
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

8人 その他の飲食店
190,000円～250,000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）

又は6時00分～21時00分 月額　25,000円まで 32人
年2回（前年度実績） 16020-11817111

3人 土木工事業（舗装工事業を除く）

(1)8時00分～17時00分 235,000円～293,750円
雇用期間の定めなし (2)8時00分～12時00分 0人 雇用・労災・健康・厚生

なし
3人

16040- 4934411
3人 土木工事業（舗装工事業を除く）

(1)8時00分～17時00分 235,000円～293,750円
雇用期間の定めなし (2)8時00分～12時00分 0人 雇用・労災・健康・厚生

なし
3人

16040- 4935011
22人 自動車・同附属品製造業

(1)8時00分～17時00分 160,000円～170,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)20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　10,000円まで 59人

16040- 4936311
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- 4938911

8人 採石業，砂・砂利・玉石採取業

(1)7時45分～17時00分 153,000円～256,000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　6,700円まで 38人
年2回（前年度実績）50,000円～300,000円 16040- 4945611

21人 公認会計士事務所，税理士事務所

(1)8時30分～17時00分 180,000円～290,000円
雇用期間の定めなし (2)8時30分～17時30分 17人 雇用・労災・健康・厚生

(3)8時30分～16時00分 実費支給（上限あり） 厚生
月額　15,000円まで 21人
年2回（前年度実績）300,000円～1,000,000円 16040- 4948711

21人 公認会計士事務所，税理士事務所

(1)8時30分～17時00分 148,000円～200,000円
雇用期間の定めなし (2)8時30分～18時45分 17人 雇用・労災・健康・厚生

(3)8時30分～15時15分 実費支給（上限あり） 厚生
月額　15,000円まで 21人
年2回（前年度実績）50,000円～600,000円 16040- 4950411

48人 電子デバイス製造業
(1)8時15分～17時00分 185,262円～339,129円

雇用期間の定めなし 27人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　25,000円まで 73人
年2回（前年度実績） 16040- 4951011

68人 金属加工機械製造業
(1)8時00分～17時00分 157,600円～250,000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　20,000円まで 68人
年2回（前年度実績） 16040- 4952311

68人 金属加工機械製造業
(1)8時00分～17時00分 157,600円～300,000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　20,000円まで 68人
年2回（前年度実績） 16040- 4953611

28人 病院
(1)7時30分～16時30分 185,000円～269,000円

雇用期間の定めなし (2)9時30分～18時30分 21人 雇用・労災・健康・厚生
(3)17時00分～9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- 4954911

9人 情報処理・提供サービス業
(1)9時00分～18時00分 180,000円～230,000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　5,000円まで 10人
年2回（前年度実績） 16040- 4955111

306人 プラスチック板・棒・管・継手・異形押出製品製造業

(1)8時00分～17時00分 200,000円～240,000円
雇用期間の定めなし (2)16時45分～0時45分 90人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)0時30分～8時30分 実費支給（上限あり）
月額　50,000円まで 336人
年3回（前年度実績） 16040- 4956711

0人 労働者派遣業
(1)7時00分～15時30分 157,500円～173,250円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)8時00分～16時30分 0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

17010-22447711
2人 電気工事業

(1)8時30分～17時30分 198,000円～258,000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）
30人

年2回（前年度実績） 26020-20546111

15

惣菜調理補助 不問 有期雇用派遣労働者
交替制あ
り

株式会社トップス  魚津市 他

2人
京都府長岡京市神足柳田７－１ 075-952-2171 毎　週

交替制あ
り

医療法人社団　ホスピィー  魚津市 他

1人
石川県金沢市窪７丁目２８５番地

 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
富山県黒部市古御堂１１２－３ 0765-54-5355 毎　週

