
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

55人 非鉄金属素形材製造業
(1)8時00分～17時00分 199,000円～282,000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　12,500円まで 55人
年2回（前年度実績）1,100,000円～1,680,000円 16040- 3321221

86人 電気工事業
(1)8時00分～16時45分 232,000円～354,500円

雇用期間の定めなし 13人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限なし） 拠出
86人

年2回（前年度実績） 16040- 3323421
25人 その他の飲食店

(1)22時00分～8時00分 251,000円～251,000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（上限なし）
8,235人

年2回（前年度実績）0円～100,000円 13040-66818421
32人 情報処理・提供サービス業

(1)9時00分～17時30分 235,000円～355,000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（上限なし）
193人

年2回（前年度実績） 16010-13025321
13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)17時00分～9時00分 11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　21,000円まで 123人
年2回（前年度実績） 16010-12854321

44人 老人福祉・介護事業
(1)7時45分～17時30分 190,110円～208,110円

雇用期間の定めなし (2)8時00分～17時45分 39人 雇用・労災・健康・厚生
(3)9時00分～17時45分 実費支給（上限あり）

月額　50,000円まで 90,768人
年2回（前年度実績） 16010-12929121

0人 不動産代理業・仲介業
(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)17時00分～2時00分 0人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限なし） 給付
又は8時00分～2時00分の
間の8時間程度

156人
年2回（前年度実績） 16020- 7456021

27人 旅館，ホテル
(1)9時00分～18時00分 190,000円～230,000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）
月額　24,000円まで 27人
年2回（前年度実績）100,000円～200,000円 16040- 3315421

88人 金属加工機械製造業
(1)8時00分～17時00分 210,000円～350,000円

雇用期間の定めなし 11人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限なし）
93人

年2回（前年度実績） 16040- 3316321
6人 採石業，砂・砂利・玉石採取業

(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人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　13,300円まで 6人
年2回（前年度実績）100,000円～200,000円 16040- 3306521

47人 一般貨物自動車運送業
(1)8時00分～17時00分 156,000円～164,400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 56人
年2回（前年度実績） 16040- 3307421

235人 貴金属・宝石製品製造業
(1)8時30分～17時30分 160,000円～250,000円

雇用期間の定めなし 156人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり） 拠出
月額　25,000円まで 472人
年2回（前年度実績）350,000円～860,000円 16040- 3309621

14人 土木工事業（舗装工事業を除く）

(1)8時00分～17時00分 155,000円～180,000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）
14人

年2回（前年度実績） 16040- 3310021
40人 その他の電気機械器具製造業

(1)8時15分～17時00分 168,000円～184,800円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 6人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり） 拠出
月額　40,000円まで 377人

16040- 3314521
4人 採石業，砂・砂利・玉石採取業

(1)8時00分～17時00分 189,000円～210,000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　15,000円まで 5人
年2回（前年度実績）50,000円～100,000円 16040- 3290221

28人 食料・飲料卸売業
(1)8時30分～17時30分 180,000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　15,000円まで 30人
年2回（前年度実績）140,000円～240,000円 16040- 3291521

