
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 写真機・時計・眼鏡小売業

(1)10時00分～19時00分 200,000円～310,000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　40,000円まで 1,277人
年2回（前年度実績）0円～350,000円 14100- 6376721

11人 他に分類されない小売業
200,000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0時00分～23時59分 月額　24,500円まで 64人
16040- 3263021

3人 老人福祉・介護事業
(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人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　7,000円まで 70人
年2回（前年度実績） 16040- 3266221

62人 老人福祉・介護事業
(1)8時30分～17時30分 158,414円～243,595円

雇用期間の定めなし 54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 196人
年2回（前年度実績） 16040- 3267521

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

雇用期間の定めなし 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 40人
年2回（前年度実績）270,000円～1,200,000円 17010-14742021

4人 化学製品卸売業
(1)8時30分～17時15分 200,000円～250,000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（上限あり）
月額　50,000円まで 120人

13010-58418521
12人 一般土木建築工事業

(1)8時00分～17時00分 230,000円～320,000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 12人
年3回（前年度実績）200,000円～800,000円 16040- 3252321

41人 一般土木建築工事業
(1)8時00分～17時00分 170,000円～200,000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 41人
年2回（前年度実績） 16040- 3253621

13人 障害者福祉事業
(1)8時30分～17時15分 148,000円～163,000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　20,000円まで 13人
年2回（前年度実績） 16040- 3256021

27人 産業廃棄物処理業
(1)8時00分～17時00分 183,000円～183,000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　25,000円まで 27人
年2回（前年度実績） 16040- 3257721

12人 林業サービス業
(1)8時30分～17時00分 140,000円～140,000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）

68人
年2回（前年度実績） 16040- 3237621

120人 病院
(1)9時00分～17時00分 221,600円～305,000円

雇用期間の定めなし (2)9時00分～12時45分 100人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)16時45分～9時15分 実費支給（上限なし） 拠出
710人

年2回（前年度実績） 16040- 3239121
120人 病院

(1)9時00分～17時00分 174,500円～174,500円
雇用期間の定めなし (2)9時00分～12時45分 100人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり） 拠出
月額　100,000円まで 710人
年2回（前年度実績） 16040- 3240821

120人 病院
(1)9時00分～17時00分 174,500円～214,500円

雇用期間の定めなし (2)9時00分～12時45分 100人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)16時45分～9時15分 実費支給（上限あり） 拠出
月額　100,000円まで 710人
年2回（前年度実績） 16040- 3241221

167人 その他の食料品製造業
(1)8時30分～17時00分 161,600円～243,200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）
167人

年2回（前年度実績） 16040- 3242521
38人 児童福祉事業

(1)7時00分～15時45分 178,500円～198,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)8時30分～17時00分 38人 雇用・労災・健康・厚生

(3)10時15分～19時00分 実費支給（上限あり）
又は7時00分～20時00分 月額　55,000円まで 96人

年2回（前年度実績） 16040- 3244321

14

介護職員 64歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

医療法人社団　友愛病院会　黒部
温泉病院

 黒部市 他

 黒部市 日祝他
1人

富山県黒部市金屋６８番地 0765-54-1642 その他

1人
富山県下新川郡入善町下飯野２３
２番地の５

0765-76-0023 毎　週

新川森林組合  魚津市 土日祝他

3人
富山県黒部市窪野９２９

 黒部市 日祝他
2人

富山県黒部市窪野９２９ 0765-52-4655 その他

3人
富山県黒部市窪野９２９ 0765-52-4655 その他

16

保育士 不問 正社員以外
変形（1
年単位）

社会福祉法人　新川児童福祉会
おおふせ認定こども園

0765-52-4655 その他

15

製造部門関連事務 59歳以下 正社員

株式会社ウーケ  下新川郡入
善町

土日他

1人
富山県魚津市東尾崎３４１５

 魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市横枕２４８－６ 0765-24-6311 その他

1人
富山県黒部市岡２０８番地 0765-52-4855 毎　週

13

介護職員（入浴介助員） 64歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

医療法人社団　友愛病院会　黒部
温泉病院

0765-23-0111 毎　週

12

看護師 64歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

医療法人社団　友愛病院会　黒部
温泉病院

 黒部市 他

11

事務補助 不問 正社員以外

10

事務職 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　エスアール　富山事業
所

0765-24-0375 毎　週

9

職業支援員 64歳以下 正社員

社会福祉法人せせらぎ会　せせら
ぎハウス黒部

 黒部市 日他

8

総務事務 30歳以下 正社員

朝野工業株式会社  魚津市 土日他

不問 正社員

ティ・アイ・エス株式会社  魚津市 他

1人
富山県魚津市本新町２７－５

 下新川郡朝
日町

日他
2人

富山県下新川郡朝日町沼保６８１
番地

0765-82-1383 その他

1人
東京都中央区日本橋本町４－８－
１４　東京建物第３室町ビル４Ｆ

03-5299-6211 毎　週

 魚津市 他

1人
石川県金沢市北安江２－２４－８
信開北安江ビル１Ｆ

 黒部市 土日祝
1人

富山県黒部市堀切１００２ 0765-57-3511 毎　週

1人
富山県魚津市吉島１１１８－１ 0765-24-0315 毎　週

7

一般土木 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　アラカワ

076-265-5066 毎　週

6

倉庫・配送業務／富山県下新川郡 不問 正社員以外

株式会社　明成商会  下新川郡入
善町

土日祝他

5

営業職　来店型保険ショップアド
バイザー　未経験者歓迎

 下新川郡入
善町

他
3人

神奈川県厚木市林５－７－１３ 03-3527-3002 毎　週

【先週１週間　　６月　６日～　６月　１０日に受理】

賃金

通勤手当

賞与（前年度実績）

4

事務職 59歳以下 正社員

社会福祉法人緑寿会　特別養護老
人ホーム　越之湖

0765-32-5661 毎　週

3

事務 65歳以下 正社員

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 土日他

2

接客販売 不問 正社員
交替制あ
り

株式会社　ＴＥＣＴ

1

販売・接客・サービス（メガネハ
ウス入善店）

59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　ＶＨリテールサービス

1人
富山県魚津市慶野１４１－２

℡ 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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31人 児童福祉事業
(1)7時00分～15時45分 178,500円～198,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)8時30分～17時00分 31人 雇用・労災・健康・厚生
(3)10時15分～19時00分 実費支給（上限あり）
又は7時00分～19時00分 月額　55,000円まで 96人

年2回（前年度実績） 16040- 3246921
31人 児童福祉事業

(1)7時00分～15時45分 211,000円～255,200円
雇用期間の定めなし (2)8時30分～17時00分 31人 雇用・労災・健康・厚生

(3)10時15分～20時00分 実費支給（上限あり）
又は7時00分～20時00分 月額　55,000円まで 96人

年2回（前年度実績） 16040- 3247121
38人 児童福祉事業

(1)7時00分～15時45分 211,000円～255,200円
雇用期間の定めなし (2)8時30分～17時00分 38人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)10時15分～19時00分 実費支給（上限あり）
又は7時00分～20時00分 月額　55,000円まで 96人

