
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

(1)9時00分～17時30分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限なし） 15人 雇用・労災・健康・厚生

富山県富山市新庄町１５７－１ 076-492-0077 毎　週 16010-16749721

(1)8時30分～17時30分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限なし） 15人 雇用・労災・健康・厚生

富山県富山市新庄町１５７－１ 076-492-0077 毎　週 16010-16750521

(1)9時00分～17時30分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限なし） 15人 雇用・労災・健康・厚生

富山県富山市新庄町１５７－１ 076-492-0077 毎　週 16010-16752321

(1)8時20分～17時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)13時00分～21時40分 実費支給（上限なし） 4人 雇用・労災・健康・厚生

(3)16時20分～1時00分
富山県富山市新桜町４－２８　朝 076-433-8434 毎　週 16010-16779921

(1)8時20分～17時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 実費支給（上限なし） 8人 雇用・労災・健康・厚生

富山県富山市新桜町４－２８　朝 076-433-8434 毎　週 16010-16780721

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限なし） 2人 雇用・労災・健康・厚生

富山県高岡市問屋町２１９番地 0766-29-1320 その他 16020- 9672621

(1)9時00分～17時00分
雇用期間の定めなし (2)9時00分～12時45分 実費支給（上限あり） 100人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　100,000円まで 拠出
富山県黒部市窪野９２９ 0765-52-4655 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4304221

(1)8時00分～16時45分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限なし） 14人 雇用・労災・健康・厚生・財形

拠出
富山県黒部市吉田２００ 0765-54-8665 毎　週 年2回（前年度実績） 16040- 4305521

(1)8時00分～16時45分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限なし） 14人 雇用・労災・健康・厚生・財形

拠出
富山県黒部市吉田２００ 0765-54-8665 毎　週 年2回（前年度実績） 16040- 4307321

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 2人 雇用・労災・健康・厚生

月額　4,000円まで
富山県魚津市吉島５２７ 0765-24-3455 その他 年1回（前年度実績）50,000円～400,000円 16040- 4308621

(1)8時00分～16時45分
雇用期間の定めなし (2)16時10分～0時50分 実費支給（上限なし） 14人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)0時10分～8時50分 拠出
富山県黒部市吉田２００ 0765-54-8665 毎　週 年2回（前年度実績） 16040- 4309921

(1)7時30分～16時30分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 0人 雇用・労災・健康・厚生

月額　20,000円まで 厚生
富山県魚津市宮津２３４番地 0765-24-5520 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4311821

(1)7時30分～16時30分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 7人 雇用・労災・健康・厚生

月額　20,000円まで 厚生
富山県魚津市宮津２３４番地 0765-24-5520 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4312221

(1)9時00分～18時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 9人 雇用・労災・健康・厚生

月額　31,600円まで
富山県魚津市本江１丁目２６番地 0765-23-6366 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4314421

(1)8時30分～17時30分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 3人 雇用・労災・健康・厚生

月額　30,000円まで
富山県魚津市本新町２－１１ 0765-24-8700 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4319021

(1)8時30分～17時30分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 3人 雇用・労災・健康・厚生

月額　30,000円まで
富山県魚津市本新町２－１１ 0765-24-8700 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4321521

(1)8時30分～17時30分
雇用期間の定めなし (2)16時30分～9時00分 実費支給（上限あり） 122人 雇用・労災・健康・厚生

月額　31,600円まで
富山県魚津市石垣３８９ 0765-23-6366 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4326121

(1)8時45分～17時30分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 104人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　16,400円まで
富山県魚津市東尾崎３４８４－１ 0765-31-6200 毎　週 年2回（前年度実績） 16040- 4328721

(1)8時30分～17時30分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 122人 雇用・労災・健康・厚生

月額　31,600円まで
富山県魚津市石垣３８９ 0765-23-6366 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4331321

(1)8時30分～17時30分
雇用期間の定めなし (2)9時30分～18時30分 実費支給（上限あり） 122人 雇用・労災・健康・厚生

月額　31,600円まで
富山県魚津市石垣３８９ 0765-23-6366 その他 年3回（前年度実績） 16040- 4334121

【先週１週間　　８月　　１日　～　　８月　　５日に受理】

賃金

通勤手当

賞与（前年度実績）

1

一般事務 不問 有期雇用派遣労働者 166,320円～166,320円

18人

5人

40人

85人

6人

9人

9人

16人

129人

162人

労働者派遣業

株式会社　ライフワーク北陸  黒部市 土日祝他
2人 50人

2

製品出荷包装業務 不問 有期雇用派遣労働者 174,240円～174,240円

18人 労働者派遣業

株式会社　ライフワーク北陸  黒部市 土日祝他
2人 50人

労働者派遣業

株式会社　ビート　北陸支店  黒部市 土日祝他
1人 200人

4

網戸の組立・検査・梱包（交替勤
務）

不問 有期雇用派遣労働者
交替制あ

り
193,678円～193,678円

18人 労働者派遣業

株式会社　ライフワーク北陸  黒部市 土日祝他
2人 50人

3

フォークリフト作業 不問 有期雇用派遣労働者 178,200円～178,200円

警備業

ＫＹＯＤＯＵ株式会社 魚津市　他 他
2人 260人

6

警備スタッフ（富山営業所） 18歳～64歳 正社員
変形

（1ヶ月
182,750円～204,250円

17人 労働者派遣業

株式会社　ビート　北陸支店  黒部市 土日祝他
1人 200人

5

網戸の組立・検査・梱包（日勤） 不問 有期雇用派遣労働者
交替制あ

り
193,678円～193,678円

電気工事業

黒部エムテック　株式会社  黒部市 日祝他
1人 85人

8

電気設備企画・設計 不問 正社員 232,000円～354,500円

120人 病院

医療法人社団　友愛病院会　黒部
温泉病院

 黒部市 日祝他
1人 710人

7

環境整備　清掃 64歳以下 正社員
変形

（1ヶ月
145,000円～145,000円

家具・建具・畳小売業

有限会社　新田建商  魚津市 日祝他
2人 6人

10

ガラスサッシ施工、エクステリア
加工、錠修理、網戸貼り替え

44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

180,000円～350,000円

85人 電気工事業

黒部エムテック　株式会社  黒部市 日祝他
1人 85人

9

ビル管理 不問 正社員 199,500円～254,500円

一般貨物自動車運送業

中川運輸　株式会社  黒部市 日祝他
1人 56人

12

大型ミキサー車運転手（地場） 62歳以下 正社員
変形（1
年単位）

212,000円～238,000円

85人 電気工事業

黒部エムテック　株式会社  黒部市 日祝他
1人 85人

11

特高・変電所・運転監視業務 不問 正社員 199,500円～244,500円

食堂，レストラン（専門
料理店を除く）

株式会社　コニファー  魚津市 日祝他
1人 66人

14

アロマセラピスト 59歳以下 正社員
変形

（1ヶ月
150,000円～210,000円

46人 一般貨物自動車運送業

中川運輸　株式会社  魚津市 日祝他
1人 56人

13

重機オペレーター 62歳以下 正社員
変形（1
年単位）

223,000円～253,000円

ソフトウェア業

株式会社　北陸コンピュータービ
ジネス

 魚津市 日祝他
2人 16人

16

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）

172,000円～300,000円

16人 ソフトウェア業

株式会社　北陸コンピュータービ
ジネス

 魚津市 日祝他
3人 16人

15

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）

200,000円～300,000円

病院

医療法人　深川病院  魚津市 土日他
1人 129人

18

看護師（デイサービス） 59歳以下 正社員 170,000円～205,000円

162人 病院

医療法人社団　ホスピィー  魚津市 他
1人 425人

17

看護師（老人保健施設ちょうろ
く）

59歳以下 正社員
交替制あ

り
220,000円～305,000円

病院

医療法人社団　ホスピィー  魚津市 他
1人 425人

20

管理者 59歳以下 正社員
交替制あ

り
270,000円～360,000円

162人 病院

医療法人社団　ホスピィー  魚津市 他
1人 425人

19

ケアマネジャー（老人保健施設
ちょうろく）

59歳以下 正社員
変形

（1ヶ月
220,000円～330,000円

℡ 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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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。

(1)9時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限なし） 4人 雇用・労災・健康・厚生

富山県魚津市北鬼江１４２－１ 0765-32-3364 又は8時00分～19時00分の 毎　週 16040- 4335021

(1)9時00分～18時00分
雇用期間の定めなし なし 0人 雇用・労災・健康・厚生

富山県下新川郡入善町上飯野新３ 0765-32-5420 毎　週 16040- 4337821

(1)13時00分～23時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限なし） 6人 雇用・労災・健康・厚生

富山県黒部市三日市２５２３－１ 0765-33-5037 毎　週 16040- 4344021

(1)8時20分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 9人 雇用・労災・健康・厚生

月額　5,000円まで
富山県黒部市生地２６３ 0765-57-0835 毎　週 年2回（前年度実績） 16040- 4349421

(1)8時20分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 37人 雇用・労災・健康・厚生

月額　5,000円まで
富山県滑川市常盤町３１９ 076-476-6550 毎　週 年2回（前年度実績）50,000円～250,000円 16070- 2655621