1

総務・経理全般
59歳以下 正社員

ＪＸ金属三日市リサイクル　株式
会社

1人
富山県黒部市吉田２００

 黒部市 土日祝他
1人

富山県黒部市天神新８番地
0765-52-1111 毎　週

【先週１週間　　６月　１３日～　６月　１７日に受理】

賃金

通勤手当

賞与（前年度実績）

4

ＰＣサポート業務
59歳以下 正社員

株式会社　ディー・オー・エス
富山営業所

0765-54-8665 毎　週

3

和風飲食店での深夜帯契約社員／
黒部田家店

18歳以上 正社員以外

株式会社　なか卯
 黒部市 他

2

配管設備企画・設計
不問 正社員

黒部エムテック　株式会社
 黒部市 日祝他

1人
富山県富山市西野新４７番

 魚津市 土日祝他
1人

富山県富山市本町３－２５　富山
本町ビル５階

076-444-5546 毎　週

1人
東京都港区港南２－１８－１
ＪＲ品川イ－ス卜ビル５Ｆ

0120-129-073 毎　週

7

【オープニングスタッフ】浴場施
設の運営・管理

18歳～39歳 正社員
変形
（1ヶ月

光陽興産　株式会社≪サニーライ
ブグループ≫

076-461-7765 毎　週

6

デイサービス介護員／ニチイケア
センター黒部

59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社　ニチイ学館　ヘルスケ
ア事業富山支店

 黒部市 日他

5

介護スタッフ（うちくる黒部病院
前）

59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社　うちくる富山
 黒部市 他

2人
富山県黒部市天神新３５３－１

 黒部市 他
2人

富山県高岡市京田６１９
0766-25-1110 その他

1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

10

現場管理業務及び事務処理
64歳以下 正社員

変形（1
年単位）

黒部川水系土石業協同組合

0765-54-1000 その他

9

生産管理
59歳以下 正社員

変形（1
年単位）

株式会社　北陸精機
 魚津市 日祝他

8

総務・経理
59歳以下 正社員

変形（1
年単位）

株式会社　ホテルアクア黒部
 黒部市 他

1人
富山県黒部市荻生５８８－１

 下新川郡入善
町

日祝他
1人

富山県下新川郡入善町上飯野９５
６

0765-72-0459 その他

1人
富山県魚津市道坂１０３

0765-32-8231 その他

13

一般事務員
59歳以下 正社員

有限会社　稲垣重機

0765-52-5752 その他

12

ジュエリー・アクセサリー等に使
用する部品の組立・仕上作業

59歳以下 正社員

株式会社　桑山　富山工場
 魚津市 土日他

11

トラック運転手（１０ｔ）
59歳以下 正社員

変形（1
年単位）

荻生運輸倉庫　株式会社
 黒部市 他

2人
富山県魚津市小川寺４７０

 下新川郡朝日
町

土日他
1人

富山県下新川郡朝日町横水１０５
0765-83-2722 毎　週

2人
富山県魚津市宮津１２８８－１

0765-24-2711 毎　週

16

営業職（ルートセールス）
59歳以下 正社員

変形（1
年単位）

株式会社　あいば食品

0765-31-7131 毎　週

15

構内作業員
59歳以下 正社員

変形（1
年単位）

日本海石産工業株式会社  下新川郡入善
町

日他

14

工場内作業員【正社員以外】
不問 正社員以外

高槻電器工業株式会社　富山工場
（設備製作工場）

 魚津市 日他

 下新川郡入善
町

他
2人

富山県下新川郡入善町舟見７１８
0765-78-2200 その他

1人
富山県下新川郡入善町板屋１７１
－２

0765-76-0021 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。
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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。

28人 食料・飲料卸売業
165,000円～180,000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）

又は8時00分～17時30分
の間の8時間程度

月額　15,000円まで 30人
年2回（前年度実績）100,000円～250,000円 16040- 3292421

4人 食料・飲料卸売業
(1)6時45分～11時15分 170,000円～190,000円

雇用期間の定めなし (2)13時45分～21時30分 4人 雇用・労災・健康・厚生
(3)17時00分～21時15分 実費支給（上限あり）
又は6時45分～21時30分
の間の8時間程度

月額　15,000円まで 30人
年2回（前年度実績）130,000円～200,000円 16040- 3294621

47人 一般貨物自動車運送業
(1)8時30分～17時30分 185,000円～197,600円

雇用期間の定めなし (2)8時30分～12時00分 3人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　31,600円まで 56人
年2回（前年度実績）100,000円～150,000円 16040- 3296121

47人 一般貨物自動車運送業
(1)8時00分～17時00分 156,000円～164,400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 56人
年2回（前年度実績） 16040- 3297021

0人 酒場，ビヤホール
(1)15時00分～23時00分 150,000円～280,000円

雇用期間の定めなし (2)16時00分～23時00分 0人 労災
なし

0人
16040- 3298721

8人 一般診療所
(1)8時30分～18時00分 152,000円～240,000円

雇用期間の定めなし (2)8時30分～12時30分 8人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)8時30分～17時30分 実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 8人
年2回（前年度実績） 16040- 3300921

29人 障害者福祉事業
(1)8時00分～17時00分 170,000円～260,000円

雇用期間の定めなし (2)8時30分～17時30分 15人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 112人

16040- 3301121
70人 旅館，ホテル

(1)7時00分～16時00分 173,500円～350,000円
雇用期間の定めなし (2)13時00分～22時00分 55人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし）
13,528人

年2回（前年度実績） 16040- 3303721
27人 老人福祉・介護事業

(1)7時00分～16時00分 151,600円～173,100円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)8時20分～17時20分 27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- 3304821