076-247-8692 毎　週

16

機械装置据付・施工要員 59歳以下 正社員

整水工業　株式会社  魚津市 土日祝他

1人
富山県魚津市石垣３８９

 魚津市 日他
1人

富山県魚津市吉野６７５ 0765-24-7222 その他

1人
富山県魚津市吉野６７５ 0765-24-7222 その他

14

ホース製造業務 35歳以下 正社員
交替制あ
り

株式会社　トヨックス

0765-23-6366 その他

13

技術者 64歳以下 正社員

株式会社ニイカワポータル  黒部市 日祝

12

介護職員（老人保健施設ちょうろ
く）

59歳以下 正社員

11

組立工 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

アイティオ　株式会社

0765-32-8049 その他

10

手仕上げ作業 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

アイティオ　株式会社  魚津市 日他

9

機械オペレーター 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

立山精密　株式会社  魚津市 日他

8

会計事務（税務補助） 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　ビッグトウモロウ

会計事務（税務補助）【経験者】 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　ビッグトウモロウ  魚津市 日祝他

2人
富山県魚津市道坂２４３－３

 魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市吉島１２１番地の２ 0765-24-8490 その他

1人
富山県魚津市吉島１２１番地の２ 0765-24-8490 その他

0765-52-0681 その他

7

0765-22-0341 その他

6

一般事務 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

夏野土木工業　株式会社  黒部市 日他

5

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

1人
富山県黒部市荒俣２１０７ 0765-56-8396 その他

【先週１週間　１０月　１１日　～　１０月　１５日に受理】

賃金

通勤手当

賞与（前年度実績）

4

中子（なかご）製造工 不問 正社員以外
交替制あ
り

有限会社　新徳興業

0765-52-0681 その他

3

造園工 不問 正社員

有限会社　中田造園  黒部市 日他

2

造園工 35歳以下 正社員

有限会社　中田造園  黒部市 日他

 下新川郡入
善町

土日他
2人

富山県下新川郡入善町五十里２５
０

1

菓子製造販売 59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

三剛産業　株式会社

1人
富山県黒部市前沢１５７８

 魚津市　他 他
2人

富山県高岡市中川一丁目６－３８ 0766-23-2256 その他

1人
富山県魚津市友道６７５番地

0765-74-0187 毎　週

1人
富山県黒部市前沢１５７８

℡ 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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1,070人 他に分類されない小売業
(1)8時45分～18時00分 184,000円～193,000円

雇用期間の定めなし (2)10時45分～20時00分 630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　9,200円まで 11,740人
年2回（前年度実績） 15070-11114111

1,070人 他に分類されない小売業
(1)8時45分～18時00分 184,000円～193,000円

雇用期間の定めなし (2)10時45分～20時00分 630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　9,200円まで 11,740人
年2回（前年度実績） 15070-11116811

1,070人 他に分類されない小売業
(1)8時45分～18時00分 184,000円～193,000円

雇用期間の定めなし (2)10時45分～20時00分 630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　9,200円まで 11,740人
年2回（前年度実績） 15070-11117211

1,070人 他に分類されない小売業
(1)8時45分～18時00分 184,000円～193,000円

雇用期間の定めなし (2)10時45分～20時00分 630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　9,200円まで 11,740人
年2回（前年度実績） 15070-11118511

5人 労働者派遣業
(1)8時00分～16時45分 201,414円～201,414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）

50人
16010-19381511

3,726人
装身具・装飾品・ボタン・同関連品製造業（貴金属・宝石製を除く

(1)8時00分～16時45分 200,638円～267,576円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 1,147人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし）
5,898人

16040- 4929911
5人 土木工事業（舗装工事業を除く）

(1)8時00分～17時00分 210,000円～294,000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 5人
年2回（前年度実績） 16040- 4930711

5人 土木工事業（舗装工事業を除く）

(1)8時00分～17時00分 253,000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）
月額　10,000円まで 5人
年2回（前年度実績） 16040- 4931811

38人 パン・菓子製造業
(1)9時00分～18時00分 180,000円～190,000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　10,000円まで 47人
年1回（前年度実績）10,000円～100,000円 16040- 4932211