年2回（前年度実績） 16040- 3248021
22人 機械器具小売業（自動車，自転車を除く）

(1)9時45分～18時45分 154,560円～154,560円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)10時15分～19時15分 8人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
日額　500円まで 640人

16040- 3249721
22人 機械器具小売業（自動車，自転車を除く）

(1)9時45分～18時45分 154,560円～154,560円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)10時15分～19時15分 8人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
日額　500円まで 640人

16040- 3250521
455人 その他のプラスチック製品製造業

(1)8時00分～17時00分 220,000円～250,000円
雇用期間の定めなし 162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 455人
年2回（前年度実績） 16040- 3251421

27人 その他の専門サービス業
(1)7時00分～15時30分 200,000円～300,000円

雇用期間の定めなし (2)8時30分～17時30分 14人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　16,100円まで 177人

16010-12429621
20人 自動車小売業

(1)9時30分～18時15分 182,400円～226,800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（上限あり） 給付
月額　31,600円まで 178人
年2回（前年度実績） 16010-12435421

20人 自動車小売業
(1)9時30分～18時15分 184,500円～241,900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） 給付
月額　31,600円まで 178人
年2回（前年度実績） 16010-12437621

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）
1,290人

年2回（前年度実績） 16010-12463021
8人 燃料小売業

(1)7時00分～15時00分 200,000円～305,000円
雇用期間の定めなし (2)10時00分～18時00分 1人 雇用・労災・健康・厚生

(3)15時00分～23時00分 実費支給（上限なし）
16人

年2回（前年度実績） 16070- 2011021
3人 写真機・時計・眼鏡小売業

(1)10時00分～19時00分 184,150円～184,150円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)10時30分～19時30分 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 4,633人
年2回（前年度実績）235,800円～235,800円 22010-15734721

8人 自動車・同附属品製造業
(1)9時00分～17時30分 240,000円～300,000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） 拠出
6,147人

年2回（前年度実績） 11030-16141021
5人 その他の設備工事業

(1)8時00分～17時00分 182,500円～260,700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　38,250円まで 76人
年2回（前年度実績） 16010-12309021

4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 200,000円～200,000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

実費支給（上限なし）
71人

16010-12385821
30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 180,000円～190,000円
雇用期間の定めなし 17人 雇用・労災・健康・厚生・財形

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） 16040- 3198621

32

事務職 35歳以下 正社員

株式会社　モルデックス  魚津市 土日他

変形
（1ヶ月

ＵＤトラックス　株式会社  魚津市 日祝他

1人
富山県魚津市本新町２８－７

 魚津市 土日祝他
2人

富山県富山市安住町５－２１ 076-432-2958 毎　週

1人
富山県富山市綾田町１丁目６番２
２号

076-441-5411 その他

0765-22-0353 毎　週

1人
埼玉県上尾市大字壱丁目１番地

 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
富山県滑川市上小泉３５ 076-475-0760 その他

31

就労支援員 不問 正社員以外

社会福祉法人　富山県社会福祉協
議会

048-781-2310 その他

30

土木工事技術者 30歳以下 正社員
変形（1
年単位）

北陸機材株式会社  黒部市 日祝他

29

トラック（新車、中古車）の販売
［魚津市／富山営業所］

59歳以下 正社員

28

店舗スタッフ（フルタイム契約社
員）／魚津市

不問 正社員以外
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・

076-481-6091 毎　週

27

ガソリンスタンド店員（セルフ魚
津バイパス給油所）

59歳以下 正社員
交替制あ
り

丸三商事　株式会社  魚津市 他

26

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

23

店舗運営業務（黒部峡谷鉄道食
堂）

62歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社　ジェック経営コンサル
タント

 黒部市 他

2人
富山県富山市小中２６９

魚津市　他 火他
3人

富山県富山市田中町五丁目４番７
号

076-425-2355 その他

3人
富山県富山市田中町五丁目４番７
号

076-425-2355 その他

交替制あ
り

北信越ジョーシン株式会社　魚津
営業部

 魚津市 他

1人
富山県富山市湊入船町３番３０号

 下新川郡入
善町

日他
1人

富山県下新川郡入善町青木５７７
７番地

0765-72-0038 その他

1人
富山県魚津市吉島９２８ 0765-22-1411 毎　週

25

自動車整備士 34歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　日産サティオ富山

076-444-0035 毎　週

24

カーライフアドバイザー（営業
職）

34歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　日産サティオ富山 魚津市　他 火他

1人
富山県魚津市吉島９２８

 黒部市 日祝他
1人

富山県黒部市金屋６８番地 0765-54-1642 その他

1人
富山県魚津市吉島１３２ 0765-22-6351 その他

22

安全衛生管理（管理者候補） 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

シロウマサイエンス株式会社

0765-22-1411 毎　週

21

接客及びレジ応対／レジ応対及び
品出し

不問 正社員以外
交替制あ
り

北信越ジョーシン株式会社　魚津
営業部

 魚津市 他

20

品出し及び荷受業務 不問 正社員以外

19

保育士 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

社会福祉法人　新川児童福祉会
おおふせ認定こども園

0765-22-6351 その他

18

保育士 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

社会福祉法人　新川児童福祉会
かづみ認定こども園

 魚津市 日祝他

17

保育士 不問 正社員以外
変形（1
年単位）

社会福祉法人　新川児童福祉会
かづみ認定こども園

 魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市吉島１３２
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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　６日～　６月　１０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。

27人 旅館，ホテル
(1)6時00分～15時00分 180,000円～250,000円

雇用期間の定めなし (2)11時00分～20時00分 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- 3201321

3人 畜産農業
(1)8時00分～17時00分 200,000円～240,000円

雇用期間の定めなし 0人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　4,000円まで 3人
年2回（前年度実績）360,000円～360,000円 16040- 3203921

15人 労働者派遣業
(1)8時30分～17時15分 228,000円～228,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 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 18,700人

16040- 3204121
15人 労働者派遣業

(1)8時30分～17時15分 290,000円～290,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 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 18,700人

16040- 3205021
10人 一般廃棄物処理業

(1)8時00分～16時00分 218,000円～290,000円
雇用期間の定めなし (2)8時00分～12時00分 2人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　16,000円まで 10人
年2回（前年度実績） 16040- 3207821