29人 障害者福祉事業
(1)8時00分～17時00分 200,000円～200,000円

雇用期間の定めなし (2)8時30分～17時30分 15人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 112人

16040- 3305221
7人 自動車整備業

(1)8時30分～17時30分 320,000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（上限あり）
月額　15,000円まで 27人
年2回（前年度実績）200,000円～750,000円 16070- 2047821

3人 写真機・時計・眼鏡小売業

(1)10時00分～19時00分 217,150円～239,150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　50,000円まで 4,633人
年2回（前年度実績）535,500円～535,500円 22010-16438021

32人 情報処理・提供サービス業

(1)9時00分～17時30分 235,000円～355,000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（上限なし）
193人

年2回（前年度実績） 16010-12781421
375人 病院

(1)8時15分～17時00分 178,500円～178,500円
雇用期間の定めなし 278人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり） 拠出
月額　55,000円まで
年2回（前年度実績） 16040- 3282221

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 230,000円～300,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 1,147人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　19,600円まで 4,577人

16040- 3283521
7人 一般廃棄物処理業

(1)8時00分～16時30分 242,000円～250,000円
雇用期間の定めなし (2)8時00分～12時00分 3人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　5,000円まで 8人
年2回（前年度実績） 16040- 3285321

1人
富山県下新川郡入善町舟見７１８

19

事務職
59歳以下 正社員

変形（1
年単位）

荻生運輸倉庫　株式会社

0765-78-2200 その他

18

販売員
59歳以下 正社員

交替制あ
り

株式会社　あいば食品
 黒部市 他

17

製造業務及び製品の梱包業務
59歳以下 正社員

変形（1
年単位）

株式会社　あいば食品  下新川郡入善
町

日他

1人
富山県黒部市荻生５８８－１

 黒部市 日祝他
1人

富山県黒部市荻生５８８－１
0765-52-5752 その他

1人
富山県下新川郡入善町舟見７１８

0765-78-2200 その他

22

医療事務
不問 正社員

交替制あ
り

医療法人社団　吉島内科クリニッ
ク

0765-52-5752 その他

21

調理
18歳以上 正社員

交替制あ
り

魚清
 魚津市 日他

20

トラック運転手（４ｔ）
59歳以下 正社員

変形（1
年単位）

荻生運輸倉庫　株式会社
 黒部市 他

1人
富山県魚津市上村木１－８－６

 魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市吉島７５０－２
0765-22-8825 その他

1人
富山県魚津市駅前新町１０－３

0765-24-7652 毎　週

25

保育職員（うらやま保育園）
不問 正社員以外

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

0765-55-1511 その他

24

施設管理
64歳以下 正社員

変形（1
年単位）

ルートインジャパン株式会社（グ
ランヴィリオホテル宇奈月温泉）

 黒部市 他

23

職業指導員スタッフ
64歳以下 正社員

変形（1
年単位）

株式会社　１５１Ａ　ｓｅｌｆ－
Ａ・１５１Ａ魚津

 魚津市 日祝

1人
富山県魚津市上村木１－８－６

 黒部市 土日祝他
1人

富山県黒部市宇奈月町下立３７
0765-65-1180 毎　週

3人
富山県黒部市宇奈月温泉７－２６

0765-62-1236 その他

28

店舗スタッフ（正社員）／魚津市
59歳以下 正社員

変形
（1ヶ月

株式会社　メガネトップ　（眼鏡
市場・アルク・レンズスタイル・

0765-55-1511 その他

27

自動車検査員（コバック黒部店）
64歳以下 正社員

変形（1
年単位）

森本自動車　有限会社
 黒部市 日祝他

26

賃金向上達成指導員
64歳以下 正社員

変形（1
年単位）

株式会社　１５１Ａ　ｓｅｌｆ－
Ａ・１５１Ａ魚津

 魚津市 日祝他

2人
富山県富山市本町３－２５　富山
本町ビル５階

 魚津市 他
1人

静岡県静岡市葵区伝馬町８－６
054-275-5011 その他

1人
富山県滑川市中野島２６０２

076-475-1301 その他

31

看護師・保健師
不問 正社員以外

変形（1
年単位）

ＹＫＫ株式会社　黒部事業所

076-444-5546 毎　週

30

診療放射線技師
59歳以下 正社員

独立行政法人　労働者健康安全機
構　富山労災病院

 魚津市 土日祝他

29

システムエンジニア・プログラ
マー

59歳以下 正社員

株式会社　ディー・オー・エス
富山営業所

 魚津市 土日祝他

1人
富山県下新川郡朝日町藤塚４３０
番地

 黒部市 日他
1人

富山県黒部市吉田２００
0765-54-8066 その他

1人
富山県魚津市六郎丸９９２

0765-22-1280 毎　週

0765-82-1351 その他

32

可燃物・不燃物の収集運搬
59歳以下 正社員

有限会社　朝日ビューティロック  下新川郡朝日
町

日他
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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　　６月　１３日～　６月　１７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。