(1)8時20分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 37人 雇用・労災・健康・厚生

月額　5,000円まで
富山県滑川市常盤町３１９ 076-476-6550 毎　週 年2回（前年度実績）20,000円～250,000円 16070- 2656921

(1)8時20分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 37人 雇用・労災・健康・厚生

月額　5,000円まで
富山県滑川市常盤町３１９ 076-476-6550 毎　週 年2回（前年度実績）30,000円～250,000円 16070- 2657121

(1)8時20分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 37人 雇用・労災・健康・厚生

月額　5,000円まで
富山県滑川市常盤町３１９ 076-476-6550 毎　週 年2回（前年度実績）50,000円～250,000円 16070- 2659721

(1)8時40分～9時10分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限なし） 0人 雇用・労災・健康・厚生・財形

愛知県名古屋市中区錦１－１９－ 052-203-5115 その他 23020-50519721

(1)6時30分～15時10分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)13時00分～21時40分 実費支給（上限なし） 9人 雇用・労災・健康・厚生

(3)8時00分～16時45分
富山県富山市新庄町１５７－１ 076-492-0077 毎　週 16010-16655421

(1)8時00分～16時45分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限なし） 8人 雇用・労災・健康・厚生

富山県富山市新庄町１５７－１ 076-492-0077 毎　週 16010-16656321

(1)8時00分～16時45分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限なし） 8人 雇用・労災・健康・厚生

富山県富山市新庄町１５７－１ 076-492-0077 毎　週 16010-16657621

(1)8時00分～16時30分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)9時00分～17時30分 実費支給（上限あり） 2人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　150,000円まで 拠出
富山県富山市綾田町１丁目７番２ 076-431-1111 毎　週 16010-16722021

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 4人 雇用・労災・健康・厚生

月額　15,000円まで
富山県魚津市住吉字野毛４０９９ 0765-24-1661 毎　週 年2回（前年度実績） 16040- 4284821

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 4人 雇用・労災・健康・厚生

月額　15,000円まで
富山県魚津市住吉字野毛４０９９ 0765-24-1661 毎　週 年2回（前年度実績） 16040- 4285221

(1)8時00分～17時05分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 3人 雇用・労災・健康・厚生

月額　15,000円まで
富山県黒部市田家新６０８ 0765-52-3455 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4287421

(1)9時00分～16時00分
雇用期間の定めなし (2)8時00分～16時45分 実費支給（上限あり） 1人 雇用・労災・健康・厚生

(3)6時30分～17時30分 月額　5,000円まで
富山県黒部市宇奈月町浦山８０２ 0765-32-4133 その他 16040- 4288321

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 2人 雇用・労災・健康・厚生

月額　10,000円まで
富山県魚津市江口４０５番地 0765-24-7755 その他 年2回（前年度実績）100,000円～250,000円 16040- 4290021

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし (2)13時00分～22時00分 実費支給（上限なし） 55人 雇用・労災・健康・厚生

富山県黒部市宇奈月温泉７－２６ 0765-62-1236 又は22時00分～8時00分の その他 年2回（前年度実績） 16040- 4291721

(1)8時40分～17時20分
雇用期間の定めなし (2)11時00分～15時00分 実費支給（上限あり） 34人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　100,000円まで 給付
富山県下新川郡入善町下上野４０ 0765-74-7220 毎　週 年2回（前年度実績） 16040- 4292821

3人

12人

44人

44人

10人

自動車・同附属品製造業

株式会社　四輪技巧  下新川郡入善
町

日他
1人 1人

22

サービス 不問 正社員 159,600円～159,600円

8人 障害者福祉事業

株式会社　オレンジ　うオレンジ  魚津市 土日祝
1人 60人

21

サービス管理責任者 不問 正社員
フレック

ス
200,000円～350,000円

建設用・建築用金属製品
製造業（製缶板金業を含

ナカジンラフター株式会社  黒部市 土日祝他
1人 14人

24

建材部品組立・検査 不問 正社員 144,674円～151,637円

12人 食堂，レストラン（専門
料理店を除く）

株式会社　ピーノ　コーポレー
ション

 黒部市 他
1人 115人

23

ホール・調理スタッフ【焼肉ひろ
亭／黒部市】

不問 正社員 250,000円～450,000円

建設用・建築用金属製品
製造業（製缶板金業を含

有限会社　辻建材  黒部市 土日祝他
2人 48人

26

【請】倉庫作業（ＹＫＫＡＰ越湖
製造所）

64歳以下 正社員 180,000円～190,000円

44人 建設用・建築用金属製品
製造業（製缶板金業を含

有限会社　辻建材  黒部市 土日祝他
2人 48人

25

【請】部品ピッキング作業（ＹＫ
ＫＡＰ越湖製造所）

64歳以下 正社員 150,000円～160,000円

建設用・建築用金属製品
製造業（製缶板金業を含

有限会社　辻建材  黒部市 土日祝他
2人 48人

28

【請】ダンボール切断作業（ＹＫ
ＫＡＰ越湖製造所）

64歳以下 正社員 150,000円～160,000円

44人 建設用・建築用金属製品
製造業（製缶板金業を含

有限会社　辻建材  黒部市 土日祝他
3人 48人

27

【請】部品ピッキング作業・検査
（ＹＫＫＡＰ越湖製造所）

64歳以下 正社員 150,000円～160,000円

労働者派遣業

株式会社　ライフワーク北陸  黒部市 土日他
5人 50人

30

ファスナー製品の製造 不問 有期雇用派遣労働者
交替制あ

り
208,888円～208,888円

13人 その他の運輸に附帯する
サービス業

中日本エクストール名古屋　株式
会社

 魚津市 他
1人 2,200人

29

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
176,000円～176,000円

10人 労働者派遣業

株式会社　ライフワーク北陸  黒部市 土日他
1人 50人

32

一般事務 不問 有期雇用派遣労働者 208,888円～208,888円

10人 労働者派遣業

株式会社　ライフワーク北陸  黒部市 土日他
1人 50人

31

製造事務 不問 有期雇用派遣労働者 208,888円～208,888円

58人 建設用・建築用金属製品
製造業（製缶板金業を含

栄産業株式会社　魚津工場  魚津市 土日他
1人 82人

34

製造スタッフ（課長候補）【魚津
工場】

59歳以下 正社員 350,000円～500,000円

2人 電気通信・信号装置工事
業

株式会社　ほくつう　富山支社  黒部市 土日祝他
1人 571人

33

電話交換手（黒部市民病院） 不問 正社員以外
交替制あ

り
135,000円～140,000円

13人 有機化学工業製品製造業

株式会社　ホクペレ  黒部市 日祝他
2人 49人

36

フォークリフト作業員 44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

180,000円～200,000円

58人 建設用・建築用金属製品
製造業（製缶板金業を含

栄産業株式会社　魚津工場  魚津市 土日他
2人 82人

35

生産技術【魚津工場】 59歳以下 正社員 300,000円～400,000円

10人 土木工事業（舗装工事業
を除く）

株式会社　清河工業  魚津市 日祝他
1人 10人

38

一般事務 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

160,000円～180,000円

5人 耕種農業

株式会社　アグリとりの原  黒部市 他
2人 5人

37

農作業 44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

185,000円～275,000円

219人 プラスチックフィルム・
シート・床材・合成皮革

株式会社サンリッツ  下新川郡入善
町

日祝他
1人 219人

40

偏光板の品質データ測定 35歳以下 正社員
フレック

ス
162,500円～216,400円

70人 旅館，ホテル

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 14,804人

39

フロントスタッフ 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

175,000円～300,000円
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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　　８月　　１日　～　　８月　　５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。

(1)9時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 6人 雇用・労災・健康・厚生

月額　12,900円まで 厚生
富山県魚津市吉島２丁目１１－３ 0765-24-3430 毎　週 年2回（前年度実績）100,000円～ 16040- 4297621

(1)8時30分～17時00分
雇用期間の定めなし (2)14時00分～22時00分 実費支給（上限あり） 9人 雇用・労災・健康・厚生

(3)22時00分～7時30分 月額　15,000円まで
富山県下新川郡朝日町字沼割４８ 0765-83-0767 毎　週 年2回（前年度実績） 16040- 4298921

(1)7時30分～16時30分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 7人 雇用・労災・健康・厚生

月額　20,000円まで 厚生
富山県魚津市宮津２３４番地 0765-24-5520 その他 年2回（前年度実績）～500,000円 16040- 4301021

(1)7時30分～16時30分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 7人 雇用・労災・健康・厚生

月額　20,000円まで 厚生
富山県魚津市宮津２３４番地 0765-24-5520 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4302721

(1)8時40分～17時20分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 34人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　100,000円まで 給付
富山県下新川郡入善町下上野４０ 0765-74-7220 毎　週 年2回（前年度実績） 16040- 4303821

(1)8時15分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 8人 雇用・労災・健康・厚生

月額　40,000円まで 拠出
富山県魚津市小川寺４７０ 0765-31-7131 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4306421

雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 10人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　34,000円まで 拠出・給付
長野県須坂市大字高梨２９３－１ 026-242-3030 又は9時00分～2時00分の その他 20130- 2510621

雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 10人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　34,000円まで 拠出・給付
長野県須坂市大字高梨２９３－１ 026-242-3030 又は9時00分～2時00分の その他 20130- 2514721