6人 燃料小売業
147,840円～151,200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）

又は7時30分～19時30分 月額　10,000円まで 6人
年2回（前年度実績）50,000円～700,000円 16040- 3208221

40人 一般乗用旅客自動車運送業
(1)15時00分～1時00分 156,000円～173,000円

雇用期間の定めなし (2)17時00分～2時00分 8人 雇用・労災・健康・厚生
(3)17時00分～3時00分 なし

40人
年3回（前年度実績） 16040- 3211621

55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 2人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限なし）

250人
16040- 3214021

6人 他に分類されない小売業
(1)8時30分～17時30分 155,520円～207,360円

雇用期間の定めなし (2)8時30分～15時00分 5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

16040- 3218521
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 170,000円～384,000円
雇用期間の定めなし 1,147人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限なし） 拠出
4,577人

年2回（前年度実績） 16040- 3221121
0人 土木工事業（舗装工事業を除く）

(1)7時45分～16時45分 180,000円～250,000円
雇用期間の定めなし 0人 雇用・労災・健康・厚生

なし
0人

年2回（前年度実績）100,000円～500,000円 16040- 3224821
0人 土木工事業（舗装工事業を除く）

(1)7時45分～16時45分 180,000円～300,000円
雇用期間の定めなし 0人 雇用・労災・健康・厚生

なし
0人

年2回（前年度実績）100,000円～500,000円 16040- 3225221
129人 病院

(1)8時45分～17時30分 175,000円～185,000円
雇用期間の定めなし (2)8時00分～16時45分 104人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)8時15分～17時00分 実費支給（上限あり）
月額　16,400円まで 129人
年2回（前年度実績） 16040- 3228321

129人 病院
(1)8時45分～17時30分 195,000円～225,000円

雇用期間の定めなし 104人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　16,400円まで 129人
年2回（前年度実績） 16040- 3230021

129人 病院
(1)8時45分～17時30分 197,000円～272,000円

雇用期間の定めなし (2)17時00分～9時00分 104人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　16,400円まで 129人
年2回（前年度実績） 16040- 3231721

129人 病院
(1)8時45分～17時30分 177,000円～252,000円

雇用期間の定めなし (2)17時00分～9時00分 104人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　16,400円まで 129人
年2回（前年度実績） 16040- 3232821

医療法人　深川病院  魚津市 土日祝

 魚津市 他
2人

富山県魚津市東尾崎３４８４－１ 0765-31-6200 毎　週

3人
富山県魚津市東尾崎３４８４－１ 0765-31-6200 毎　週

1人
富山県魚津市東尾崎３４８４－１

 魚津市 土日祝他
1人

富山県魚津市東尾崎３４８４－１ 0765-31-6200 毎　週

1人
富山県黒部市新牧野３２７ 0765-52-0729 その他

48

准看護師 59歳以下 正社員
交替制あ
り

医療法人　深川病院

0765-31-6200 毎　週

47

正看護師 59歳以下 正社員
交替制あ
り

医療法人　深川病院  魚津市 他

46

ケアマネージャー（介護支援専門
員）

59歳以下 正社員

くろべの太陽　株式会社  黒部市 日他

1人
富山県黒部市新牧野３２７

1人
富山県黒部市吉田２００ 0765-54-8066 毎　週

45

経理・総務事務 59歳以下 正社員

医療法人　深川病院

0765-52-0729 その他

44

管理技士 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

朝倉建設　株式会社  黒部市 日他

作業員 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

朝倉建設　株式会社  黒部市 日他

交替制あ
り

真岩石油　有限会社  下新川郡入
善町

他

1人
富山県黒部市若栗２７８８番地１

魚津市　他 他
3人

富山県魚津市吉島２丁目５－１７ 0765-22-8648 その他

2人
富山県魚津市本町２－１４－２８ 0765-22-1030 その他

43

0765-52-0173 その他

42

事務職（生産管理システム） 不問 正社員

ＹＫＫ株式会社　黒部事業所  黒部市 土日他

41

配達及び営業員 不問 正社員
変形（1
年単位）

2人
富山県下新川郡入善町荒又６０

 黒部市 日他
1人

富山県黒部市吉田１０７４ 0765-56-8000 その他

1人
富山県黒部市植木４９１－１
コートハウスＫ　１階

0765-54-2122 毎　週

40

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

0765-72-0111 毎　週

39

タクシードライバー 59歳以下 正社員
交替制あ
り

株式会社　金閣自動車商会  魚津市 他

38

ガソリンスタンド業務 不問 正社員

37

運転手及び作業員 59歳以下 正社員

有限会社　黒部清掃公社

0765-54-2122 毎　週

36

通訳・翻訳【タワーパートナーズ
セミコンダクター（株）】

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

35

経理事務【タワーパートナーズセ
ミコンダクター（株）】

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
1人

富山県黒部市植木４９１－１
コートハウスＫ　１階

 黒部市 日他
1人

富山県黒部市荻生１３７３ 0765-54-3301 その他

1人
富山県黒部市天神新３５３－１ 0765-54-1000 毎　週

34

農作業 44歳以下 正社員

有限会社　稲田農産

33

料飲サービス 59歳以下 正社員
交替制あ
り

株式会社　ホテルアクア黒部  黒部市 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　６日～　６月　１０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。

14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 224,640円～259,200円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)6時00分～15時00分 12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　30,000円まで 17,837人
年2回（前年度実績）4,000円～200,000円 17010-14365521

8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 155,520円～181,440円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)9時00分～18時00分 7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　30,000円まで 17,837人
年2回（前年度実績）4,000円～200,000円 17010-14383321

24人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

(1)5時00分～14時00分 224,640円～259,200円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)6時00分～15時00分 23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　30,000円まで 17,837人
年2回（前年度実績）4,000円～200,000円 17010-14404521

19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 224,640円～259,200円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)8時30分～17時30分 18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　30,000円まで 17,837人
年2回（前年度実績）4,000円～200,000円 17010-14428821

1,438人 医薬品・化粧品小売業
(1)9時00分～18時00分 190,000円～310,000円

雇用期間の定めなし (2)13時00分～22時00分 1,117人 雇用・労災・健康・厚生
(3)11時00分～20時00分 実費支給（上限なし） 拠出
又は8時30分～22時00分 6,864人

年2回（前年度実績） 17080- 4783621
10人 スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業

160,000円～220,000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）
又は9時30分～20時10分 月額　25,000円まで 50人

年2回（前年度実績）80,000円～320,000円 16010-12171121
16人 機械器具小売業（自動車，自転車を除く）

(1)9時30分～18時00分 167,820円～237,720円
雇用期間の定めなし (2)13時00分～20時15分 7人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)9時30分～20時15分 実費支給（上限あり） 拠出
月額　50,000円まで 270人
年3回（前年度実績） 16020- 6940321

16人 機械器具小売業（自動車，自転車を除く）

(1)9時30分～18時00分 189,820円～257,720円
雇用期間の定めなし (2)13時00分～20時15分 7人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)9時30分～20時15分 実費支給（上限あり） 拠出
月額　50,000円まで 270人
年3回（前年度実績） 16020- 6942921