26人 一般貨物自動車運送業
(1)7時30分～16時30分 220,000円～320,000円

雇用期間の定めなし 2人 雇用・労災・健康・厚生・財形

なし
28人

年2回（前年度実績）0円～400,000円 16040- 3287921
22人 自動車整備業

(1)8時30分～17時30分 170,000円～270,000円
雇用期間の定めなし 6人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり） 厚生
月額　13,000円まで 38人
年2回（前年度実績） 16040- 3288121

14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 11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 731人
年3回（前年度実績） 16050- 3116021

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～200,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 0人 雇用・労災

なし
2人

16040-   19320
30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 900円～1,000円
雇用期間の定めなし 15人 労災

実費支給（上限あり）
月額　5,000円まで 30人

16040- 3322521
5人 その他の職別工事業

(1)9時00分～15時00分 1,000円～1,000円
雇用期間の定めなし 0人 労災

実費支給（上限あり）
月額　5,000円まで 5人

16040- 3317621
0人 持ち帰り飲食サービス業

(1)5時00分～14時00分 1,000円～1,150円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 0人 その他

実費支給（上限あり）
又は5時00分～17時00分
の間の3時間以上

月額　10,000円まで 0人
16040- 3318921

8人 その他の食料品製造業
(1)8時00分～12時00分 1,000円～1,200円

雇用期間の定めなし (2)13時00分～17時00分 5人 労災
(3)8時00分～17時00分 なし
又は8時00分～17時00分
の間の4時間以上

8人
16040- 3319121

8人 その他の食料品製造業
900円～1,125円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 5人 労災
なし

又は8時00分～13時00分
の間の4時間程度

8人
16040- 3320821

2人 調味料製造業
(1)9時00分～17時00分 880円～880円

雇用期間の定めなし 1人 労災
実費支給（上限あり）
月額　5,000円まで 7人

16040- 3311721
40人 その他の電気機械器具製造業

(1)8時15分～12時00分 950円～1,050円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)12時45分～17時00分 6人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
又は8時15分～17時00分
の間の4時間程度

月額　30,000円まで 377人
16040- 3313221

3人 建物サービス業
(1)7時00分～9時30分 1,100円～1,200円

雇用期間の定めなし 3人 労災
実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 1,850人

16010-13046721
5人 老人福祉・介護事業

(1)8時30分～17時00分 1,010円～1,160円
雇用期間の定めなし 4人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
日額　200円まで 130人

17020- 4062321
14人 老人福祉・介護事業

(1)8時30分～17時30分 1,200円～1,200円
雇用期間の定めなし (2)9時00分～18時00分 10人 労災

実費支給（上限あり）
日額　300円まで 123人

16010-12857121
13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 11人 労災

一定額
日額　300円まで 123人

16010-12860521
5人 その他の運輸に附帯するサービス業

(1)10時00分～18時00分 900円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 5人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
月額　21,000円まで 470人