(1)15時00分～0時00分
雇用期間の定めなし (2)19時00分～1時00分 実費支給（上限あり） 3人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)10時00分～23時00分 月額　50,000円まで 拠出
東京都武蔵野市中町１－１７－３ 0422-36-6788 その他 13170-20740421

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 26人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　50,000円まで 拠出
富山県射水市本開発３０５－１ 0766-55-1935 その他 年2回（前年度実績） 16020- 9555821

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし (2)8時30分～17時30分 実費支給（上限あり） 19人 雇用・労災・健康・厚生

(3)9時00分～18時00分 月額　5,000円まで
富山県魚津市本江２６４６－１ 0765-24-3960 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4267821

(1)2時00分～11時00分
雇用期間の定めなし (2)6時00分～15時00分 実費支給（上限あり） 19人 雇用・労災・健康・厚生

月額　5,000円まで
富山県魚津市本江２６４６－１ 0765-24-3960 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4268221

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 15人 雇用・労災・健康・厚生

月額　5,000円まで
富山県黒部市生地２９６ 0765-56-8028 その他 年2回（前年度実績）40,000円～480,000円 16040- 4272921

(1)8時20分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 26人 雇用・労災・健康・厚生

月額　5,000円まで 拠出
富山県黒部市生地芦崎字下浦３３ 0765-56-8184 毎　週 年2回（前年度実績） 16040- 4277221

(1)8時30分～17時15分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 63人 雇用・労災・健康・厚生

月額　32,000円まで
富山県下新川郡入善町浦山新２２ 0765-78-1131 毎　週 年2回（前年度実績） 16040- 4278521

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 9人 雇用・労災・健康・厚生

月額　10,000円まで
富山県下新川郡入善町横山７８－ 0765-74-2520 その他 年2回（前年度実績）20,000円～20,000円 16040- 4279421

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし (2)10時00分～15時00分 実費支給（上限あり） 24人 雇用・労災・健康・厚生

月額　50,000円まで
富山県下新川郡朝日町草野２７１ 0765-82-1100 毎　週 年2回（前年度実績） 16040- 4280921

(1)8時00分～16時45分
雇用期間の定めなし (2)10時15分～19時00分 実費支給（上限あり） 73人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　10,000円まで 拠出
富山県魚津市大光寺２８７ 0765-22-1567 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4281121

(1)8時20分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 41人 雇用・労災・健康・厚生

月額　5,000円まで
富山県黒部市犬山１０２ 0765-52-2046 毎　週 年2回（前年度実績） 16040- 4283721

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 6人 雇用・労災・健康・厚生

月額　14,300円まで
岐阜県高山市上岡本町１－５０ 0577-32-1230 その他 年3回（前年度実績）550,000円～700,000円 21040- 5132121

14人 その他の飲食料品小売業

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
1人 14人

42

小売販売員 不問 正社員
交替制あ

り
220,000円～280,000円

7人 公認会計士事務所，税理
士事務所

濱多善克税理士事務所  魚津市 土日祝
1人 7人

41

税理士補助業務 59歳以下 正社員 300,000円～417,000円

46人 一般貨物自動車運送業

中川運輸　株式会社  魚津市 日祝他
1人 56人

44

大型ダンプ運転手（地場） 62歳以下 正社員
変形（1
年単位）

212,000円～238,000円

46人 一般貨物自動車運送業

中川運輸　株式会社  魚津市 日祝他
1人 56人

43

移動式クレーンオペレーター 62歳以下 正社員
変形（1
年単位）

185,000円～245,000円

38人 その他の電気機械器具製
造業

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
1人 377人

46

サービスエンジニア（技術営業） 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

178,100円～215,000円

219人 プラスチックフィルム・
シート・床材・合成皮革

株式会社サンリッツ  下新川郡入善
町

日祝他
2人 219人

45

プラントエンジニア 59歳以下 正社員
フレック

ス
162,500円～274,500円

20人 食堂，レストラン（専門
料理店を除く）

株式会社あっぷるアイビー 魚津市　他 他
5人 750人

48

店長候補：あっぷるぐりむグルー
プ各店舗〈富山〉

18歳～44歳 正社員
変形

（1ヶ月
190,000円～305,000円

20人 食堂，レストラン（専門
料理店を除く）

株式会社あっぷるアイビー 魚津市　他 他
5人 750人

47

店長職：あっぷるぐりむグループ
各店舗〈富山〉

18歳～64歳 正社員
変形

（1ヶ月
255,000円～310,000円

43人 一般貨物自動車運送業

ヤマト運輸株式会社　富山主管支
店

 魚津市 他
5人

182,651
人

50

乗務（セールスドライバー）【呉
東】

64歳以下 正社員
変形

（1ヶ月
229,300円～253,300円

10人 酒場，ビヤホール

株式会社　モンテローザフーズ  魚津市 他
1人 22,527人

49

正社員店舗スタッフ（魚民　魚津
スカイホテル店）

18歳～44歳 正社員
変形

（1ヶ月
210,000円～278,000円

40人 その他の食料品製造業

有限会社　アベニュー（フレッ
シュランチ３９魚津店）

 魚津市 日他
1人 40人

52

弁当製造 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

220,000円～250,000円

40人 その他の食料品製造業

有限会社　アベニュー（フレッ
シュランチ３９魚津店）

 魚津市 日他
1人 40人

51

弁当配送 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

178,000円～217,000円

54

20人 酒類製造業

皇国晴酒造　株式会社  黒部市 日祝他
1人 20人

53

商品の受注及び関連業務 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

164,160円～190,080円

91人 障害者福祉事業

社会福祉法人　新川むつみ園  下新川郡入善
町

他
1人 118人

55

栄養士 44歳以下 正社員 172,000円～190,000円

48人 建設用・建築用金属製品
製造業（製缶板金業を含

有限会社　村宗  黒部市 土日他
1人 60人

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 153,400円～184,080円

104人 その他のはん用機械・同
部分品製造業

株式会社ＴＳＳ　朝日工場  下新川郡朝日
町

土日祝他
2人 138人

57

機械設計業務 59歳以下 正社員
フレック

ス
200,000円～350,000円

11人 障害者福祉事業

社会福祉法人　にいかわ苑  下新川郡朝日
町

日他
1人 112人

56

介護士 59歳以下 正社員以外
変形

（1ヶ月
155,116円～166,540円

45人 建設用・建築用金属製品
製造業（製缶板金業を含

有限会社　プラコ長谷川  黒部市 土日祝他
3人 70人

59

建材部品加工（機能部品ライン） 59歳以下 正社員 147,187円～154,934円

113人 病院

医療法人社団　弘仁会　魚津緑ヶ
丘病院

 魚津市 他
2人 113人

58

厨房調理員 59歳以下 正社員
交替制あ

り
155,600円～199,780円

19人 一般貨物自動車運送業

飛騨運輸　株式会社  魚津市 日祝他
1人 1,100人

60

総合職（魚津・正社員） 35歳以下 正社員
変形（1
年単位）

220,780円～312,060円
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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　　８月　　１日　～　　８月　　５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。

(1)8時30分～17時30分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限なし） 2,968人 雇用・労災・健康・厚生・財形

大阪府大阪市北区角田町８－１ 06-4709-8510 毎　週 27020-50805421

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 1人 雇用・労災・健康・厚生

月額　21,750円まで
宮城県名取市ゆりが丘２丁目２５ 022-796-0700 その他 年2回（前年度実績）200,000円～300,000円 04010-45893421

(1)7時30分～16時30分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 3人 雇用・労災・健康・厚生

月額　50,000円まで
埼玉県草加市遊馬町７６９番地１ 048-922-7221 毎　週 年2回（前年度実績）300,000円～400,000円 11100- 7158821

(1)10時00分～19時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 1人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　40,000円まで
神奈川県厚木市林５－７－１３ 03-3527-3002 毎　週 年2回（前年度実績）0円～350,000円 14100- 8419121

(1)8時20分～17時30分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 0人 雇用・労災・健康・厚生

月額　20,000円まで 拠出
新潟県上越市上中田１１７８番地 025-525-8181 その他 年3回（前年度実績） 15030- 6970721

(1)8時30分～13時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限なし） 4人 雇用・労災・健康・厚生・財形

富山県富山市今泉１４７番地　Ａ 076-423-8818 又は8時30分～18時00分の その他 年2回（前年度実績）400,000円～1,600,000円 16010-16337521

(1)9時50分～19時10分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 1人 雇用・労災・健康・厚生

月額　10,000円まで
富山県高岡市御旅屋町９５番地 0766-21-0632 その他 年2回（前年度実績）10,000円～600,000円 16020- 9395821

(1)9時50分～19時10分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 2人 雇用・労災・健康・厚生

月額　10,000円まで
富山県高岡市御旅屋町９５番地 0766-21-0632 その他 年2回（前年度実績）10,000円～600,000円 16020- 9397521

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 0人 雇用・労災・健康・厚生

月額　10,000円まで
富山県下新川郡入善町椚山１４６ 0765-74-0084 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4228421

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 2人 雇用・労災・健康・厚生

月額　20,000円まで
富山県魚津市江口４０５番地 0765-24-7755 その他 年2回（前年度実績）180,000円～500,000円 16040- 4229321