16人 機械器具小売業（自動車，自転車を除く）

(1)9時30分～18時00分 256,920円～341,770円
雇用期間の定めなし (2)13時00分～20時15分 7人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)9時30分～20時15分 実費支給（上限あり） 拠出
月額　50,000円まで 270人
年3回（前年度実績） 16020- 6943121

16人 機械器具小売業（自動車，自転車を除く）

(1)9時30分～18時00分 167,820円～237,720円
雇用期間の定めなし (2)13時00分～20時15分 7人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)9時30分～20時15分 実費支給（上限あり） 拠出
月額　50,000円まで 270人
年3回（前年度実績） 16020- 6946821

15人 機械器具小売業（自動車，自転車を除く）

(1)9時30分～18時00分 167,820円～237,720円
雇用期間の定めなし (2)13時00分～19時15分 6人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)9時30分～19時15分 実費支給（上限あり） 拠出
月額　50,000円まで 270人
年3回（前年度実績） 16020- 6951121

15人 機械器具小売業（自動車，自転車を除く）

(1)9時30分～18時00分 189,820円～257,720円
雇用期間の定めなし (2)13時00分～19時15分 6人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)9時30分～19時15分 実費支給（上限あり） 拠出
月額　50,000円まで 270人
年3回（前年度実績） 16020- 6952021

15人 機械器具小売業（自動車，自転車を除く）

(1)9時30分～18時00分 256,920円～341,770円
雇用期間の定めなし (2)13時00分～19時15分 6人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)9時30分～19時15分 実費支給（上限あり） 拠出
月額　50,000円まで 270人
年3回（前年度実績） 16020- 6953721

15人 機械器具小売業（自動車，自転車を除く）

(1)9時30分～18時00分 167,820円～237,720円
雇用期間の定めなし (2)13時00分～19時15分 6人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)9時30分～19時15分 実費支給（上限あり） 拠出
月額　50,000円まで 270人
年3回（前年度実績） 16020- 6956521

8人 一般土木建築工事業
(1)8時00分～17時00分 180,000円～280,000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　31,600円まで 8人
年2回（前年度実績）50,000円～200,000円 16040- 3181921

5人 自動車小売業
(1)9時00分～18時00分 200,000円～500,000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　7,200円まで 5人
年2回（前年度実績） 16040- 3184721

Ｍｉｔｓｕｉ　Ｃｏｒｐｏｒａｔ
ｉｏｎ株式会社

 魚津市 日祝他
3人

富山県魚津市天神野新７４２

 魚津市 土日他
1人

富山県魚津市村木町７番２８号 0765-22-0345 毎　週

1人
富山県射水市戸破１６３７ 0766-57-8181 その他

090-3888-
0014

毎　週

64

自動車の整備、清掃、商品の管理 59歳以下 正社員

63

一般土木作業員 64歳以下 正社員

株式会社　窪田組

0766-57-8181 その他

62

レジ及び店内販売【入善店】 59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社ピューマ（オートバック
ス）

 下新川郡入
善町

他

61

自動車検査員【入善店】 59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社ピューマ（オートバック
ス）

 下新川郡入
善町

他

58

レジ及び店内販売【魚津店】 59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社ピューマ（オートバック
ス）

 魚津市 他

1人
富山県射水市戸破１６３７

 下新川郡入
善町

他
1人

富山県射水市戸破１６３７ 0766-57-8181 その他

1人
富山県射水市戸破１６３７ 0766-57-8181 その他

変形
（1ヶ月

株式会社ピューマ（オートバック
ス）

 魚津市 他

1人
富山県射水市戸破１６３７

 魚津市 他
1人

富山県射水市戸破１６３７ 0766-57-8181 その他

1人
富山県射水市戸破１６３７ 0766-57-8181 その他

60

整備士【入善店】 59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社ピューマ（オートバック
ス）

0766-57-8181 その他

59

ピットサービス【入善店】 59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社ピューマ（オートバック
ス）

 下新川郡入
善町

他

1人
富山県射水市戸破１６３７

 魚津市 他
1人

富山県富山市黒瀬北町１－７－７ 076-422-2911 その他

1人
石川県白山市松本町２５１２ 076-274-6111 毎　週

57

自動車検査員【魚津店】 59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社ピューマ（オートバック
ス）

0766-57-8181 その他

56

整備士【魚津店】 59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社ピューマ（オートバック
ス）

 魚津市 他

55

ピットサービス【魚津店】 59歳以下 正社員

54

販売スタッフ（魚津店） 35歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　太陽スポーツ

076-262-5900 その他

53

登録販売者総合職【選択区分有】
富山１黒部・魚津・下新川郡

59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社　クスリのアオキ  黒部市 他

52

栄養士または調理師（有磯苑）富
山県下新川郡

不問 正社員以外
交替制あ
り

富士産業　株式会社  下新川郡朝
日町

他

49

栄養士または調理師（ちょうろ
く）富山県魚津市石垣

不問 正社員以外
交替制あ
り

富士産業　株式会社  魚津市 他

1人
石川県金沢市本町２－１１－７
金沢フコク生命駅前ビル１０Ｆ

 魚津市 他
1人

石川県金沢市本町２－１１－７
金沢フコク生命駅前ビル１０Ｆ

076-262-5900 その他

1人
石川県金沢市本町２－１１－７
金沢フコク生命駅前ビル１０Ｆ

076-262-5900 その他

1人
石川県金沢市本町２－１１－７
金沢フコク生命駅前ビル１０Ｆ

51

栄養士または調理師（富山市労災
病院）魚津市六郎丸

不問 正社員以外
交替制あ
り

富士産業　株式会社

076-262-5900 その他

50

調理補助（ちょうろく）富山県魚
津市石垣

不問 正社員以外
交替制あ
り

富士産業　株式会社  魚津市 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　６日～　６月　１０日に受理】
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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。

24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 3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 105人
年2回（前年度実績） 16040- 3185821

70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 45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 105人
年2回（前年度実績） 16040- 3186221

51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 31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 82人
年2回（前年度実績） 16040- 3187521

6人 鉄骨・鉄筋工事業
(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　22,000円まで 7人
年2回（前年度実績） 16040- 3188421

58人 冠婚葬祭業
(1)19時00分～7時00分 153,000円～153,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 20人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
又は20時00分～8時00分 月額　8,500円まで 508人

