魚
津【本社工場】

不問 パート労働者
交替制あ
り

株式会社　ＺＡＸＦＯＸ
 魚津市 日他

1人
富山県魚津市吉島６３番１

0765-32-5886 毎　週

2

運転手（新川営業所）
不問 パート労働者

富山日野自動車株式会社  下新川郡入善
町

日祝他
1人

富山県富山市高木２０３４
076-434-3434 毎　週

1

調査員／現地直行直帰（富山県）
不問 パート労働者

アルゴジャパンリサーチ株式会社
魚津市他 他

5人
東京都港区西新橋２－８－６　住
友不動産日比谷ビル９階

03-5860-9490 毎　週

84

造園工見習
不問 正社員以外

変形（1
年単位）

正樹園
 魚津市 日他

1人
富山県魚津市蛇田４７６７

0765-31-7225 その他

83

看護師
不問 正社員以外

大高建設　株式会社
 黒部市 土日祝

1人
富山県黒部市宇奈月温泉６３３－
１

0765-62-1106 毎　週

82

看護師
不問 正社員以外

大高建設　株式会社
 黒部市 土日祝

1人
富山県黒部市宇奈月温泉６３３－
１

0765-62-1106 毎　週

052-203-5115 その他

81

料金収受員（トール職社員）
（請）／下新川郡朝日町

18歳以上 正社員以外
変形
（1ヶ月

中日本エクストール名古屋　株式
会社

 下新川郡朝日
町

他
1人

愛知県名古屋市中区錦１－１９－
２４　名古屋第１ビル６Ｆ
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（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。
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その際はあしからずご了承ください。

6人 その他の道路旅客運送業
(1)20時00分～3時00分 1,000円～1,000円

雇用期間の定めなし (2)20時00分～4時00分 0人 労災
なし

6人
16040- 4873611

6人 水産食料品製造業
(1)8時00分～12時00分 950円～950円

雇用期間の定めなし (2)13時00分～16時00分 4人 労災
実費支給（上限あり）
月額　5,000円まで 6人

16040- 4874911
29人 その他の社会保険・社会福祉・介護事業

(1)8時00分～15時00分 900円～1,150円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 24人 労災

実費支給（上限なし）
170人

16040- 4852211
2人 管理，補助的経済活動を行う事業所（７６飲食店）

(1)9時00分～11時00分 950円～950円
雇用期間の定めなし 2人 労災

実費支給（上限なし）
4人

16040- 4856311
2人 管理，補助的経済活動を行う事業所（７６飲食店）

(1)8時30分～10時30分 1,000円～1,000円
雇用期間の定めなし 2人 労災

実費支給（上限なし）
4人

16040- 4857611
28人 建築工事業（木造建築工事業を除く）

900円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 3人 雇用・労災

実費支給（上限なし）
又は8時00分～17時00分の
間の7時間程度

28人
年2回（前年度実績）50,000円～180,000円 16040- 4858911

3人 障害者福祉事業
(1)22時00分～7時00分 540円～540円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 2人 労災・その他
なし

52人
16040- 4859111

18人 その他の電気機械器具製造業

882円～1,000円
雇用期間の定めなし 13人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
又は8時00分～17時05分の
間の4時間程度

日額　100円まで 18人
16040- 4861511

45人 旅館，ホテル
1,000円～1,000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）

又は6時00分～21時00分の
間の3時間以上

月額　15,000円まで 45人
16040- 4865611

45人 旅館，ホテル
1,200円～1,200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）

又は6時00分～21時30分の
間の3時間以上

月額　15,000円まで 45人
16040- 4866911

45人 旅館，ホテル
1,000円～1,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 18人 雇用・労災
実費支給（上限あり）