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 3人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　18,000円まで
富山県黒部市宇奈月町下立８５２ 0765-65-0331 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4230121

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 3人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　18,000円まで
富山県黒部市宇奈月町下立８５２ 0765-65-0331 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4231021

(1)8時00分～17時05分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 6人 雇用・労災・健康・厚生

月額　15,000円まで
富山県黒部市田家新６０８ 0765-52-3455 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4234221

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし (2)12時00分～21時00分 実費支給（上限なし） 16人 雇用・労災・健康・厚生

富山県黒部市宇奈月温泉２６７ 0765-62-1111 又は8時00分～21時00分の その他 年2回（前年度実績） 16040- 4236421

(1)8時30分～17時30分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 4人 雇用・労災・健康・厚生

月額　9,600円まで
富山県黒部市植木２３－１ 0765-52-0242 毎　週 年2回（前年度実績） 16040- 4237321

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし (2)13時00分～22時00分 実費支給（上限あり） 17人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　15,000円まで
富山県魚津市本新町２８－７ 0765-22-0353 毎　週 年2回（前年度実績） 16040- 4240721

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 1人 雇用・労災・健康・厚生

月額　10,000円まで
富山県魚津市小川寺４３２ 0765-31-7195 毎　週 16040- 4242221

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 1人 雇用・労災・健康・厚生

月額　10,000円まで
富山県魚津市小川寺４３２ 0765-31-7195 毎　週 16040- 4243521

(1)8時30分～17時15分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)10時30分～19時15分 実費支給（上限あり） 11人 雇用・労災・健康・厚生

月額　8,000円まで
富山県黒部市若栗３２１２－１ 0765-57-2850 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4245321

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 1人 雇用・労災・健康・厚生

月額　10,000円まで
富山県魚津市仏田３７２２ 0765-23-0738 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4247921

11,052人 他に分類されない事業
サービス業

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
2人 11,900人

61

（常派）生産管理技術者 59歳以下 無期雇用派遣労働者 215,000円～325,000円

8人 一般貨物自動車運送業

株式会社　流通サービス  黒部市 土日他
2人 5,057人

63

生協の配送ドライバー（魚津市） 44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

222,000円～222,000円

2人 産業用機械器具賃貸業

蔵王リース　株式会社  黒部市 日祝他
1人 260人

62

建設機械の点検・修理 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

201,000円～343,000円

8人 産業機械器具卸売業

株式会社　エム・エー・シー　テ
クノロジー

 魚津市 日祝他
2人 148人

65

ロボット修理及び半導体製造装置
メンテナンス（魚津営業所）

59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

260,000円～360,000円

4人 写真機・時計・眼鏡小売
業

株式会社　ＶＨリテールサービス  黒部市 他
2人 1,277人

64

販売・接客・サービス（メガネハ
ウス黒部店）

59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

200,000円～310,000円

3人 呉服・服地・寝具小売業

株式会社　布屋商店  魚津市 他
2人 105人

67

販売員（寝具と睡眠のアドバイ
ザー）【魚津店】

59歳以下 正社員
変形

（1ヶ月
230,000円～290,000円

4人 医薬品・化粧品小売業

株式会社　アモール  魚津市 日祝他
1人 205人

66

調剤薬局薬剤師（うおづ駅前薬
局）

59歳以下 正社員
交替制あ

り
250,000円～550,000円

5人 鉄骨・鉄筋工事業

有限会社　池原鉄筋工業  黒部市 日他
2人 8人

69

鉄筋工 不問 正社員
変形（1
年単位）

242,000円～297,000円

3人 呉服・服地・寝具小売業

株式会社　布屋商店 魚津市　他 他
2人 105人

68

販売員（寝具と睡眠のアドバイ
ザー）【呉東】

59歳以下 正社員
変形

（1ヶ月
230,000円～290,000円

24人 一般土木建築工事業

此川建設　株式会社  黒部市 他
2人 24人

71

建築技術者及び見習い 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

230,000円～430,000円

10人 土木工事業（舗装工事業
を除く）

株式会社　清河工業  魚津市 日他
2人 10人

70

建設機械オペレーター 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

224,600円～303,050円

25人 有機化学工業製品製造業

株式会社　ホクペレ  黒部市 日祝他
2人 49人

73

大型トラック運転手 44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

250,000円～250,000円

24人 一般土木建築工事業

此川建設　株式会社  黒部市 日祝他
1人 24人

72

営業及び技術職 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

260,000円～400,000円

8人 経済団体

黒部商工会議所  黒部市 土日祝他
2人 8人

75

事務・企画・運営 44歳以下 正社員 177,000円～228,100円

48人 旅館，ホテル

湯快リゾート　株式会社（宇奈月
グランドホテル）

 黒部市 他
2人 1,744人

74

施設管理スタッフ〈地域限定社
員〉

59歳以下 正社員
変形

（1ヶ月
200,000円～250,100円

8人 一般土木建築工事業

有限会社　海野重機  魚津市 土日祝他
2人 8人

77

土木作業員・重機オペレーター
【経験者】

69歳以下 正社員 250,000円～330,000円

30人 プラスチック板・棒・
管・継手・異形押出製品

株式会社　モルデックス  魚津市 土日他
1人 30人

76

成形員 30歳以下 正社員
交替制あ

り
200,000円～250,000円

12人 経済団体

一般社団法人　黒部・宇奈月温泉
観光局

 黒部市 他
1人 23人

79

観光業務全般（予約関係） 不問 正社員以外
交替制あ

り
150,000円～170,000円

8人 一般土木建築工事業

有限会社　海野重機  魚津市 土日祝他
2人 8人

78

土木技術管理者兼幹部社員 69歳以下 正社員 350,000円～450,000円

4人 鉄骨・鉄筋工事業

有限会社　武伸工業  魚津市 日他
2人 4人

80

鉄筋工および鉄筋工見習い 不問 正社員
変形（1
年単位）

230,000円～345,000円
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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　　８月　　１日　～　　８月　　５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。

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 1人 雇用・労災・健康・厚生

月額　8,000円まで
富山県下新川郡朝日町境１６０８ 0765-82-0384 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4248121

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし (2)9時00分～18時00分 実費支給（上限あり） 5人 雇用・労災・健康・厚生

(3)8時00分～15時30分 月額　15,000円まで
富山県黒部市三日市１０６２ 0765-56-6938 毎　週 年2回（前年度実績） 16040- 4251521

(1)8時30分～17時30分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 11人 雇用・労災・健康・厚生

月額　5,000円まで
富山県黒部市植木１９４－２ 0765-52-2121 毎　週 年2回（前年度実績）100,000円～350,000円 16040- 4254621

(1)8時00分～16時30分
雇用期間の定めなし (2)8時00分～12時00分 実費支給（上限あり） 3人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　10,000円まで
富山県下新川郡朝日町藤塚４３０ 0765-82-1351 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4260421

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

富山県下新川郡朝日町横水１０５ 0765-83-2722 毎　週 年2回（前年度実績） 16040- 4264121

(1)9時30分～18時30分
雇用期間の定めなし (2)13時00分～19時30分 実費支給（上限あり） 2人 雇用・労災

(3)9時00分～17時00分 月額　10,000円まで
富山県黒部市植木１６４ 0765-52-5235 その他 16040- 4266721

雇用期間の定めなし なし 2人 雇用・労災・健康・厚生・財形

富山県下新川郡朝日町三枚橋６番 0765-83-3011 又は7時00分～20時00分の その他 年2回（前年度実績）0円～400,000円 16040- 4271621

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） なし 60人 雇用・労災・健康・厚生

石川県野々市市稲荷２丁目１７６ 076-246-8711 毎　週 17080- 6429421

(1)6時00分～15時00分
雇用期間の定めなし (2)8時00分～17時00分 実費支給（上限あり） 95人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)10時00分～19時00分 月額　63,000円まで
福井県坂井市坂井町下新庄１５－ 0776-72-1011 又は6時00分～22時30分の その他 年2回（前年度実績） 18040- 4088521

(1)6時00分～15時00分
雇用期間の定めなし (2)8時00分～17時00分 実費支給（上限あり） 95人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)10時00分～19時00分 月額　63,000円まで
福井県坂井市坂井町下新庄１５－ 0776-72-1011 又は6時00分～22時30分の その他 年2回（前年度実績） 18040- 4093721

(1)8時30分～17時15分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限あり） 3人 雇用・労災・健康・厚生

月額　50,000円まで
長野県長野市高田中村２５９－２ 026-227-5303 その他 年2回（前年度実績）200,000円～400,000円 20010-13018721

(1)9時00分～18時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 1人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　150,000円まで 拠出
愛知県名古屋市南区星崎二丁目９ 052-823-0211 その他 年2回（前年度実績） 23030-16149321

(1)8時30分～18時00分
雇用期間の定めなし なし 0人 雇用・労災・健康・厚生

群馬県藤岡市三本木１１９ 0274-24-6101 その他 年2回（前年度実績） 10090- 2887221

雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 0人 雇用・労災・健康・厚生
月額　30,000円まで