16040- 3189321
48人 旅館，ホテル

(1)6時00分～15時00分 250,100円～351,000円
雇用期間の定めなし (2)8時00分～17時00分 16人 雇用・労災・健康・厚生

(3)13時00分～22時00分 実費支給（上限なし）
又は6時00分～22時00分 1,744人

年2回（前年度実績） 16040- 3190121
48人 旅館，ホテル

(1)6時00分～15時00分 250,100円～351,000円
雇用期間の定めなし (2)12時00分～21時00分 16人 雇用・労災・健康・厚生

(3)13時00分～22時00分 実費支給（上限なし）
又は6時00分～22時00分 1,744人

年2回（前年度実績） 16040- 3191021
48人 旅館，ホテル

(1)8時00分～17時00分 250,100円～351,000円
雇用期間の定めなし (2)12時00分～21時00分 16人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし）
又は8時00分～21時00分 1,744人

年2回（前年度実績） 16040- 3192721
4人 自動車整備業

(1)8時30分～17時00分 195,000円～268,000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　7,000円まで 5人
年2回（前年度実績）100,000円～ 16040- 3193821

14人 一般土木建築工事業
(1)7時30分～17時00分 180,000円～360,000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 14人
年2回（前年度実績） 16040- 3194221

12人 建物サービス業
(1)7時30分～16時30分 154,800円～189,200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）
日額　600円まで 150人
年2回（前年度実績）30,000円～150,000円 16040- 3195521

19人 障害者福祉事業
(1)7時00分～16時00分 155,116円～166,540円

雇用期間の定めなし (2)10時30分～19時30分 14人 雇用・労災・健康・厚生
(3)13時10分～22時10分 実費支給（上限あり）

月額　10,000円まで 112人
年2回（前年度実績）20,000円～20,000円 16040- 3196421

36人 無機化学工業製品製造業
(1)0時30分～8時40分 172,000円～247,000円

雇用期間の定めなし (2)8時30分～16時40分 0人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)16時30分～0時40分 実費支給（上限あり） 拠出・給付
月額　14,000円まで 498人
年2回（前年度実績） 16070- 1966421

8人 他に分類されない小売業
(1)10時00分～19時00分 210,000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　25,000円まで 68人
年2回（前年度実績） 17030- 2058321

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） 拠出
2,500人

年2回（前年度実績） 23010-18762221
17人 基礎素材産業用機械製造業

(1)8時30分～17時20分 190,000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）
538人

年2回（前年度実績） 26020-13146021

2人
京都府長岡京市神足太田３０－２ 075-955-8823 毎　週

052-871-4171 その他

80

技能工【溶接工】 59歳以下 正社員

カンケンテクノ　株式会社  魚津市 日祝他

79

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 

76

介護士 59歳以下 正社員以外
交替制あ
り

社会福祉法人　にいかわ苑  下新川郡朝
日町

他

 魚津市 他
2人

石川県七尾市神明町１番地 0767-52-7177 その他

1人
富山県滑川市大島５３０ 076-471-0211 その他

変形（1
年単位）

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
富山県下新川郡入善町横山７８－
１

 下新川郡入
善町

土日他
1人

富山県下新川郡入善町入膳５１８
９

0765-74-0246 毎　週

1人
富山県下新川郡入善町入膳１９６
６

0765-72-0510 その他

78

ａｕショップスタッフ／魚津アッ
プルヒル店

45歳以下 正社員

株式会社　ホクジョー

0765-74-2520 その他

77

動力設備保全管理 39歳以下 正社員
交替制あ
り

日本カーバイド工業株式会社　早
月工場

 魚津市 他

1人
富山県魚津市相木２８４－１

 黒部市 他
2人

富山県黒部市宇奈月温泉２６７ 0765-62-1111 その他

2人
富山県黒部市宇奈月温泉２６７ 0765-62-1111 その他

75

廃棄物分別・資材運搬【サンリッ
ツ入善工場】

不問 正社員以外

株式会社　新川ビルサービス

0765-22-0063 その他

74

建築・土木施工管理 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

中山建設　株式会社  下新川郡入
善町

日他

73

自動車整備士 不問 正社員

72

施設管理スタッフ〈総合職／幹部
候補〉

59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

湯快リゾート　株式会社（宇奈月
グランドホテル）

0765-62-1111 その他

71

バイキングレストラン調理スタッ
フ／総合職（幹部候補）

59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

湯快リゾート　株式会社（宇奈月
グランドホテル）

 黒部市 他

70

ホテル運営職（フロント・レスト
ラン等）〈幹部候補〉

59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

湯快リゾート　株式会社（宇奈月
グランドホテル）

 黒部市 他

67

金型の設計 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

2人
富山県黒部市宇奈月温泉２６７

 魚津市 他
2人

富山県魚津市大光寺坊丸１３２３
－２

0765-22-3330 その他

2人
富山県魚津市袋１１２１－６ 0765-24-0464 その他

1人
富山県魚津市道坂２４３－３

 魚津市 日他
2人

富山県魚津市道坂２４２ 0765-32-8134 その他

2人
富山県魚津市道坂２４２ 0765-32-8134 その他

69

テレフォンオペレーター 18歳以上 正社員以外
変形
（1ヶ月

オークス株式会社　新川支社

0765-32-8049 その他

68

作業員 40歳以下 正社員
変形（1
年単位）

有限会社　中越ガス圧接工業  魚津市 日他

66

ＮＣ機械オペレーター 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

テクノプラス　株式会社

65

金型の設計 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

テクノプラス　株式会社  魚津市 日他
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2人 他に分類されない教育，学習支援業

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

なし
17人

16010-12704221
7人 その他の食料品製造業

(1)9時00分～15時00分 900円～900円
雇用期間の定めなし 4人 雇用・労災

なし
180人

年2回（前年度実績）10,000円～20,000円 16010-12707321
11人 他に分類されない小売業

(1)9時00分～15時00分 900円～940円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)15時00分～21時00分 6人 労災

(3)21時00分～2時00分 実費支給（上限あり）
月額　24,500円まで 64人

16040- 3265821
375人 病院

(1)8時15分～16時45分 1,000円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 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）0円～88,000円 16040- 3268421

70人 旅館，ホテル
(1)13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)14時00分～19時30分 55人 労災
実費支給（上限あり）
月額　15,000円まで 15,600人

16040- 3269321
70人 旅館，ホテル

(1)22時00分～8時00分 1,000円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 55人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
月額　15,000円まで 15,600人

16040- 3271021
70人 旅館，ホテル

(1)6時00分～11時00分 1,000円～1,000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 15,600人

16040- 3272721
70人 旅館，ホテル

(1)6時30分～11時30分 1,000円～1,000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 15,600人

16040- 3273821
70人 旅館，ホテル

(1)16時00分～21時00分 1,000円～1,000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 15,600人

16040- 3274221
70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） 55人 労災

実費支給（上限あり）
月額　15,000円まで 15,600人

16040- 3275521
70人 旅館，ホテル

(1)18時00分～22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 15,600人

16040- 3276421
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 15,600人

16040- 3277321
110人 旅館，ホテル

(1)8時30分～12時30分 900円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)12時30分～17時00分 52人 労災