又は6時00分～21時00分の
間の5時間程度

月額　15,000円まで 45人
16040- 4867111

32人 障害者福祉事業
880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分の
間の7時間以上

月額　15,000円まで 52人
16040- 4868711

0人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

(1)9時00分～14時00分 900円～1,500円
雇用期間の定めなし (2)14時00分～18時00分 0人 労災

(3)18時00分～21時00分 実費支給（上限あり）
又は9時00分～2時00分の
間の2時間以上

月額　10,000円まで 170人
17080- 7646011

4人 写真機・時計・眼鏡小売業

880円～1,000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）
又は9時30分～18時00分の
間の5時間程度

200人
年2回（前年度実績） 16010-18349011

45人 一般貨物自動車運送業
(1)6時00分～8時00分 1,100円～1,100円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 8人 労災
実費支給（上限あり）
月額　50,000円まで

183,315
人

16020-11378811
33人 一般貨物自動車運送業

(1)6時00分～8時00分 1,100円～1,100円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 9人 労災

実費支給（上限あり）
月額　50,000円まで

183,315
人

16020-11389411

28

仕分け作業【黒部営業所】
不問 パート労働者

ヤマト運輸株式会社　富山主管支
店

 下新川郡入善
町

他
2人

富山県射水市本開発３０５－１
0766-55-1935 毎　週

27

仕分け作業【魚津営業所】
不問 パート労働者

ヤマト運輸株式会社　富山主管支
店

 魚津市 他
2人

富山県射水市本開発３０５－１
0766-55-1935 毎　週

26

店頭販売
64歳以下 パート労働者

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

076-423-5860 その他

25

つけめん桜魚津店：ホールスタッ
フ、調理補助【急募】

不問 パート労働者

株式会社　翔志（らーめん世界・
つけめん桜）

 魚津市 他
5人

石川県白山市田中町２８７－３
076-274-5174 毎　週

24

生活支援員
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

2人
富山県黒部市吉田７４５－３

0765-56-7284 毎　週

23

客室清掃係
不問 パート労働者

株式会社　延楽
 黒部市 他

2人
富山県黒部市宇奈月温泉３４７－
１

0765-62-1211 毎　週

22

客室係
不問 パート労働者

株式会社　延楽
 黒部市 他

2人
富山県黒部市宇奈月温泉３４７－
１

0765-62-1211 毎　週

21

フロントスタッフ
不問 パート労働者

株式会社　延楽
 黒部市 他

1人
富山県黒部市宇奈月温泉３４７－
１

0765-62-1211 毎　週

20

電子部品組立加工
59歳以下 パート労働者

黒部工業　株式会社  下新川郡入善
町

土日祝他
1人

富山県下新川郡入善町新屋２２２
０

0765-78-2383 毎　週

19

宿直員
18歳以上 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

3人
富山県黒部市吉田７４５－３

0765-56-7284 毎　週

18

一般事務
不問 パート労働者

株式会社　杉本工業所
 魚津市 土日祝他

1人
富山県魚津市大光寺１１６５－１

0765-24-3355 毎　週

17

食器洗い
不問 パート労働者

株式会社　北陸プラント建設
 魚津市 土日祝他

1人
富山県魚津市道坂１０３－２

0765-32-8280 毎　週

16

掃除
不問 パート労働者

株式会社　北陸プラント建設
 魚津市 土日祝他

1人
富山県魚津市道坂１０３－２

0765-32-8280 毎　週

15

調理員
不問 パート労働者

社会福祉法人　魚津市社会福祉協
議会

 魚津市 他
1人

富山県魚津市新金屋２丁目１３－
２６

0765-22-8388 その他

14

蒲鉾の包装作業
不問 パート労働者

有限会社　中村蒲鉾
 魚津市 木日

1人
富山県魚津市本町２丁目１４－９

0765-22-0730 毎　週

13

代行運転手【二種免許必須】
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
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39人 パン・菓子製造業
900円～900円

雇用期間の定めなし 22人 雇用・労災
実費支給（上限あり）

又は12時00分～19時00分
の間の5時間程度

月額　10,000円まで 47人
年1回（前年度実績）10,000円～100,000円 16040- 4839311

104人 老人福祉・介護事業
(1)16時45分～9時45分 1,000円～1,000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- 4843211
30人 市町村機関