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- 4933511
25人 児童福祉事業

(1)8時30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） 25人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　13,400円まで 96人

16040- 4911911
6人 広告業

(1)8時00分～17時00分 200,000円～350,000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

実費支給（上限あり）
月額　8,000円まで 9人

16040- 4912111
83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 19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- 4915211

5人 土木建築サービス業
(1)8時00分～17時00分 170,000円～295,000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　5,000円まで 5人
年2回（前年度実績）200,000円～400,000円 16040- 4917411

38人 建築工事業（木造建築工事業を除く）

(1)8時30分～18時00分 213,000円～503,000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（上限なし）
38人

年2回（前年度実績） 16040- 4919311
38人 建築工事業（木造建築工事業を除く）

(1)8時30分～18時00分 220,000円～350,000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　20,000円まで 38人
年2回（前年度実績） 16040- 4920111

株式会社　魚津測量設計事務所  魚津市 土日祝他

 魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市江口５６７－１ 0765-24-9116 その他

1人
富山県魚津市江口５６７－１ 0765-24-9116 その他

1人
富山県魚津市宮津１４９６

 魚津市 他
1人

富山県魚津市大光寺４５０ 0765-24-8822 毎　週

1人
富山県魚津市川縁１０７１－８ 090-4325-

4663
その他

32

住宅の現場監督 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　山下ホーム

0765-22-2540 毎　週

31

住宅営業 44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　山下ホーム  魚津市 水祝他

30

土木関係測量設計 不問 正社員

29

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

0765-22-0469 その他

28

アートディレクター・グラフィッ
クデザイナー

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  黒部市 日祝他

27

乳幼児の保育 不問 正社員以外

社会福祉法人　魚津保育会　魚津
こども園

 魚津市 日祝他

24

☆土木施工管理技士☆ 64歳以下 正社員

株式会社　河口組  黒部市 土日他

1人
富山県魚津市本町１丁目４－９

 黒部市 日他
1人

富山県黒部市天神新２５０－１ 0765-52-0064 毎　週

1人
富山県黒部市石田１１６８－１７ 0765-32-3321 その他

株式会社　ライフワーク北陸  黒部市 土日他

1人
富山県魚津市出４５０－３

 魚津市 土日他
1人

富山県魚津市出４５０－３ 0765-22-2880 毎　週

20人
富山県黒部市吉田２００ 0765-54-8066 その他

26

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

0765-22-2880 毎　週

25

パン製造員【９：００～１８：０
０】

64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　東京ブレッド  黒部市 日祝他

1人
富山県富山市新庄町１５７－１

 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

1人
新潟県新潟市南区清水４５０１番
地１

025-371-4115 その他

23

☆普通作業員☆ 44歳以下 正社員

株式会社　河口組

076-492-0077 毎　週

22

ファスナー製造 不問 正社員以外

ＹＫＫ株式会社　黒部事業所  黒部市 日他

21

一般事務 不問 有期雇用派遣労働者

20

店舗販売職／地域正社員（ホーム
社員）

59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社　コメリ

025-371-4115 その他

19

店舗販売職／地域正社員（ホーム
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

18

店舗販売職／地域正社員（ホーム
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

 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

17

店舗販売職／地域正社員（ホーム
社員）

59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社　コメリ
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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　１１日　～　１０月　１５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。

10人 建築工事業（木造建築工事業を除く）

(1)8時30分～18時00分 220,000円～350,000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）
月額　20,000円まで 38人
年2回（前年度実績） 16040- 4921711

10人 建築工事業（木造建築工事業を除く）

(1)8時30分～18時00分 175,000円～230,000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）
月額　20,000円まで 38人
年2回（前年度実績） 16040- 4922811

38人 建築工事業（木造建築工事業を除く）

(1)8時30分～18時00分 175,000円～250,000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　20,000円まで 38人
年2回（前年度実績） 16040- 4923211