東京都渋谷区広尾１－４－６ 03-3444-0233 その他 年2回（前年度実績） 13070-49116021

(1)10時00分～19時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 1人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　40,000円まで
神奈川県厚木市林５－７－１３ 03-3527-3002 毎　週 年2回（前年度実績）0円～350,000円 14100- 8235721

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限あり） 6人 雇用・労災・健康・厚生
月額　30,000円まで

富山県富山市西大泉１２番地１０ 076-425-8410 又は4時00分～19時30分の 毎　週 16010-15986721

(1)6時00分～15時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)9時00分～18時00分 実費支給（上限あり） 8人 雇用・労災・健康・厚生

(3)10時30分～19時30分 月額　30,000円まで
富山県富山市西大泉１２番地１０ 076-425-8410 毎　週 16010-15990321

雇用期間の定めなし なし 2人 雇用・労災・健康・厚生・財形

富山県富山市桜町１丁目１番３６ 076-432-5532 又は5時30分～23時00分の その他 年2回（前年度実績） 16010-16006421

(1)8時30分～17時30分
雇用期間の定めなし (2)8時30分～8時29分 実費支給（上限あり） 0人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　30,000円まで 拠出
富山県富山市稲荷元町１丁目１－ 076-433-6171 その他 年3回（前年度実績） 16010-16135221

(1)7時30分～16時30分
雇用期間の定めなし (2)10時00分～19時00分 実費支給（上限あり） 10人 雇用・労災・健康・厚生

(3)16時00分～10時00分 月額　30,000円まで
富山県高岡市関町６－２ 0766-54-6346 その他 年2回（前年度実績） 16020- 9313521

5人 一般診療所

医療法人社団　しのざき小児科  黒部市 水日祝他
1人 5人

82

看護業務 不問 正社員
交替制あ

り
205,000円～235,000円

3人 酒類製造業

林酒造場  下新川郡朝日
町

日祝他
1人 3人

81

清酒の製造業務全般 44歳以下 正社員 180,000円～230,000円

8人 一般廃棄物処理業

有限会社　朝日ビューティロック  下新川郡朝日
町

日他
1人 8人

84

可燃物・不燃物の収集運搬助手 59歳以下 正社員 190,000円～195,000円

12人 老人福祉・介護事業

特定非営利活動法人　三樹福寿会  黒部市 日他
1人 12人

83

介護員 69歳以下 正社員 153,360円～178,920円

2人 美容業

エステスタジオ　ルーシャン  黒部市 日祝他
2人 2人

86

エステティシャン 39歳以下 正社員
変形

（1ヶ月
157,300円～168,000円

14人 土木工事業（舗装工事業
を除く）

有限会社　稲垣重機  下新川郡朝日
町

土日他
2人 14人

85

土木作業員 59歳以下 正社員 250,000円～300,000円

65人 その他の専門サービス業

株式会社　ダスキンヘルスケア北
陸

 黒部市 他
2人 270人

88

病院内清掃業務（黒部市民病院） 不問 正社員以外 156,672円～156,672円

12人 燃料小売業

小川建設工業　株式会社　石油部  下新川郡朝日
町

他
1人 82人

87

給油サービス 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

220,000円～320,000円

143人 百貨店，総合スーパー

株式会社　ＰＬＡＮＴ  黒部市 他
1人 4,695人

90

精肉売場担当者【ＰＬＡＮＴ黒部
店】

59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

206,150円～281,650円

143人 百貨店，総合スーパー

株式会社　ＰＬＡＮＴ  黒部市 他
1人 4,695人

89

青果売場担当者【ＰＬＡＮＴ黒部
店】

59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

206,150円～281,650円

11人 自動車小売業

三菱ふそうトラック・バス　株式
会社　東海ふそう

 魚津市 日祝他
1人 10,000人

92

トラック・バスの整備【急募】 40歳以下 正社員
変形

（1ヶ月
170,000円～270,000円

2人 建物サービス業

ＴＭＥＳ株式会社　長野営業所  魚津市 土日祝他
1人 1,456人

91

（契）設備エンジニアリングサー
ビス（魚津市）

不問 正社員以外 170,000円～250,000円

1人 無機化学工業製品製造業

高千穂化学工業株式会社  魚津市 日他
1人 72人

94

【高圧・特殊ガス営業管理職】
（所長補佐）／魚津出張所

66歳以下 正社員
変形

（1ヶ月
250,000円～340,000円

0人 金属加工機械製造業

株式会社　スター 魚津市　他 日祝他
2人 32人

93

実演販売営業「研磨機」（富山
県）

59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

200,000円～200,000円

9人 その他の飲食料品小売業

株式会社　魚国総本社　北陸支社  下新川郡朝日
町

他
1人 17,590人

96

調理師（介護老人福祉施設つるさ
んかめさん）

不問 正社員以外 168,500円～231,600円

4人 写真機・時計・眼鏡小売
業

株式会社　ＶＨリテールサービス  黒部市 他
3人 1,277人

95

販売・接客・サービス（メガネハ
ウス黒部店）

59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

200,000円～310,000円

10人 一般乗用旅客自動車運送
業

富山地方鉄道　株式会社  黒部市 他
1人 525人

98

ミニバス（普通車）運転手（黒部
自動車営業所）

59歳以下 正社員
変形

（1ヶ月
169,900円～219,000円

9人 その他の飲食料品小売業

株式会社　魚国総本社　北陸支社  下新川郡朝日
町

他
1人 17,590人

97

栄養士又は調理師（あさひ総合病
院）

不問 正社員以外
交替制あ

り
168,500円～231,600円

15人 老人福祉・介護事業

株式会社　ウェルフェアサービス  下新川郡入善
町

他
1人 15人

100

介護職員（介護支援専門員）【グ
ループホーム入善】

18歳～64歳 正社員
変形

（1ヶ月
212,000円～257,000円

10人 管工事業（さく井工事業
を除く）

株式会社　日本空調北陸  黒部市 他
1人 247人

99

設備管理（黒部市民病院・あさひ
総合病院）

59歳以下 正社員
変形

（1ヶ月
210,000円～250,000円
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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　　８月　　１日　～　　８月　　５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。

(1)7時30分～16時30分
雇用期間の定めなし (2)10時00分～19時00分 実費支給（上限あり） 2人 雇用・労災・健康・厚生

(3)16時00分～10時00分 月額　30,000円まで
富山県高岡市関町６－２ 0766-54-6346 その他 年2回（前年度実績） 16020- 9314421

(1)7時30分～16時30分
雇用期間の定めなし (2)10時00分～19時00分 実費支給（上限あり） 2人 雇用・労災・健康・厚生

(3)16時00分～10時00分 月額　30,000円まで
富山県高岡市関町６－２ 0766-54-6346 その他 年2回（前年度実績） 16020- 9315321

(1)7時30分～16時30分
雇用期間の定めなし (2)10時00分～19時00分 実費支給（上限あり） 2人 雇用・労災・健康・厚生

(3)16時00分～10時00分 月額　30,000円まで
富山県高岡市関町６－２ 0766-54-6346 その他 年2回（前年度実績） 16020- 9316621

(1)7時30分～16時30分
雇用期間の定めなし (2)10時00分～19時00分 実費支給（上限あり） 2人 雇用・労災・健康・厚生

(3)9時00分～18時00分 月額　30,000円まで
富山県高岡市関町６－２ 0766-54-6346 又は7時30分～19時00分の その他 年2回（前年度実績） 16020- 9318121

(1)8時30分～17時30分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 11人 雇用・労災・健康・厚生

日額　200円まで
富山県黒部市植木１９４－２ 0765-52-2121 毎　週 年2回（前年度実績） 16040- 3982821

(1)8時30分～17時00分
雇用期間の定めなし (2)9時30分～18時00分 実費支給（上限あり） 29人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)16時30分～9時00分 月額　15,000円まで
富山県下新川郡入善町入膳２２９ 0765-72-0588 その他 年1回（前年度実績）30,000円～ 16040- 3983221

(1)18時20分～3時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限なし） 10人 雇用・労災・健康・厚生・財形

富山県黒部市飯沢４４４ 0765-57-1188 毎　週 年2回（前年度実績） 16040- 3986321

(1)20時20分～5時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限なし） 10人 雇用・労災・健康・厚生・財形

富山県黒部市飯沢４４４ 0765-57-1188 毎　週 年2回（前年度実績） 16040- 3987621

(1)8時30分～17時00分
雇用期間の定めなし (2)9時00分～17時30分 実費支給（上限なし） 67人 雇用・労災・健康・厚生・財形

富山県下新川郡入善町入膳３３４ 0765-72-5555 その他 16040- 3988921

(1)8時00分～16時30分
雇用期間の定めなし (2)8時30分～17時00分 実費支給（上限あり） 12人 雇用・労災・健康・厚生

月額　11,300円まで
富山県下新川郡入善町高畠２６９ 0765-76-0121 毎　週 年2回（前年度実績） 16040- 3989121

(1)8時00分～16時30分
雇用期間の定めなし (2)8時30分～17時00分 実費支給（上限あり） 12人 雇用・労災・健康・厚生

月額　11,300円まで
富山県下新川郡入善町高畠２６９ 0765-76-0121 毎　週 年2回（前年度実績） 16040- 3990821

(1)7時30分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 1人 雇用・労災・健康・厚生

月額　5,000円まで
富山県下新川郡入善町青島８８４ 0765-72-3381 その他 年2回（前年度実績）100,000円～500,000円 16040- 3991221