実費支給（上限あり）
月額　5,000円まで 110人

16040- 3254921
12人 電子計算機・同附属装置製造業

1,000円～1,000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）
又は8時00分～16時30分 月額　10,000円まで 12人

年1回（前年度実績）30,000円～50,000円 16040- 3255121
70人 旅館，ホテル

(1)8時00分～13時00分 1,000円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)8時00分～17時00分 55人 労災

実費支給（上限あり）
月額　15,000円まで 15,600人

16040- 3258821
9人 その他の生産用機械・同部分品製造業

1,000円～1,000円
雇用期間の定めなし 4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　10,000円まで 17人

16070- 2019921

2

企業向け弁当の配達 不問 パート労働者

株式会社　ユニオンランチ  魚津市 日祝他
1人

富山県富山市向新庄町４丁目１番
８２号

076-451-5124 毎　週

1

パソコンインストラクター（魚津
校）

59歳以下 パート労働者

株式会社　わらびしい倶楽部  魚津市 土日祝他
2人

富山県富山市根塚町１－２－５
ＢＮＫ３　１Ｆ

076-425-1125 毎　週

4

看護補助者 不問 パート労働者

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
2人

富山県魚津市六郎丸９９２ 0765-22-1280 毎　週

3

接客販売（魚津） 不問 パート労働者

株式会社　ＴＥＣＴ  魚津市 他
3人

富山県魚津市慶野１４１－２ 0765-32-5661 毎　週

6

夜勤フロントスタッフ 18歳以上 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
2人

富山県黒部市宇奈月温泉７－２６ 0765-62-1236 毎　週

5

遅番フロントスタッフ 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

8

朝食ホール 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

7

朝食キッチン 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

10

夕食ホール 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

9

遅番フロントスタッフ 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

12

客室清掃スタッフ 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
20人

富山県黒部市宇奈月温泉７－２６ 0765-62-1236 毎　週

11

レストラン洗い場・片付けスタッ
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
2人

富山県黒部市宇奈月温泉７－２６ 0765-62-1236 毎　週

14

機械軽作業 不問 パート労働者

三協精機　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田中３９ 0765-72-5176 毎　週

13

プール利用者の監視及び飲物、ア
イスクリーム等の販売

不問 パート労働者
交替制あ
り

株式会社　金太郎温泉  魚津市 他
4人

富山県魚津市天神野新６０００ 0765-24-1222 その他

16

製品組立及び補助（魚津工場／
パートタイム）

59歳以下 パート労働者

株式会社　山英システムエンジニ
アリング

 魚津市 土日祝他
1人

富山県滑川市改養寺３９番地１ 076-474-0225 毎　週

15

早番フロントスタッフ 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
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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
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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。

◎ 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。

16人 その他の飲食料品小売業
900円～950円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 7人 労災
実費支給（上限なし）

又は9時00分～21時30分 711人
20010- 9769921

9人 産業機械器具卸売業
(1)9時00分～12時00分 880円～880円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 3人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限なし）

849人
23110- 8967121

5人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

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8時30分～20時30分 月額　21,600円まで 30人

13010-57973421
27人 その他の専門サービス業

(1)11時00分～15時00分 1,050円～1,050円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)13時00分～17時00分 14人 労災

実費支給（上限あり）
又は11時00分～18時00分 月額　16,100円まで 177人

16010-12407821
27人 その他の専門サービス業

(1)9時00分～14時00分 1,050円～1,050円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)9時00分～15時00分 14人 雇用・労災・健康・厚生

(3)11時00分～16時00分 実費支給（上限あり）
又は9時00分～16時00分 月額　16,100円まで 177人

16010-12422021
5人 農林水産金融業

(1)9時00分～15時30分 900円～900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）
月額　18,800円まで 28人

16010-12467521
45人 一般産業用機械・装置製造業

(1)8時00分～16時45分 1,000円～1,500円
雇用期間の定めなし 15人 雇用・労災

実費支給（上限なし）
又は8時00分～16時45分 202人

16010-12296021
4人 その他の設備工事業

(1)8時00分～17時00分 1,000円～1,500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　39,270円まで 76人

16010-12311521
55人 他に分類されない非営利的団体

(1)9時00分～17時30分 1,200円～1,200円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 24人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし）
520人

16010-12398621
4人 美容業

900円～1,200円
雇用期間の定めなし 4人 労災

なし
又は9時30分～19時00分 4人

16040- 3236321
120人 病院

(1)17時30分～19時30分 880円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)5時30分～8時30分 100人 労災

実費支給（上限あり）
月額　100,000円まで 710人

16040- 3238921
38人 児童福祉事業

1,005円～1,201円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 38人 労災

実費支給（上限あり）
又は7時00分～20時00分 月額　55,000円まで 96人

16040- 3243421
31人 児童福祉事業

1,005円～1,201円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 31人 労災

実費支給（上限あり）
又は8時00分～18時00分 月額　55,000円まで 96人

16040- 3245621
77人 百貨店，総合スーパー

(1)7時00分～16時00分 910円～910円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 53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- 3200421

27人 旅館，ホテル
(1)9時30分～15時30分 950円～950円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)13時00分～19時00分 7人 労災
(3)11時30分～19時30分 実費支給（上限あり）