2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 176,000円～308,000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） 厚生
月額　10,000円まで 2人
年2回（前年度実績） 16040- 4924511

9人 一般土木建築工事業
(1)8時00分～17時00分 264,000円～330,000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）

9人
年2回（前年度実績） 16040- 4925411

48人 電子デバイス製造業
(1)8時15分～17時00分 240,030円～409,500円

雇用期間の定めなし 27人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　25,000円まで 73人
年2回（前年度実績） 16040- 4927311

2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 330,000円～396,000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

実費支給（上限あり） 厚生
月額　10,000円まで 2人

16040- 4928611
17人 警備業

(1)6時24分～19時00分 165,000円～168,000円
雇用期間の定めなし (2)16時24分～4時40分 4人 雇用・労災・健康・厚生

(3)20時24分～8時30分 実費支給（上限なし）
369人

年2回（前年度実績）380,000円～400,000円 17010-22272511
10人 一般貨物自動車運送業

(1)9時00分～18時05分 224,640円～224,640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　26,000円まで 3,200人

18010-17941711
0人 旅館，ホテル

(1)5時00分～14時00分 300,000円～400,000円
雇用期間の定めなし (2)14時00分～23時00分 0人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし）
又は5時00分～23時00分 25,000人

年2回（前年度実績） 13040-91163211
0人 医薬品・化粧品小売業

(1)8時30分～18時00分 180,000円～185,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)9時00分～18時00分 0人 雇用・労災・健康・厚生

(3)9時00分～16時30分 実費支給（上限なし）
81人

年2回（前年度実績） 15030- 7989511
8人 一般土木建築工事業

(1)8時00分～17時00分 250,000円～350,000円
雇用期間の定めなし 2人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし）
8人

年2回（前年度実績） 16040- 4901311
2人 機械設計業

(1)9時00分～17時30分 250,000円～350,000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 2人

16040- 4903911
13人 電気工事業

(1)8時00分～16時45分 180,000円～300,000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（上限あり）
月額　20,000円まで 13人
年2回（前年度実績） 16040- 4906811

95人 老人福祉・介護事業
(1)8時30分～17時30分 169,847円～216,300円

雇用期間の定めなし 79人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　55,000円まで 193人
年2回（前年度実績） 16040- 4908511

3人 その他の技術サービス業
(1)8時00分～17時00分 235,000円～450,000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） 15010-31869211