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)8時30分～17時30分 実費支給（上限あり） 31人 雇用・労災・健康・厚生

(3)9時00分～18時00分 月額　6,000円まで
富山県黒部市三日市２９５－６ 0765-52-4516 毎　週 年2回（前年度実績） 16040- 3994321

(1)8時30分～17時30分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 15人 雇用・労災・健康・厚生

月額　12,000円まで
富山県黒部市田家新７６５番地２ 0765-56-5703 毎　週 年2回（前年度実績） 16040- 4000421

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 2人 雇用・労災・健康・厚生

月額　7,000円まで 拠出
富山県黒部市田家新６８９－２ 0765-52-1617 その他 年3回（前年度実績）800,000円～2,520,000円 16040- 4001321

(1)8時30分～17時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限なし） 6人 雇用・労災・健康・厚生

富山県魚津市北鬼江二丁目１４番 0765-24-1414 毎　週 16040- 4005021

(1)9時00分～18時00分
雇用期間の定めなし (2)9時00分～18時30分 実費支給（上限あり） 14人 雇用・労災・健康・厚生

月額　10,000円まで
富山県黒部市生地経新３５２１－ 0765-57-1233 又は9時00分～19時30分の 毎　週 年2回（前年度実績） 16040- 4007821

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 2人 雇用・労災・健康・厚生

月額　7,000円まで 拠出
富山県黒部市田家新６８９－２ 0765-52-1617 その他 年3回（前年度実績）800,000円～2,520,000円 16040- 4008221

(1)8時00分～16時45分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 2人 雇用・労災・健康・厚生

月額　15,000円まで
富山県下新川郡入善町荒又５００ 0765-72-1921 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4009521

(1)8時30分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 14人 雇用・労災・健康・厚生

月額　10,000円まで
富山県黒部市石田１１６８－２１ 0765-52-0532 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4010321

5人 老人福祉・介護事業

株式会社　ウェルフェアサービス  下新川郡入善
町

他
4人 15人

102

介護職員（介護福祉士）【グルー
プホームうわの】

18歳～64歳 正社員
変形

（1ヶ月
197,000円～252,000円

5人 老人福祉・介護事業

株式会社　ウェルフェアサービス  下新川郡入善
町

他
1人 15人

101

介護職員（介護支援専門員）【グ
ループホームうわの】

18歳～64歳 正社員
変形

（1ヶ月
212,000円～257,000円

5人 老人福祉・介護事業

株式会社　ウェルフェアサービス  下新川郡入善
町

他
4人 15人

104

介護職員（日勤のみ）【グループ
ホームうわの】

64歳以下 正社員
変形

（1ヶ月
172,000円～192,000円

5人 老人福祉・介護事業

株式会社　ウェルフェアサービス  下新川郡入善
町

他
4人 15人

103

介護職員【グループホームうわ
の】

18歳～64歳 正社員
変形

（1ヶ月
177,000円～202,000円

31人 病院

医療法人社団　あわの産婦人科医
院

 下新川郡入善
町

他
2人 31人

106

助産師又は看護師 59歳以下 正社員
変形

（1ヶ月
160,000円～260,000円

12人 老人福祉・介護事業

特定非営利活動法人　三樹福寿会  黒部市 日他
1人 12人

105

生活相談員 69歳以下 正社員 187,440円～221,520円

30人 金属素形材製品製造業

有限会社　岡島建材  黒部市 土日他
2人 43人

108

切断・加工 64歳以下 正社員 174,170円～214,255円

30人 金属素形材製品製造業

有限会社　岡島建材  黒部市 土日他
2人 43人

107

切断・加工 64歳以下 正社員 169,740円～202,950円

12人 病院

嶋田医院  下新川郡入善
町

土日祝他
1人 12人

110

介護職 64歳以下 正社員
交替制あ

り
135,000円～160,500円

74人 病院

医療法人社団仁敬会　入善セント
ラル病院

 下新川郡入善
町

日祝他
1人 74人

109

薬剤師 64歳以下 正社員
交替制あ

り
499,999円～541,664円

6人 土木工事業（舗装工事業
を除く）

株式会社　大豊建設  下新川郡入善
町

日他
2人 6人

112

現場管理技術者 不問 正社員
変形

（1ヶ月
280,000円～400,000円

12人 病院

嶋田医院  下新川郡入善
町

土日祝他
1人 12人

111

作業療法士・理学療法士 64歳以下 正社員
交替制あ

り
153,000円～183,000円

17人 老人福祉・介護事業

有限会社　隠居くらぶ  黒部市 日他
2人 33人

114

介護職員【デイサービス隠居くら
ぶ】

不問 正社員 200,000円～220,000円

31人 児童福祉事業

社会福祉法人　あいじ福祉会  黒部市 土日祝他
2人 74人

113

保育士 不問 正社員以外 160,000円～176,000円

26人 農林水産業協同組合（他
に分類されないもの）

魚津市農業協同組合  魚津市 土日祝他
1人 115人

116

配送ドライバー 不問 正社員以外 166,650円～166,650円

14人 金属加工機械製造業

株式会社　田村鉄工所  黒部市 日他
1人 14人

115

ラインオペレーター（工作機械の
操作と製品の機械加工等）

64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

198,000円～330,000円

14人 金属加工機械製造業

株式会社　田村鉄工所  黒部市 日他
1人 14人

118

設計・作図（建築鉄骨・鋼構造
物・産業用機械等）

64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

198,000円～330,000円

15人 歯科診療所

医療法人社団新医会　うめかわ歯
科クリニック

 黒部市 日祝他
1人 15人

117

歯科衛生士 59歳以下 正社員
変形

（1ヶ月
220,000円～300,000円

29人 加工紙製造業

黒部紙業　株式会社  黒部市 日他
1人 29人

120

ダンボールの配送 40歳以下 正社員
変形（1
年単位）

160,000円～180,000円

5人 金属加工機械製造業

株式会社　エムテック  下新川郡入善
町

日他
2人 5人

119

製缶、板金加工（溶接工、プレス
工）

59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

175,000円～330,000円
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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　　８月　　１日　～　　８月　　５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。

(1)8時00分～16時45分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 2人 雇用・労災・健康・厚生

月額　15,000円まで
富山県下新川郡入善町荒又５００ 0765-72-1921 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4011621

(1)8時15分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限なし） 3人 雇用・労災・健康・厚生・財形・その他

拠出
富山県黒部市沓掛４３９８ 0765-52-3230 その他 年2回（前年度実績）300,000円～700,000円 16040- 4012921

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 6人 雇用・労災・健康・厚生

月額　25,000円まで
富山県魚津市横枕２４８－６ 0765-24-6311 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4013121

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 16人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　10,000円まで
富山県下新川郡朝日町道下８４７ 0765-83-9558 その他 16040- 4014021

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 16人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　10,000円まで
富山県下新川郡朝日町道下８４７ 0765-83-9558 その他 16040- 4019421

(1)8時30分～17時10分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 11人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　13,000円まで 給付
富山県魚津市釈迦堂１丁目７－２ 0765-24-5670 毎　週 年2回（前年度実績）400,000円～700,000円 16040- 4023721

(1)7時40分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 2人 雇用・労災・健康・厚生

月額　5,000円まで
富山県下新川郡入善町小摺戸１６ 0765-78-0632 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4024821

(1)7時30分～16時30分
雇用期間の定めなし なし 1人 雇用・労災・健康・厚生

富山県下新川郡入善町上野１５４ 0765-72-1244 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4025221

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 0人 雇用・労災・健康・厚生

月額　10,000円まで
富山県下新川郡入善町入膳６１２ 0765-72-0323 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4026521

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 31人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　50,000円まで
富山県黒部市沓掛６３５ 0765-54-1162 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4027421

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

富山県下新川郡朝日町東草野１４ 0765-82-1199 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4028321

(1)8時15分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 5人 雇用・労災・健康・厚生

月額　15,000円まで
富山県魚津市三ケ２２７ 0765-22-0637 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4029621

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

富山県黒部市石田６５８１ 0765-54-3581 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4030021

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 35人 雇用・労災・健康・厚生

月額　10,000円まで
富山県魚津市三ケ７３９－１ 0765-22-5252 その他 年2回（前年度実績）30,000円～ 16040- 4031721

(1)8時20分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 51人 雇用・労災・健康・厚生

月額　8,000円まで
富山県魚津市大海寺野５００８ 0765-22-0393 毎　週 年2回（前年度実績） 16040- 4032821

(1)9時00分～18時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 2人 雇用・労災・健康・厚生

月額　5,000円まで
富山県黒部市植木２１７－１ 0765-57-0032 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4033221

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限なし） 11人 雇用・労災・健康・厚生

富山県黒部市荒俣１６００ 0765-57-1176 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4035421

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限なし） 4人 雇用・労災・健康・厚生

厚生
富山県魚津市六郎丸２９３５ 0765-23-1110 毎　週 年2回（前年度実績） 16040- 4036321

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限なし） 11人 雇用・労災・健康・厚生

富山県黒部市荒俣１６００ 0765-57-1176 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4037621