16010-12801521

12

店舗での販売業務等
不問 パート労働者

交替制あ
り

株式会社　ジェイアールサービス
ネット金沢　富山支店

 黒部市 他
1人

富山県富山市明輪町１番２３０号
076-432-5176 毎　週

11

夜間介護スタッフ（黒部病院前）
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
 黒部市 他

1人
富山県富山市西野新４７番

076-461-7765 毎　週

10

日勤介護スタッフ（うちくる黒部
病院前）

59歳以下 パート労働者
交替制あ
り

株式会社　うちくる富山
 黒部市 他

1人
富山県富山市西野新４７番

076-461-7765 毎　週

9

介護職【デイサービスＣｈａＣｈ
ａＣｈａ】

59歳以下 パート労働者

長寿メディカル　株式会社  下新川郡入善
町

土日他
2人

石川県小松市上小松町丙４１－１
0761-22-2115 毎　週

8

清掃（アルビス黒部）＃午前中
不問 パート労働者

アルコット　株式会社
 黒部市 他

4人
富山県富山市二口町３丁目５番地
－５

076-421-9330 毎　週

7

工場内作業員
不問 パート労働者

高槻電器工業株式会社　富山工場
（設備製作工場）

 魚津市 日他
2人

富山県魚津市小川寺４７０
0765-31-7131 毎　週

6

製造作業【入善町】
不問 パート労働者

丸善醤油　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入膳７０６
８－４

0765-72-0016 毎　週

5

麩の製造補佐、麩の袋詰め
不問 パート労働者

有限会社　高瀬製麸所
 魚津市 土日祝他

1人
富山県魚津市本新町２７－４

0765-24-7377 毎　週

4

麩の製造
不問 パート労働者

有限会社　高瀬製麸所
 魚津市 土日祝他

1人
富山県魚津市本新町２７－４

0765-24-7377 毎　週

3

パンの製造及び販売
不問 パート労働者

交替制あ
り

合同会社Ｉａｍ
 黒部市 火他

5人
富山県魚津市吉島６５４ー５

090-2039-4510 毎　週

2

一般事務職
不問 パート労働者

株式会社　松原工務店  下新川郡入善
町

土日祝他
1人

富山県下新川郡入善町入膳５４３
１

0765-74-0170 毎　週

1

ゴム製品製造（自社）９：００～
１２：００

不問 パート労働者

有限会社　エムテックス宝田
 黒部市 日他

2人
富山県黒部市生地中区５８

0765-57-0117 毎　週

36

軽作業
不問 正社員以外

松葉園
 魚津市 日祝他

1人
富山県魚津市金山谷３３５

0765-33-9230 毎　週

34

経理・事務一般
59歳以下 正社員

北辰自動車工業株式会社

33

大型車運転手（ダンプトラック）
64歳以下 正社員

変形（1
年単位）

株式会社　婦中運輸  下新川郡朝日
町

日他

 黒部市 他
1人

富山県黒部市三日市９４６
0765-54-0166 毎　週

3人
富山県下新川郡朝日町三枚橋６番
地

0765-83-3011 その他

0763-33-2311 その他

35

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
 黒部市 日祝他

1人
富山県砺波市栄町６－２７
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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　　６月　１３日～　６月　１７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。

0人 その他の飲食料品小売業
(1)6時00分～9時00分 1,000円～1,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 0人 労災
実費支給（上限あり）
月額　35,710円まで 4,400人

16020- 7342021
28人 食料・飲料卸売業

(1)8時30分～17時00分 877円～900円
雇用期間の定めなし (2)8時30分～17時30分 15人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　15,000円まで 30人

16040- 3293321
4人 食料・飲料卸売業

(1)6時45分～11時15分 1,000円～1,300円
雇用期間の定めなし (2)17時00分～21時30分 4人 労災

(3)15時00分～21時30分 実費支給（上限あり）
月額　15,000円まで 30人

16040- 3295921
0人 酒場，ビヤホール

(1)15時00分～20時00分 900円～1,300円
雇用期間の定めなし (2)18時00分～23時00分 0人 労災

(3)19時00分～23時00分 なし
0人

16040- 3299821
70人 旅館，ホテル

(1)8時00分～15時00分 1,000円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)15時00分～21時30分 55人 労災

実費支給（上限あり）
月額　15,000円まで 13,528人

16040- 3278621
70人 旅館，ホテル

(1)10時00分～15時00分 950円～950円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)15時00分～20時00分 55人 労災

実費支給（上限あり）
月額　15,000円まで 13,528人

16040- 3279921
70人 旅館，ホテル

(1)10時00分～15時00分 950円～950円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 55人 労災

実費支給（上限あり）
月額　15,000円まで 13,528人

16040- 3280721
70人 旅館，ホテル

(1)15時00分～18時00分 950円～950円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 55人 労災

実費支給（上限あり）
月額　15,000円まで 13,528人

16040- 3281821
8人 家具・建具・畳小売業

877円～900円
雇用期間の定めなし 5人 労災

実費支給（上限あり）
又は9時00分～18時00分
の間の3時間以上

月額　10,000円まで 8人
年2回（前年度実績）10,000円～100,000円 16040- 3286621

9人 老人福祉・介護事業
1,200円～1,300円

雇用期間の定めなし 8人 労災
実費支給（上限あり）

又は8時30分～17時30分
の間の6時間程度

月額　7,000円まで 33人
年2回（前年度実績）20,000円～100,000円 16070- 2052921

65人 その他の専門サービス業
(1)8時30分～12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- 4953021