(1)8時30分～13時30分 1,201円～1,201円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)13時00分～18時00分 30人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし）
938人

16040- 4849911
20人 老人福祉・介護事業

(1)16時00分～9時00分 1,225円～1,225円
雇用期間の定めなし 11人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
月額　5,000円まで 22人

16070- 3015011
20人 老人福祉・介護事業

1,130円～1,130円
雇用期間の定めなし 11人 労災

実費支給（上限あり）
又は7時00分～19時00分の
間の3時間以上

月額　5,000円まで 22人
16070- 3017611

20人 医薬品・化粧品小売業
880円～880円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 18人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限なし）

又は8時30分～21時00分の
間の7時間程度

7,476人
年2回（前年度実績）40,000円～240,000円 21030-11965211

0人 機械器具小売業（自動車，自転車を除く）

1,000円～1,150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（上限なし）
又は10時00分～20時00分
の間の7時間程度

19,985人
年2回（前年度実績）～70,000円 10020-14596811

100人 警備業
(1)8時00分～17時00分 1,062円～1,062円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)22時00分～5時00分 15人 雇用・労災
実費支給（上限なし）

110人
16010-18086711

100人 警備業
(1)8時00分～17時00分 1,062円～1,062円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)22時00分～5時00分 15人 雇用・労災
実費支給（上限なし）

110人
16010-18089511

6人 建物サービス業
(1)7時30分～16時30分 880円～900円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)7時30分～10時30分 4人 雇用・労災
実費支給（上限なし）

887人
16010-18103411

45人 警備業
(1)8時00分～17時00分 1,025円～1,163円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 2人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　50,000円まで 65人

16010-18185811
3人 建物サービス業

(1)8時00分～12時00分 900円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 3人 労災

実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 1,563人

16010-18258211
7人 老人福祉・介護事業

(1)13時00分～17時00分 900円～1,200円
雇用期間の定めなし (2)13時30分～17時30分 5人 労災

実費支給（上限あり）
月額　8,000円まで 36人
年2回（前年度実績） 16040- 4808111

27人 建設用・建築用金属製品製造業（製缶板金業を含む）

950円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 10人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
又は8時10分～17時20分の
間の7時間程度

月額　25,000円まで 56人
年2回（前年度実績） 16040- 4818811

81人 老人福祉・介護事業
(1)15時00分～19時00分 906円～956円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 61人 雇用・労災
実費支給（上限あり）
月額　13,500円まで 285人
年2回（前年度実績） 16040- 4819211