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限なし） 3人 雇用・労災・健康・厚生

富山県黒部市荒俣１６００ 0765-57-1176 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4038921

19人 金属素形材製品製造業

株式会社　高山鉄工所  黒部市 日他
3人 19人

122

製缶工（見習い可） 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

180,000円～420,000円

5人 金属加工機械製造業

株式会社　エムテック  下新川郡入善
町

日他
1人 5人

121

ＣＡＤ、ＣＡＭオペレーター、及
び雑工

59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

170,000円～255,000円

37人 電子デバイス製造業

株式会社　テクノ・クレスト  下新川郡朝日
町

日祝他
1人 46人

124

品質管理業務 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

170,000円～230,000円

27人 産業廃棄物処理業

株式会社　エスアール　富山事業
所

 魚津市 日祝他
2人 27人

123

営業職（ルート営業） 40歳以下 正社員
変形（1
年単位）

245,870円～245,870円

63人 その他の技術サービス業

ダイヤモンドエンジニアリング株
式会社　魚津事務所

 魚津市 土日祝他
1人 149人

126

調達業務 59歳以下 正社員 172,000円～285,000円

37人 電子デバイス製造業

株式会社　テクノ・クレスト  下新川郡朝日
町

日祝他
1人 46人

125

電子部品の検査 39歳以下 正社員
変形（1
年単位）

165,000円～205,000円

9人 土木工事業（舗装工事業
を除く）

高田建設　株式会社  下新川郡入善
町

日他
2人 9人

128

土木作業員 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

253,000円～345,000円

5人 一般土木建築工事業

テラノ工業　株式会社  下新川郡入善
町

日他
2人 5人

127

普通作業員 44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

200,000円～350,000円

45人 他に分類されない卸売業

株式会社　卵のタカムラ  黒部市 日他
2人 200人

130

生産業務 44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

171,000円～198,000円

1人 電気工事業

有限会社　大田電気商会  下新川郡入善
町

日他
1人 1人

129

電気工事士 不問 正社員
変形（1
年単位）

175,000円～280,000円

25人 金属加工機械製造業

辻精機株式会社  魚津市 日祝他
1人 25人

132

配送及び工場内軽作業 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

180,000円～220,000円

4人 一般土木建築工事業

カワテツ工業　株式会社  下新川郡朝日
町

日他
1人 4人

131

とび工・土木工 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

176,000円～253,000円

55人 洗濯業

株式会社　富山第一ドライクリー
ニング

 魚津市 日他
1人 170人

134

クリーニング工員 61歳以下 正社員
変形（1
年単位）

170,000円～200,000円

10人 園芸サービス業

有限会社　紙谷造園  黒部市 日他
2人 10人

133

造園・土木技術者及び作業員 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

184,000円～402,500円

4人 機械器具小売業（自動
車，自転車を除く）

有限会社　電化のオオツボ  黒部市 日祝他
2人 4人

136

電気工事・商品配達・設置 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

200,000円～250,000円

54人 建設用・建築用金属製品
製造業（製缶板金業を含

有限会社　辻口工業  黒部市 土日他
1人 77人

135

作業員（検査・組立・バリ取り）
【ＹＫＫＡＰ越湖製造所】

64歳以下 正社員 148,000円～148,000円

48人 一般土木建築工事業

株式会社　東城  魚津市 土日祝他
1人 48人

138

建設作業員（建設機械運転手含
む）

44歳以下 正社員 185,000円～350,000円

69人 一般土木建築工事業

共和土木株式会社  黒部市 日祝他
1人 90人

137

土木技術者 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

220,000円～380,000円

7人 一般土木建築工事業

共和土木株式会社  黒部市 日他
2人 90人

140

建築現場管理技術者 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

220,000円～380,000円

69人 一般土木建築工事業

共和土木株式会社  黒部市 日祝他
2人 90人

139

土木・舗装工事作業員 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

220,000円～300,000円
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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　　８月　　１日　～　　８月　　５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。

(1)7時00分～15時45分
雇用期間の定めなし (2)8時30分～17時15分 実費支給（上限あり） 63人 雇用・労災・健康・厚生

(3)10時15分～19時00分 月額　32,000円まで
富山県下新川郡入善町浦山新２２ 0765-78-1131 毎　週 年2回（前年度実績） 16040- 4041221

(1)18時30分～4時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 2人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　30,000円まで 拠出
富山県黒部市沓掛字道上割２００ 0765-54-1113 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4042521

(1)8時30分～17時15分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 63人 雇用・労災・健康・厚生

月額　32,000円まで
富山県下新川郡入善町浦山新２２ 0765-78-1131 毎　週 年2回（前年度実績） 16040- 4043421

(1)18時30分～3時45分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限あり） 2人 雇用・労災・健康・厚生

月額　30,000円まで
富山県黒部市沓掛字道上割２００ 0765-54-1113 毎　週 16040- 4045621

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限なし） 5人 雇用・労災・健康・厚生

富山県黒部市宇奈月町音沢３４６ 0765-65-1082 その他 年2回（前年度実績）450,000円～600,000円 16040- 4046921

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限なし） 5人 雇用・労災・健康・厚生

富山県黒部市宇奈月町音沢３４６ 0765-65-1082 その他 年2回（前年度実績）180,000円～180,000円 16040- 4047121

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限なし） 5人 雇用・労災・健康・厚生

富山県黒部市宇奈月町音沢３４６ 0765-65-1082 その他 16040- 4048021

(1)9時00分～19時00分
雇用期間の定めなし (2)9時00分～13時00分 実費支給（上限なし） 4人 雇用・労災・健康・厚生

(3)9時00分～16時30分
富山県下新川郡朝日町荒川３７６ 0765-82-0063 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4049721

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 3人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　27,000円まで
富山県下新川郡朝日町三枚橋６番 0765-83-3011 その他 年2回（前年度実績）0円～500,000円 16040- 4050521

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 2人 雇用・労災・健康・厚生

月額　15,000円まで
富山県黒部市犬山４９９ 0765-54-2667 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4051421

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 1人 雇用・労災・健康・厚生

月額　8,000円まで
富山県下新川郡入善町入膳４００ 0765-74-0502 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4052321

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし なし 4人 雇用・労災・健康・厚生・財形

富山県下新川郡朝日町三枚橋６番 0765-83-3011 その他 年2回（前年度実績）0円～350,000円 16040- 4053621

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 6人 雇用・労災・健康・厚生

月額　15,000円まで
富山県黒部市新町１ 0765-52-1200 その他 年3回（前年度実績） 16040- 4054921

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 6人 雇用・労災・健康・厚生

月額　15,000円まで
富山県黒部市新町１ 0765-52-1200 その他 年3回（前年度実績） 16040- 4056021

(1)7時30分～16時30分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 3人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　27,000円まで
富山県下新川郡朝日町三枚橋６番 0765-83-3011 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4057721

(1)7時30分～16時30分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 3人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　27,000円まで
富山県下新川郡朝日町三枚橋６番 0765-83-3011 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4058821

(1)16時30分～9時00分
雇用期間の定めなし (2)8時30分～17時00分 実費支給（上限あり） 75人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　18,400円まで
富山県魚津市江口１７８４－１ 0765-22-3486 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4059221

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし (2)17時00分～10時00分 実費支給（上限あり） 13人 雇用・労災・健康・厚生

月額　10,000円まで
富山県魚津市本江１０３０番地 0765-22-8938 毎　週 年2回（前年度実績） 16040- 4060621

(1)16時30分～9時00分
雇用期間の定めなし (2)8時30分～17時00分 実費支給（上限あり） 75人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　18,400円まで
富山県魚津市江口１７８４－１ 0765-22-3486 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4061921

(1)8時30分～17時00分
雇用期間の定めなし (2)16時30分～22時00分 実費支給（上限あり） 75人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)16時30分～9時00分 月額　18,400円まで
富山県魚津市江口１７８４－１ 0765-22-3486 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4062121