日額　1,090円まで 27人
16040- 3202621

5人 労働者派遣業
1,100円～1,300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）

又は9時00分～18時00分 日額　750円まで 18,700人
16040- 3206721

18

倉庫内作業 不問 パート労働者

株式会社　東陽  下新川郡入
善町

土日他
1人

愛知県刈谷市中山町５－１０ 0566-23-1040 毎　週

17

販売（魚津市）ＭＥＧＡドン・キ
ホーテＵＮＹ魚津店

不問 パート労働者

ケンタッキーフライドチキン（吉
田興産株式会社）

 魚津市 他
1人

長野県長野市若里５－１６－８ 026-223-0011 その他

20

物販コーナー販売スタッフ（黒部
峡谷鉄道宇奈月駅売店）

不問 パート労働者

株式会社　ジェック経営コンサル
タント

 黒部市 他
3人

富山県富山市湊入船町３番３０号 076-444-0035 毎　週

19

カフェスタッフ／富山県黒部市 不問 パート労働者
交替制あ
り

株式会社　カフェ・ボンフィーノ  黒部市 月他
1人

東京都千代田区神田和泉町１　Ｙ
ＫＫ８０ビル

03-3864-2337 毎　週

22

金融事務（魚津支店） 不問 パート労働者

東日本信用漁業協同組合連合会
富山支店

 魚津市 土日祝他
1人

富山県富山市舟橋北町４番１９号 076-441-3528 毎　週

21

食堂調理スタッフ（黒部峡谷鉄道
宇奈月駅食堂）

不問 パート労働者

株式会社　ジェック経営コンサル
タント

 黒部市 他
2人

富山県富山市湊入船町３番３０号 076-444-0035 毎　週

24

土木工事作業員 不問 パート労働者

北陸機材株式会社  黒部市 日祝他
1人

富山県富山市綾田町１丁目６番２
２号

076-441-5411 毎　週

23

加工職 59歳以下 パート労働者

津根精機　株式会社  下新川郡入
善町

土日
2人

富山県富山市婦中町高日附８５２ 076-469-3330 毎　週

26

美容スタッフ及び事務 不問 パート労働者

株式会社　プレシャス  黒部市 日祝他
1人

富山県黒部市荒町３８３ 0765-55-4535 毎　週

25

配送（東部センター） 不問 パート労働者

とやま生活協同組合  魚津市 土日他
1人

富山県富山市金屋５５５ 076-443-8800 毎　週

28

保育士 不問 パート労働者

社会福祉法人　新川児童福祉会
おおふせ認定こども園

 黒部市 土日祝他
1人

富山県黒部市金屋６８番地 0765-54-1642 毎　週

27

厨房内作業員 不問 パート労働者

医療法人社団　友愛病院会　黒部
温泉病院

 黒部市 他
2人

富山県黒部市窪野９２９ 0765-52-4655 その他

30

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

29

保育士 不問 パート労働者

社会福祉法人　新川児童福祉会
かづみ認定こども園

 魚津市 土日祝他
1人

富山県魚津市吉島１３２ 0765-22-6351 毎　週

32

労働安全及び衛生管理業務 不問 パート労働者

株式会社　エイジェック　黒部オ
フィス

 黒部市 土日祝他
1人

富山県黒部市植木４９１－１
コートハウスＫ　１階

0765-54-2122 毎　週

31

料飲サービス 不問 パート労働者
交替制あ
り

株式会社　ホテルアクア黒部  黒部市 他
3人

富山県黒部市天神新３５３－１ 0765-54-1000 毎　週
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9人 老人福祉・介護事業
(1)19時30分～8時30分 1,098円～1,168円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 9人 雇用・労災
実費支給（上限あり）
月額　13,500円まで 282人
年2回（前年度実績） 16040- 3209521

6人 燃料小売業
877円～1,200円

雇用期間の定めなし 1人 労災
なし

又は7時30分～19時30分 6人
年2回（前年度実績）20,000円～60,000円 16040- 3210321

14人 老人福祉・介護事業
(1)16時00分～10時00分 1,135円～1,207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
実費支給（上限あり）
月額　13,500円まで 282人
年2回（前年度実績） 16040- 3212921

53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） 2人 労災
実費支給（上限なし）

250人
16040- 3213121

3人 老人福祉・介護事業
(1)8時30分～17時00分 1,106円～1,106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　13,500円まで 282人
年2回（前年度実績） 16040- 3216821

14人 その他の社会保険・社会福祉・介護事業

(1)8時30分～17時30分 900円～1,000円
雇用期間の定めなし 13人 労災

実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 110人

16040- 3217221
25人 書籍・文房具小売業

1,600円～1,700円
雇用期間の定めなし 14人 労災

なし
又は2時30分～5時00分の 25人

年2回（前年度実績）10,000円～ 16040- 3220921
10人 旅館，ホテル

(1)5時00分～10時00分 900円～1,000円
雇用期間の定めなし (2)5時00分～8時00分 4人 労災

(3)6時30分～9時30分 実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 10人

16040- 3222021
9人 病院

(1)9時00分～15時00分 900円～900円
雇用期間の定めなし 6人 労災

実費支給（上限なし）
147人

16040- 3226521
9人 病院

(1)16時30分～9時00分 980円～980円
雇用期間の定めなし 6人 労災

実費支給（上限なし）
147人

16040- 3227421
77人 百貨店，総合スーパー

1,000円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 53人 労災

実費支給（上限あり）
又は6時45分～0時00分の 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- 3229621
1人 建物サービス業

(1)9時00分～16時00分 950円～950円
雇用期間の定めなし 1人 労災

実費支給（上限なし）
150人

年2回（前年度実績）10,000円～50,000円 16040- 3233221
77人 百貨店，総合スーパー

(1)6時00分～15時00分 1,300円～1,300円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 53人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
又は6時00分～15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- 3234521
77人 百貨店，総合スーパー

(1)18時00分～22時00分 910円～910円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 53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- 3235421

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5時00分～17時00分 月額　10,000円まで 33人
16070- 2005821

10人 燃料小売業
(1)23時00分～7時00分 1,097円～1,097円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 3人 雇用・労災
なし

16人
16070- 2010121

34

ガソリンスタンド業務 不問 パート労働者

真岩石油　有限会社  下新川郡入
善町

他
2人

富山県下新川郡入善町荒又６０ 0765-72-0111 毎　週

33

介護職員（夜勤専門） 18歳以上 パート労働者
変形
（1ヶ月

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 毎　週

36

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 他
5人

富山県魚津市吉島２丁目５－１７ 0765-22-8648 毎　週

35

介護職員【夜勤専門】 18歳以上 パート労働者
変形
（1ヶ月

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 毎　週

38

介護職【しんせい三日市／黒部
市】（土日祝日勤務）

64歳以下 パート労働者

有限会社　真成  黒部市
月火水木
金他

1人
富山県黒部市新牧野３４９　ユ
アーズビル黒部Ｂ棟

0765-57-3070 毎　週

37

看護職員 不問 パート労働者

社会福祉法人　新川老人福祉会  魚津市 土日他
1人

富山県魚津市大光寺４５０ 0765-24-8822 毎　週

40

調理・接客 不問 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

39

新聞配達員 不問 パート労働者

合同会社　紺田新聞販売店  下新川郡入
善町

他
2人

富山県下新川郡入善町上野１２０
８

0765-74-0004 なし

42

生活指導員（宿直専従） 18歳以上 パート労働者

医療法人社団　信和会（魚津神経
サナトリウム）

 魚津市 他
2人

富山県魚津市江口１７８４－１ 0765-22-3486 その他

41

生活指導員 不問 パート労働者

医療法人社団　信和会（魚津神経
サナトリウム）

 魚津市 他
2人

富山県魚津市江口１７８４－１ 0765-22-3486 その他

44

高速道路パーキングエリアの清掃
【入善ＰＡ】

64歳以下 パート労働者

株式会社　新川ビルサービス  下新川郡入
善町

月火木金
日

1人
富山県下新川郡入善町入膳５１８
９

0765-74-0246 毎　週

43

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
1人

富山県黒部市植木７７１番１ 0765-54-3522 その他

46

作業場清掃スタッフ（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

45

水産スタッフ【経験者】（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

48

ガソリンスタンド店員（夜間）／
魚津ＳＳ及び滑川ＳＳ

60歳以上 パート労働者

丸三商事　株式会社  魚津市 他
2人

富山県滑川市上小泉３５ 076-475-0760 毎　週

47

配達業務（黒部支店） 不問 パート労働者

株式会社　サンフーズ  黒部市 水土日他
1人

富山県滑川市上小泉２１８３番地 076-475-0341 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　　６月　６日～　６月　１０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。