45人 その他の社会保険・社会福祉・介護事業

(1)21時00分～7時00分 909円～1,310円
雇用期間の定めなし 42人 雇用・労災

なし
45人

年2回（前年度実績） 16040- 4824111

44

介護職員（グループホーム）（夜
間専門）

18歳～69歳 パート労働者

アイ福祉サポート　株式会社
 黒部市 他

1人
富山県黒部市生地芦区３４

0765-33-4460 毎　週

43

調理員
不問 パート労働者

社会福祉法人　新川老人福祉会
 魚津市 他

1人
富山県魚津市大光寺４５０

0765-24-8822 その他

42

アルミサッシの加工業務
不問 パート労働者

変形（1
年単位）

株式会社　アイザック・ユー
 魚津市 日祝

1人
富山県魚津市大海寺野１１８１

0765-22-0939 その他

41

保育士
64歳以下 パート労働者

特定非営利活動法人　工房　あお
の丘

 下新川郡入善
町

土日祝他
1人

富山県下新川郡入善町道古３４－
３

0765-72-2248 毎　週

40

清掃員（越野荘）
不問 パート労働者

株式会社　ホクタテ
 黒部市 日他

1人
富山県富山市中野新町１丁目２番
１０号

076-421-0400 毎　週

39

交通誘導警備員（呉東地区）
18歳以上 パート労働者

北陸交通整理　株式会社
魚津市他 他

3人
富山県富山市一本木１３８番地

076-411-0124 毎　週

38

清掃
不問 パート労働者

交替制あ
り

株式会社　全研ビルサービス　富
山営業所

 黒部市 水他
1人

富山県富山市水橋肘崎４８９番４
３ー２

076-479-2272 毎　週

37

列車見張り員
18歳以上 パート労働者

交替制あ
り

マンパワーセキュリティ　株式会
社

魚津市他 他
10人

富山県富山市千石町２－８－２
076-493-7330 毎　週

36

交通誘導警備員
18歳以上 パート労働者

交替制あ
り

マンパワーセキュリティ　株式会
社

魚津市他 他
10人

富山県富山市千石町２－８－２
076-493-7330 毎　週

35

パート／店舗スタッフ／魚津店／
００９４

不問 パート労働者
交替制あ
り

株式会社　ヤマダデンキ
 魚津市 他

1人
群馬県高崎市栄町１－１

027-345-8725 毎　週

34

パートチーフ候補（Ｖドラッグ
魚津エリア）

不問 パート労働者

中部薬品　株式会社（Ｖ・ｄｒｕ
ｇ）

 下新川郡入善
町

他
1人

岐阜県多治見市高根町４－２９
0572-27-3356 毎　週

33

介護職員（パートタイム）
不問 パート労働者

有限会社　タイアップ
 魚津市 他

1人
富山県中新川郡上市町法音寺１－
４　エレガンスコート３０１号室

076-473-0818 毎　週

32

介護職員（夜勤専門／パートタイ
ム）

18歳以上 パート労働者

有限会社　タイアップ
 魚津市 他

1人
富山県中新川郡上市町法音寺１－
４　エレガンスコート３０１号室

076-473-0818 毎　週

31

看護師・准看護師・保健師・助産
師【会計年度任用職員】

不問 パート労働者
交替制あ
り

黒部市社会福祉事務所 
（黒部市役所　市民福祉部）

 黒部市 土日祝他
2人

富山県黒部市三日市１３０１
0765-54-2111 毎　週

30

夜勤専従介護職員（グループホー
ム）

18歳以上 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
2人

富山県黒部市宇奈月町下立３７
0765-65-1180 毎　週

29

パン製造員
64歳以下 パート労働者

株式会社　東京ブレッド
 黒部市 日祝他

1人
富山県黒部市石田１１６８－１７

0765-32-3321 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　　１０月　　４日～　１０月　８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 その他の社会保険・社会福祉・介護事業

(1)7時00分～16時00分 882円～1,310円
雇用期間の定めなし (2)12時00分～21時00分 42人 雇用・労災

なし
45人

年2回（前年度実績） 16040- 4825711
45人 その他の社会保険・社会福祉・介護事業

(1)8時15分～17時00分 882円～1,310円
雇用期間の定めなし 42人 雇用・労災

なし
45人

年2回（前年度実績） 16040- 4826811
30人 水産食料品製造業

(1)8時00分～17時00分 1,000円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 18人 雇用・労災

なし
又は9時00分～17時00分の
間の7時間程度

30人
16040- 4828511

4人 一般乗用旅客自動車運送業

880円～880円
雇用期間の定めなし 1人 労災

なし
又は19時30分～2時30分の
間の6時間

4人
16040- 4832111

13人 病院
(1)8時00分～12時30分 1,200円～1,500円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)13時30分～18時30分 13人 雇用・労災
(3)8時30分～12時30分 実費支給（上限あり）

月額　11,300円まで 13人
年2回（前年度実績） 16040- 4840111

13人 各種商品卸売業
880円～1,150円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 4人 雇用・労災
実費支給（上限あり）

又は9時30分～21時30分の
間の4時間程度

月額　28,000円まで 398人
16050- 4922111

7人 他に分類されない小売業
(1)11時00分～16時00分 900円～950円

雇用期間の定めなし 4人 労災
実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 51人

17030- 2837011
10人 他に分類されない小売業

(1)8時45分～13時00分 877円～880円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)12時45分～17時00分 7人 労災