変形（1
年単位）

株式会社　大藤エンジニアリング  魚津市　他 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

 黒部市 土日祝
1人

富山県黒部市若栗２１１１ 0765-54-0622 毎　週

2人
富山県黒部市吉田１００８－１ 0765-56-8820 毎　週

025-240-7788 その他

48

土木施工管理（富山県内） 59歳以下 正社員

47

事務職員 39歳以下 正社員

社会福祉法人　緑寿会　特別養護
老人ホ－ム　越野荘

0765-23-4050 毎　週

46

電気工事作業員（見習い可） 64歳以下 正社員

大上戸電気　株式会社  黒部市 土日他

45

機械設計技術者、電気設計技術者 59歳以下 正社員

トーヨー技研株式会社　富山支店  魚津市 土日祝他

42

調理人スタッフ 18歳～64歳 正社員
変形
（1ヶ月

ルートインジャパン　株式会社
東京本部

 黒部市 他

2人
富山県魚津市新金屋１－１１ー７ 
レジデンス前田１階

 下新川郡入
善町

日祝他
2人

富山県下新川郡入善町東狐８０２
－２

0765-74-9280 その他

1人
新潟県上越市東雲町２－６－２４ 025-531-2221 毎　週

変形（1
年単位）

有限会社　ミナト製作所  黒部市 日祝他

5人
東京都品川区大井１丁目３５－３

 黒部市 日祝他
3人

福井県福井市問屋町１－５４ 0776-24-9481 その他

2人
石川県金沢市北安江２丁目１５番
１０号 

076-222-3395 その他

44

土木技術者及びオペレーター 64歳以下 正社員

竹田建設株式会社

03-3777-5650 その他

43

管理栄養士（みずまち薬局／入
善）

不問 正社員以外
変形
（1ヶ月

有限会社　中央調剤薬局  下新川郡入
善町

日祝他

1人
富山県黒部市生地９９１

 魚津市 日他
2人

富山県魚津市道坂２４３－３ 0765-32-8049 その他

2人
富山県魚津市経田中町１５－４ 0765-22-2389 その他

41

ドライバー（黒部営業所） 不問 正社員以外

セイノースーパーエクスプレス
株式会社

0765-54-2321 その他

40

施設警備 18歳～59歳 正社員
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

39

溶接工 不問 正社員以外

38

品質管理業務 44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

立山精密　株式会社

0765-54-2321 その他

37

型枠大工 39歳以下 正社員
変形（1
年単位）

協立建工　株式会社  魚津市 日他

36

溶接工及び製缶工 不問 正社員
変形（1
年単位）

有限会社　ミナト製作所  黒部市 日祝他

33

リフォーム工事管理 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　山下ホーム  魚津市 日祝他

1人
富山県黒部市生地９９１

 魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市江口５６７－１ 0765-24-9116 その他

1人
富山県魚津市江口５６７－１ 0765-24-9116 その他

1人
富山県魚津市江口５６７－１

35

メンテナンス員 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　山下ホーム

0765-24-9116 その他

34

リフォーム工事管理の補助 29歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　山下ホーム  魚津市 日祝他
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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

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　１１日　～　１０月　１５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。

3人 その他の技術サービス業
(1)8時00分～17時00分 235,000円～450,000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） 15010-31870011

11人 建物サービス業
(1)8時00分～20時00分 175,000円～175,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)20時00分～8時00分 0人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）

又は8時30分～8時29分 日額　953円まで 1,563人
16010-19071111

14人 その他の飲食料品小売業
(1)8時30分～17時00分 220,000円～280,000円

雇用期間の定めなし (2)14時00分～22時00分 9人 雇用・労災・健康・厚生
(3)22時00分～7時30分 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- 4887511

60人 警備業
(1)8時30分～17時30分 161,197円～161,197円

雇用期間の定めなし 2人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限なし）

303人
年2回（前年度実績） 16040- 4889011

43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 138,060円～176,410円
雇用期間の定めなし 23人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり） 拠出
月額　5,000円まで 58人
年2回（前年度実績） 16040- 4890911

31人 金属加工機械製造業
(1)8時00分～16時45分 163,000円～265,000円

雇用期間の定めなし (2)20時00分～4時45分 18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 111人
年2回（前年度実績） 16040- 4893811

19人 金属素形材製品製造業
(1)8時00分～16時45分 154,700円～221,000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） 拠出
19人

年2回（前年度実績）300,000円～700,000円 16040- 4894211
19人 金属素形材製品製造業

(1)8時00分～16時45分 165,750円～397,800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） 拠出
19人

年2回（前年度実績）300,000円～700,000円 16040- 4895511
0人 美容業

(1)9時00分～18時00分 180,000円～300,000円
雇用期間の定めなし (2)13時00分～21時00分 0人 その他

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 0人

16040- 4896411
0人 美容業

(1)9時00分～18時00分 160,000円～200,000円
雇用期間の定めなし (2)13時00分～21時00分 0人 その他

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 0人

16040- 4897011
66人 郵便業（信書便事業を含む）

980円～980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）
又は8時30分～21時45分 日額　2,600円まで

年2回（前年度実績） 16040- 4939111
1人 歯科診療所

(1)8時30分～10時00分 877円～1,000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）
月額　2,000円まで 1人

16040- 4940211
7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00分～18時00分 880円～880円
雇用期間の定めなし (2)9時00分～15時00分 6人 雇用・労災・健康・厚生