8人 その他の飲食料品小売業
(1)17時00分～19時00分 950円～950円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 7人 労災
実費支給（上限なし）

50,084人
17010-14489421

11人 その他の飲食料品小売業
(1)6時00分～11時00分 950円～1,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 9人 労災
実費支給（上限なし）

50,084人
17010-14490921

208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） 58人 労災

実費支給（上限なし）
又は8時00分～21時00分 210人

13040-61302721
31人 銀行（中央銀行を除く）

(1)9時00分～17時00分 1,150円～1,150円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 20人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし）
4,522人

16010-12177421
31人 銀行（中央銀行を除く）

(1)9時00分～16時00分 890円～910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）
4,522人

16010-12223521
16人 機械器具小売業（自動車，自転車を除く）

930円～950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・財形

実費支給（上限あり）
又は10時00分～20時00分 月額　50,000円まで 270人

16020- 6944021
16人 機械器具小売業（自動車，自転車を除く）

(1)10時00分～15時00分 990円～1,010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）
月額　50,000円まで 270人

16020- 6945721
16人 機械器具小売業（自動車，自転車を除く）

930円～950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・財形

実費支給（上限あり）
又は10時00分～20時00分 月額　50,000円まで 270人

16020- 6947221
16人 機械器具小売業（自動車，自転車を除く）

(1)17時00分～20時00分 1,300円～1,300円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)18時00分～20時00分 7人 労災

なし
270人

16020- 6949421
15人 機械器具小売業（自動車，自転車を除く）

930円～950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・財形

実費支給（上限あり）
又は10時00分～19時00分 月額　50,000円まで 270人

16020- 6955221
15人 機械器具小売業（自動車，自転車を除く）

930円～950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・財形

実費支給（上限あり）
又は10時00分～19時00分 月額　50,000円まで 270人

16020- 6957421
15人 機械器具小売業（自動車，自転車を除く）

(1)17時00分～19時00分 1,300円～1,300円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)18時00分～19時00分 6人 労災

なし
270人

16020- 6958321
7人 その他の職別工事業

(1)9時00分～15時00分 900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00分 3人 労災

実費支給（上限あり）
又は8時30分～17時30分 月額　10,000円まで 7人

年2回（前年度実績） 16040- 3183021
35人 他に分類されない小売業

(1)8時45分～13時00分 950円～1,129円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)12時45分～17時00分 24人 労災

実費支給（上限あり）
月額　7,900円まで 11,465人

18040- 2886221
35人 他に分類されない小売業

(1)8時45分～13時00分 950円～1,129円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)12時45分～17時00分 24人 労災

実費支給（上限あり）
月額　7,900円まで 11,465人

18040- 2892721
1人 学習塾

900円～1,466円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 0人 労災

実費支給（上限なし）
又は14時00分～21時50分 11,552人

23010-18643421

50

調理員（越野荘） 不問 パート労働者

日清医療食品株式会社　近畿支店
北陸営業所

 黒部市 他
1人

石川県金沢市西念３丁目１１番３
４号

076-222-9908 毎　週

49

洗浄（魚津緑ヶ丘病院） 不問 パート労働者

日清医療食品株式会社　近畿支店
北陸営業所

 魚津市 他
1人

石川県金沢市西念３丁目１１番３
４号

076-222-9908 毎　週

52

銀行内部事務全般（新川地区の支
店）

不問 パート労働者

株式会社　北陸銀行  魚津市 土日祝他
2人

富山県富山市堤町通り１－２－２
６

076-423-7111 毎　週

51

調査員／現地直行直帰（富山県）
急募！！

不問 パート労働者

アルゴグローバルソリューション
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

54

ピットサービス【オートバックス
魚津店】

不問 パート労働者

株式会社ピューマ（オートバック
ス）

 魚津市 他
1人

富山県射水市戸破１６３７ 0766-57-8181 毎　週

53

銀行内部事務（新川地区の支店） 不問 パート労働者

株式会社　北陸銀行  魚津市 土日祝他
2人

富山県富山市堤町通り１－２－２
６

076-423-7111 毎　週

56

店内販売及びレジ業務【オート
バックス魚津店】

不問 パート労働者

株式会社ピューマ（オートバック
ス）

 魚津市 他
1人

富山県射水市戸破１６３７ 0766-57-8181 毎　週

55

自動車検査員業務【魚津店】 不問 パート労働者

株式会社ピューマ（オートバック
ス）

 魚津市 他
1人

富山県射水市戸破１６３７ 0766-57-8181 毎　週

58

ピットサービス【オートバックス
入善店】

不問 パート労働者

株式会社ピューマ（オートバック
ス）

 下新川郡入
善町

他
1人

富山県射水市戸破１６３７ 0766-57-8181 毎　週

57

レジ業務【魚津店】 不問 パート労働者

株式会社ピューマ（オートバック
ス）

 魚津市 他
1人

富山県射水市戸破１６３７ 0766-57-8181 毎　週

60

レジ業務【入善店】 不問 パート労働者

株式会社ピューマ（オートバック
ス）

 下新川郡入
善町

土日祝
1人

富山県射水市戸破１６３７ 0766-57-8181 毎　週

59

店内販売及びレジ業務【オート
バックス入善店】

不問 パート労働者

株式会社ピューマ（オートバック
ス）

 下新川郡入
善町

他
1人

富山県射水市戸破１６３７ 0766-57-8181 毎　週

62

日用品売場担当（コメリ黒部店）
パート

不問 パート労働者

株式会社　コメリ　北陸ストアサ
ポートセンター

 黒部市 他
2人

福井県坂井市丸岡町玄女１４－１ 
株式会社コメリ　北陸ストアサ

0776-67-3400 その他

61

一般事務 不問 パート労働者

株式会社　紙屋ガラス建硝  黒部市 土日祝他
1人

富山県黒部市生地芦区２２ 0765-57-1215 毎　週

64

塾講師　【魚津校】 不問 パート労働者
交替制あ
り

ＣＫＣネットワーク　株式会社  魚津市 他
3人

愛知県名古屋市名東区一社４丁目
１６５番　４Ｆ

052-705-2211 その他

63

レジ担当（コメリ黒部店）パート 不問 パート労働者

株式会社　コメリ　北陸ストアサ
ポートセンター

 黒部市 他
4人

福井県坂井市丸岡町玄女１４－１ 
株式会社コメリ　北陸ストアサ

0776-67-3400 その他
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