3人 写真機・時計・眼鏡小売業

1,110円～1,110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）
又は10時00分～19時30分
の間の6時間以上

月額　50,000円まで 4,633人
年2回（前年度実績）63,500円～63,500円 22010-16231321

24

店舗スタッフ（パートタイム契約
社員）／魚津市

不問 パート労働者

株式会社　メガネトップ　（眼鏡
市場・アルク・レンズスタイル・

 魚津市 他
1人

静岡県静岡市葵区伝馬町８－６
054-275-5011 毎　週

23

物流管理サービス（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

22

看護師（パートタイム／お達者く
らぶ小摺戸）

不問 パート労働者

有限会社　お達者くらぶ  下新川郡入善
町

日他
2人

富山県滑川市中川原３５０－１番
地

076-475-6876 毎　週

21

ネットオークション業務担当
不問 パート労働者

有限会社　エコ・ライフ・サポー
ト

 黒部市 土日祝
1人

富山県黒部市阿弥陀堂５０７－１
0765-58-1235 毎　週

20

プール監視員・プール管理スタッ
フ

不問 パート労働者

ルートインジャパン株式会社（グ
ランヴィリオホテル宇奈月温泉）

 黒部市 他
3人

富山県黒部市宇奈月温泉７－２６
0765-62-1236 毎　週

19

大浴場清掃スタッフ
不問 パート労働者

ルートインジャパン株式会社（グ
ランヴィリオホテル宇奈月温泉）

 黒部市 他
5人

富山県黒部市宇奈月温泉７－２６
0765-62-1236 毎　週

18

パブリック清掃スタッフ
不問 パート労働者

ルートインジャパン株式会社（グ
ランヴィリオホテル宇奈月温泉）

 黒部市 他
5人

富山県黒部市宇奈月温泉７－２６
0765-62-1236 毎　週

17

送迎ドライバー・施設管理スタッ
フ

不問 パート労働者

ルートインジャパン株式会社（グ
ランヴィリオホテル宇奈月温泉）

 黒部市 他
3人

富山県黒部市宇奈月温泉７－２６
0765-62-1236 毎　週

16

接客と調理補助
18歳以上 パート労働者

交替制あ
り

魚清
 魚津市 他

2人
富山県魚津市駅前新町１０－３

0765-24-7652 毎　週

15

販売員
59歳以下 パート労働者

株式会社　あいば食品
 黒部市 他

1人
富山県下新川郡入善町舟見７１８

0765-78-2200 その他

14

製造補助および製品梱包作業
59歳以下 パート労働者

変形（1
年単位）

株式会社　あいば食品  下新川郡入善
町

日他
1人

富山県下新川郡入善町舟見７１８
0765-78-2200 その他

13

アルビス黒部店　パート早朝ス
タッフ（魚調理）

不問 パート労働者

アルビス　株式会社
 黒部市 他

2人
富山県射水市流通センター水戸田
３－４

0766-56-7200 毎　週

　「看護職・介護職を対象とした出張相談会」を開催しています！
 「看護」、「介護・福祉」に関する資格を持ちながら、実際の仕事は未経験の方、過去に経験があるものの、ブランクがあって職場復帰をためらっておられる方、

  その他業務に必要な資格や職場の実態などについて関心のある方などを対象に、専門の相談員をお招きして、定期的に相談会を開催しています。

　○福祉・介護のお仕事相談コーナー ［原則　毎月第１・３水曜日］

 日　 時   　  ７月６日（水） 午前９時３０分～午後３時３０分

  　  ７月２０日（水） 午前９時３０分～午前１２時００分

 ◆お問合せ先：社会福祉法人　富山県社会福祉協議会
　 富山県健康・福祉人材センター（ＴＥＬ０７６－４３２－６１５６）

　○看護職の就業支援相談　　　［原則　毎月第２水曜日］

  日　 時       ７月１３日（水） 午前１０時～午後４時

 ◆お問合せ先：公益社団法人　富山県看護協会
　 富山県ナースセンター（ＴＥＬ０７６－４３３－５２５１）

　　　　　　　　　　　　 ・お問い合わせは、ハローワーク魚津 受付・職業相談窓口まで　電話０７６５－２４－０３６５

会場はいずれもハローワーク魚津 です。
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