(3)10時30分～18時00分 実費支給（上限あり）
又は9時00分～18時00分 月額　10,000円まで 9人

年2回（前年度実績）40,000円～40,000円 16040- 4941511
66人 郵便業（信書便事業を含む）

(1)7時30分～16時15分 980円～980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
年2回（前年度実績） 16040- 4942411

110人 旅館，ホテル
(1)16時30分～7時30分 880円～900円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 57人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　5,000円まで 110人
年2回（前年度実績）5,000円～20,000円 16040- 4943011

110人 旅館，ホテル
(1)23時30分～4時30分 1,100円～1,150円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 57人 労災
実費支給（上限あり）
月額　5,000円まで 110人
年2回（前年度実績）5,000円～30,000円 16040- 4944311

0765-52-3230 その他

1人
富山県黒部市三日市３３３１ 0765-52-0819 その他

0765-52-0819 その他

58

美容師／アシスタント 不問 正社員

Ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　ＫＡＲＵ
Ａ

 黒部市 月他

57

美容師／スタイリスト 不問 正社員

Ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　ＫＡＲＵ
Ａ

 黒部市 月他
1人

富山県黒部市三日市３３３１

56

生産管理 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　高山鉄工所

0765-52-0888 毎　週

55

一般事務 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　高山鉄工所  黒部市 日他

54

製造ラインマシンオペレーター及
び検査業務

44歳以下 正社員
交替制あ
り

カナヤママシナリー　株式会社  黒部市 土日他

 黒部市 日他
1人

富山県黒部市沓掛４３９８ 0765-52-3230 その他

1人
富山県黒部市沓掛４３９８

51

小売販売員 不問 正社員
交替制あ
り

合名会社　早川屋（セブンイレブ
ン　富山朝日町月山店）

 下新川郡朝
日町

他

2人
富山県黒部市沓掛３２５９

 黒部市 土日他
2人

富山県黒部市生地芦崎字下浦３３
２－１９

0765-56-8184 毎　週

1人
富山県魚津市吉島２丁目５－１７ 0765-22-8648 その他

1人
富山県下新川郡朝日町字沼割４８
－１

 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

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 その他

53

部品のピッキング及び出荷作業
【黒部越湖製造所】

69歳以下 正社員

有限会社　村宗

0765-83-0767 毎　週

52

事務スタッフ 40歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　パトロード富山　新川
支社

 魚津市 他

50

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

49

建築施工管理（富山県内） 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　大藤エンジニアリング  魚津市　他 日祝他

1

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　入善郵便局

 下新川郡入
善町

日他
1人

富山県下新川郡入善町入膳３７２
９－２

0765-32-3663 毎　週

3

レジ・インフォメーション 64歳以下 パート労働者
交替制あ
り

株式会社　魚津シーサイドプラザ
（海の駅　蜃気楼）

 魚津市 他
3人

富山県魚津市村木定坊割２５００
－２

0765-24-4301 毎　週

2

清掃員 不問 パート労働者

平井デンタルクリニック  黒部市 日祝他
1人

富山県黒部市三日市３３１６ 0765-52-0727 毎　週

5

夜間警備及び補助 18歳以上 パート労働者
変形
（1ヶ月

株式会社　金太郎温泉  魚津市 他
3人

富山県魚津市天神野新６０００ 0765-24-1222 その他

4

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　入善郵便局

 下新川郡入
善町

日他
2人

富山県下新川郡入善町入膳３７２
９－２

0765-32-3663 毎　週

6

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
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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　１１日　～　１０月　１５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。

21人 公認会計士事務所，税理士事務所

890円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 17人 労災

実費支給（上限あり）
又は8時30分～17時00分 月額　10,000円まで 21人

年2回（前年度実績）10,000円～ 16040- 4949811
5人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

900円～1,288円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 2人 労災

実費支給（上限あり）
又は17時00分～0時00分 日額　480円まで 936人

04010-54537911
2人 電気通信・信号装置工事業

(1)12時00分～17時15分 880円～880円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)11時30分～17時15分 2人 労災