(3)16時45分～19時30分 実費支給（上限あり）
月額　7,300円まで 11,740人

18040- 5848811
7人 その他の食料品製造業

(1)8時00分～12時00分 1,000円～1,050円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)16時00分～21時00分 7人 労災

実費支給（上限なし）
3,800人

21030-11871311

53

弁当、寿司、惣菜の調理、包装及
び陳列（バロー魚津店）

不問 パート労働者

中部フーズ　株式会社
 魚津市 他

3人
岐阜県多治見市高根町４－２０番
地

0572-29-1610 毎　週

52

販売員（アルバイト）＜宇奈月店
＞

不問 パート労働者
交替制あ
り

株式会社　コメリ　北陸ストアサ
ポートセンター

 黒部市 他
3人

福井県坂井市丸岡町玄女１４－１
0776-67-3400 その他

51

テレフォンマーケティング／ａｕ
ショップ魚津アップルヒル店

不問 パート労働者

株式会社　ホクジョー
 魚津市 他

1人
石川県七尾市神明町１番地

0767-52-7177 毎　週

50

販売接客（ブックオフ魚津店）
不問 パート労働者

株式会社　電陽社
 魚津市 他

3人
富山県砺波市新又１５２－２

0763-33-2570 毎　週

49

看護師（正・准）
不問 パート労働者

交替制あ
り

嶋田医院  下新川郡入善
町

日祝他
1人

富山県下新川郡入善町高畠２６９
0765-76-0121 その他

48

代行運転手（随伴）
18歳以上 パート労働者

こなみ代行
 魚津市 他

1人
富山県魚津市天王３２

0765-22-0434 毎　週

47

受注入力作業補助
不問 パート労働者

生地蒲鉾　有限会社
 黒部市 土日

1人
富山県黒部市生地３７６

0765-56-8064 毎　週

46

介護職員
69歳以下 パート労働者

アイ福祉サポート　株式会社
 黒部市 日他

1人
富山県黒部市生地芦区３４

0765-33-4460 毎　週

45

介護職員（グループホーム）
69歳以下 パート労働者

交替制あ
り

アイ福祉サポート　株式会社
 黒部市 他

2人
富山県黒部市生地芦区３４

0765-33-4460 毎　週

基本コース

★日　程★

　１０月　２１日　（木） 　９：３０　～　１１：３０ 新川文化ホール　１０４号室

　　当日受講された方には、「受講証明書」をお渡しいたします。

　　　現在、就職活動中の皆様にとって、困りごとはありませんでしょうか？

　　　「就職支援セミナー」では、就職活動におけるさまざまな事柄について学ぶことができます。

　　　ぜひ参加して就職活動でのポイントを学んでいただき、就職を目指してください！

➣対象者：富山県内各ハローワークに求職登録されている雇用保険受給者等の方

➣この「就職支援セミナー」は、「求職活動実績」（１回カウント）に認められます。

➣参加費、テキスト代ともに無料です。

①就職活動の基本（応募、面接、就職までの流れ）

②富山県内の求人状況、企業の求める人材像について

③履歴書、職務経歴書作成の基本ルール

④面接の受け方（自己PR方法及び想定質問等）

就職支援セミナー
～就職活動を頑張る皆様を応援いたします！～

新川文化ホール

魚津市宮津１１０

℡　0765－23－1123

※当日お問い合せ：076－473－2824　（有）ステップアップ

会 場

お申し込み・お問い合わせは、ハローワーク職業相談の窓口まで

ハローワーク魚津 TEL ０７６５－２４－０３６５

主催：富山労働局・ハローワーク

新川まなびの森　天神山交流館

魚津市天神野新１４７－１

℡　0765－31－7001

※新型コロナウイルス感染防止のため、

セミナーを中止する場合があることを、

あらかじめご了承願います。
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