(3)8時30分～11時30分 実費支給（上限なし）
545人

16010-19390411
1人 歯科診療所

(1)14時30分～17時00分 1,200円～1,300円
雇用期間の定めなし 1人 労災

実費支給（上限あり）
月額　2,000円まで 1人

16040- 4937611
72人 すし店

900円～950円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 45人 労災

実費支給（上限あり）
又は9時00分～0時00分の 月額　15,000円まで 35,157人

13040-91710511
4人 警備業

(1)8時30分～8時29分 900円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)8時30分～18時30分 0人 雇用・労災・健康・厚生

(3)18時30分～8時30分 実費支給（上限あり）
月額　30,000円まで 227人

16010-19317011
14人 旅館，ホテル

(1)15時00分～19時00分 1,000円～1,000円
雇用期間の定めなし 10人 労災

なし
14人

16040- 4916511
16人 自動車整備業

(1)9時00分～11時55分 950円～1,500円
雇用期間の定めなし (2)13時05分～16時00分 3人 労災

(3)9時00分～17時00分 なし
又は9時00分～17時00分 16人

年2回（前年度実績）100,000円～1,000,000円 16040- 4918011
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- 4899611

85人 百貨店，総合スーパー
(1)7時00分～16時00分 880円～1,030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- 4900011

65人 その他の食料品製造業
877円～900円

雇用期間の定めなし 30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　12,000円まで 65人
年2回（前年度実績）10,000円～50,000円 16040- 4907211

34人 児童福祉事業
(1)8時30分～15時30分 1,000円～1,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 32人 雇用・労災
実費支給（上限あり）

又は8時30分～17時00分 月額　13,400円まで 34人
16040- 4909411

11人 配達飲食サービス業
930円～930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）

又は10時30分～22時00分 月額　3,000円まで 935人
01020-11155511

13人 配達飲食サービス業
930円～930円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 4人 労災
実費支給（上限あり）

又は10時30分～22時00分 月額　3,000円まで 935人
01020-11156411

125人 他に分類されない小売業
(1)9時40分～14時50分 880円～880円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)13時20分～18時50分 122人 雇用・労災
実費支給（上限なし）

670人
16010-19086611

45人 一般貨物自動車運送業
(1)18時00分～21時00分 1,400円～1,400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

16020-11666711

7

会計事務（税務補助） 不問 パート労働者
交替制あ
り

株式会社　ビッグトウモロウ  魚津市 土日祝
1人

富山県魚津市吉島１２１番地の２ 0765-24-8490 毎　週

9

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
2人

富山県富山市綾田町１丁目７番２
３号

076-431-1111 毎　週

8

ホール・キッチン［カルビ大将／
黒部店］

不問 パート労働者
交替制あ
り

株式会社　アトム　東北営業本部  黒部市 他
2人

宮城県仙台市青葉区中央４丁目６
－１　ＳＳ３０ビル２７階

022-266-5802 その他

11

フロア・キッチン・切り付け（黒
部店）

不問 パート労働者
交替制あ
り

株式会社　はま寿司  黒部市 他
1人

東京都港区港南２ー１８－１ 
ＪＲ品川イーストビル

0120-314-520 毎　週

10

歯科衛生士 不問 パート労働者

平井デンタルクリニック  黒部市 木日祝他
1人

富山県黒部市三日市３３１６ 0765-52-0727 その他

13

フロント 不問 パート労働者

株式会社　生地温泉たなかや  黒部市 他
1人

富山県黒部市生地吉田新２３０番
地

0765-56-8003 毎　週

12

常駐警備（アサヒ飲料（株）北陸
工場）

18歳以上 パート労働者
変形
（1ヶ月

国際警備保障　株式会社　富山営
業所

 下新川郡入
善町

他
1人

富山県富山市野町３４－５ 076-436-3173 毎　週

15

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

14

自動車クリーニング 不問 パート労働者

有限会社　魚津鈑金  魚津市 土日祝他
1人

富山県魚津市吉島４４２５－１ 0765-24-4518 毎　週

17

一般事務 不問 パート労働者

石川製麺　株式会社  魚津市 他
1人

富山県魚津市大海寺野６２１ 0765-24-5511 毎　週

16

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
1人

富山県黒部市植木７７１番１ 0765-54-3522 その他

19

ピザの配達（富山入善店） 不問 パート労働者

株式会社　テンフォー  下新川郡入
善町

他
3人

北海道函館市柏木町２４番１９号 0138-31-0141 その他

18

調理員 不問 パート労働者

社会福祉法人　吉島保育園  魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市吉島７２９ 0765-22-0802 その他

21

宝くじ販売員（富山県全域） 不問 パート労働者
交替制あ
り

株式会社　中部商事　富山支店  魚津市　他 他
3人

富山県富山市桜橋通り５番１３号
富山興銀ビル９階

076-442-2151 毎　週

20

ピザの配達（富山魚津店） 不問 パート労働者

株式会社　テンフォー  魚津市 他
3人

北海道函館市柏木町２４番１９号 0138-31-0141 その他

22

乗務（パートセールスドライ
バー）【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 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

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　１１日　～　１０月　１５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。

33人 一般貨物自動車運送業
(1)18時00分～21時00分 1,400円～1,400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

16020-11667811
8人 建物サービス業

(1)7時30分～12時00分 880円～880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- 4886211
8人 他に分類されない非営利的団体

880円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 4人 労災

実費支給（上限なし）
又は9時00分～15時00分 8人

16040- 4888411
3人 建設用・建築用金属製品製造業（製缶板金業を含む）

(1)9時00分～17時00分 900円～1,000円
雇用期間の定めなし (2)10時00分～17時00分 2人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり） 拠出
月額　5,000円まで 58人
年2回（前年度実績） 16040- 4891111

10人 旅館，ホテル
(1)16時00分～0時00分 900円～1,120円

雇用期間の定めなし (2)0時00分～8時00分 4人 雇用・労災
実費支給（上限あり）
月額　30,000円まで 10人

16040- 4892711
0人 美容業

880円～1,100円
雇用期間の定めなし 0人 その他

実費支給（上限なし）
又は9時00分～18時00分 0人

16040- 4904111
15人 旅館，ホテル

(1)8時00分～17時00分 1,020円～1,020円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)9時00分～18時00分 9人 労災

(3)13時00分～17時00分 実費支給（上限あり）
又は13時00分～22時00分 月額　45,000円まで 2,201人

24010-11187411

23

乗務（パートセールスドライ
バー）【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 その他

25

事務 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
月土日祝
他

1人
富山県黒部市新牧野２２０ 0765-56-9687 毎　週

24

清掃【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 日
2人

富山県下新川郡朝日町山崎４４２
－２

0765-84-8989 その他

27

ビジネスホテルのフロント業務 18歳以上 パート労働者
交替制あ
り

入善町まちづくり開発株式会社  下新川郡入
善町

他
2人

富山県下新川郡入善町入膳５２３
０－１２

0765-72-5500 毎　週

26

事務職 69歳以下 パート労働者

有限会社　村宗  黒部市 土日他
1人

富山県黒部市生地芦崎字下浦３３
２－１９

0765-56-8184 毎　週

29

（パ）ベストイン魚津　ホテルフ
ロント

不問 パート労働者
交替制あ
り

株式会社　グリーンズ  魚津市 他
2人

三重県四日市市鵜の森１－４－２
８ 

059-351-3416 なし

28

美容師（スタイリストｏｒアシス
タント）

不問 パート労働者

Ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　ＫＡＲＵ
Ａ

 黒部市 月他
1人

富山県黒部市三日市３３３１ 0765-52-0819 その他
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