50人 一般貨物自動車運送業

トナミ運輸株式会社　黒部営業所  黒部市 他
2人 4,962人

142

運行乗務員（大型ドライバー） 44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

344,150円～442,200円

91人 障害者福祉事業

社会福祉法人　新川むつみ園  下新川郡入善
町

他
4人 118人

141

生活支援員 44歳以下 正社員
交替制あ

り
178,000円～196,000円

50人 一般貨物自動車運送業

トナミ運輸株式会社　黒部営業所  黒部市 土日祝他
3人 4,962人

144

大型ドライバー 不問 正社員以外 373,500円～373,500円

91人 障害者福祉事業

社会福祉法人　新川むつみ園  下新川郡入善
町

土日祝他
1人 118人

143

看護師 59歳以下 正社員 192,000円～210,000円

17人 一般土木建築工事業

株式会社　ＮＯＭＵＫＥＮ  黒部市 日他
2人 26人

146

土木作業員 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

210,000円～273,000円

17人 一般土木建築工事業

株式会社　ＮＯＭＵＫＥＮ  黒部市 日他
2人 26人

145

土木施工管理 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

253,000円～455,000円

6人 歯科診療所

小杉歯科医院  下新川郡朝日
町

日祝他
1人 6人

148

歯科衛生士 不問 正社員 180,000円～300,000円

17人 一般土木建築工事業

株式会社　ＮＯＭＵＫＥＮ  黒部市 日他
4人 26人

147

鉄骨組立・解体作業員（とび・鍛
治）

64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

210,000円～273,000円

5人 管工事業（さく井工事業
を除く）

富士管機工業  黒部市 日祝他
2人 5人

150

配管工 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

220,000円～283,000円

29人 一般土木建築工事業

小川建設工業　株式会社  下新川郡朝日
町

日他
1人 82人

149

営業管理・総務 43歳以下 正社員
変形（1
年単位）

220,000円～350,000円

25人 一般土木建築工事業

小川建設工業　株式会社  下新川郡朝日
町

日他
1人 82人

152

普通作業員 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

220,000円～380,000円

5人 その他の設備工事業

藤田工業　株式会社  下新川郡入善
町

日他
1人 5人

151

配管工（下水道・消雪配管工事） 40歳以下 正社員
変形（1
年単位）

200,000円～280,000円

43人 一般土木建築工事業

桜井建設　株式会社  黒部市 日祝他
1人 77人

154

建築工事現場管理技術者 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

235,000円～300,000円

43人 一般土木建築工事業

桜井建設　株式会社  黒部市 日祝他
1人 77人

153

土木工事現場管理技術者 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

235,000円～300,000円

8人 セメント・同製品製造業

小川産業　株式会社  下新川郡朝日
町

日他
1人 8人

156

品質管理 40歳以下 正社員
変形（1
年単位）

220,000円～320,000円

8人 セメント・同製品製造業

小川産業　株式会社  下新川郡朝日
町

日他
1人 8人

155

生コン製造係 45歳以下 正社員
変形（1
年単位）

220,000円～320,000円

27人 老人福祉・介護事業

八光エステイト　有限会社  魚津市 他
2人 50人

158

看護職 18歳～64歳 正社員
交替制あ

り
165,000円～200,000円

110人 病院

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 147人

157

看護師（夜勤専従） 18歳～64歳 正社員
交替制あ

り
206,000円～211,000円

110人 病院

医療法人社団　信和会（魚津神経
サナトリウム）

 魚津市 他
3人 147人

160

看護師（交替） 64歳以下 正社員
交替制あ

り
216,000円～311,000円

110人 病院

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 147人

159

准看護師（夜勤専従） 18歳～64歳 正社員
交替制あ

り
171,000円～176,000円
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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　　８月　　１日　～　　８月　　５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。

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 3人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　20,000円まで
富山県下新川郡入善町古黒部３１ 0765-74-0222 毎　週 年2回（前年度実績） 16040- 4063021

(1)8時30分～17時00分
雇用期間の定めなし (2)16時30分～22時00分 実費支給（上限あり） 75人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)16時30分～9時00分 月額　18,400円まで
富山県魚津市江口１７８４－１ 0765-22-3486 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4064721

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

富山県下新川郡朝日町金山２３２ 0765-83-0204 その他 16040- 4065821

(1)8時30分～17時00分
雇用期間の定めなし (2)16時30分～22時00分 実費支給（上限あり） 75人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)16時30分～9時00分 月額　18,400円まで
富山県魚津市江口１７８４－１ 0765-22-3486 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4066221

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 1人 雇用・労災・健康・厚生

月額　8,000円まで
富山県下新川郡入善町入膳４００ 0765-74-0502 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4067521

(1)6時00分～15時00分
雇用期間の定めなし (2)13時00分～22時00分 実費支給（上限あり） 6人 雇用・労災・健康・厚生

月額　16,000円まで
富山県黒部市宇奈月温泉２２３ 0765-62-1603 又は6時00分～22時00分の その他 年2回（前年度実績）300,000円～450,000円 16040- 4068421

(1)8時00分～17時10分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 4人 雇用・労災・健康・厚生

月額　10,000円まで
富山県黒部市植木７５８－２ 0765-52-1636 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4069321

(1)0時00分～6時00分
雇用期間の定めなし (2)2時00分～10時00分 実費支給（上限あり） 1人 雇用・労災・健康・厚生

月額　10,000円まで
富山県魚津市東町１４番５号 0765-22-1088 その他 年2回（前年度実績）100,000円～250,000円 16040- 4070121

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 2人 雇用・労災・健康・厚生

月額　15,000円まで
富山県下新川郡入善町上野７１７ 0765-74-0850 その他 年1回（前年度実績）400,000円～1,300,000円 16040- 4071021

(1)8時15分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 1人 雇用・労災・健康・厚生

月額　10,000円まで
富山県魚津市吉野６８４－２ 0765-22-5843 その他 年2回（前年度実績）100,000円～200,000円 16040- 4072721

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 1人 雇用・労災・健康・厚生

月額　10,000円まで
富山県魚津市本江３２０７－３ 0765-24-6225 その他 年3回（前年度実績） 16040- 4074221

(1)7時20分～16時00分
雇用期間の定めなし (2)16時50分～1時30分 実費支給（上限あり） 3人 雇用・労災・健康・厚生

月額　10,000円まで
富山県黒部市荒俣２０５番地 0765-56-8372 毎　週 年2回（前年度実績） 16040- 4075521

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 1人 雇用・労災・健康・厚生

月額　10,000円まで
富山県魚津市本江３２０７－３ 0765-24-6225 その他 年3回（前年度実績） 16040- 4076421

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限なし） 31人 雇用・労災・健康・厚生・財形

富山県魚津市東山１６７－１ 0765-22-5211 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4077321

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

富山県下新川郡朝日町東草野１４ 0765-83-2515 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4078621

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 2人 雇用・労災・健康・厚生

月額　10,000円まで
富山県下新川郡入善町春日４１２ 0765-72-2081 毎　週 年2回（前年度実績） 16040- 4079921

(1)8時30分～17時30分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 1人 雇用・労災・健康・厚生

月額　15,000円まで
富山県下新川郡入善町下飯野２１ 0765-76-0380 その他 年2回（前年度実績）50,000円～400,000円 16040- 4081821

(1)8時00分～16時30分
雇用期間の定めなし (2)7時30分～12時30分 一定額 12人 雇用・労災・健康・厚生

月額　2,000円まで
富山県魚津市木下新４１３ 0765-22-4760 その他 16040- 4084421

(1)8時30分～17時30分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 13人 雇用・労災・健康・厚生

月額　15,000円まで
富山県黒部市生地神区３７０ 0765-56-5166 毎　週 年2回（前年度実績） 16040- 4085321

(1)8時15分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 8人 雇用・労災・健康・厚生

月額　40,000円まで 拠出
富山県魚津市小川寺４７０ 0765-31-7131 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4087921

110人 病院

医療法人社団　信和会（魚津神経
サナトリウム）

 魚津市 他
3人 147人

162

准看護師（交替） 64歳以下 正社員
交替制あ

り
179,000円～271,000円

25人 一般土木建築工事業

廣川建設工業　株式会社  下新川郡入善
町

土日他
2人 28人

161

土木・舗装工事の現場作業 64歳以下 正社員 200,000円～300,000円

110人 病院

医療法人社団　信和会（魚津神経
サナトリウム）

 魚津市 他
3人 147人

164

看護助手 64歳以下 正社員
変形

（1ヶ月
166,000円～166,000円

2人 電気工事業

有限会社　共和電設  下新川郡朝日
町

日祝他
1人 2人

163

電気工事 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

180,000円～300,000円

13人 建物サービス業

北日本タスク　株式会社  黒部市 他
2人 49人

166

ホテルスタッフ 44歳以下 正社員
変形

（1ヶ月
180,000円～200,000円

5人 その他の設備工事業

藤田工業　株式会社  下新川郡入善
町

日他
1人 5人

165

さく井工（地下水採取用の井戸工
事）

40歳以下 正社員
変形（1
年単位）

200,000円～280,000円

19人 海面漁業

有限会社　藤吉水産  魚津市 日他
3人 19人

168

漁師 18歳～39歳 正社員 180,000円～180,000円

22人 木造建築工事業

平野工務店　株式会社  黒部市 日他
1人 22人

167

型枠大工 40歳以下 正社員
変形（1
年単位）

220,000円～280,000円

9人 一般貨物自動車運送業

冨士運送　有限会社  魚津市 他
1人 9人

170

長距離運転手（４トン） 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

218,500円～312,500円

6人 電気工事業

システムテック　株式会社  下新川郡入善
町

日祝他
2人 6人

169

電気工事の作業者 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

172,500円～276,000円

18人 建設用・建築用金属製品
製造業（製缶板金業を含

有限会社　木島アルミ建材  黒部市 土日他
2人 34人

172

部品付（ＹＫＫＡＰ（株）荻生製
造所）【交替制】

69歳以下 正社員
交替制あ

り
183,915円～208,035円

10人 管工事業（さく井工事業
を除く）

株式会社　スペースシステム  魚津市 日他
1人 10人

171

現場管理（見習い可） 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

205,000円～300,000円

134人 一般産業用機械・装置製
造業

株式会社　セイキ  魚津市 日他
1人 134人

174

工作機械オペレーター・溶接・製
缶工

59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

180,000円～300,000円

10人 管工事業（さく井工事業
を除く）

株式会社　スペースシステム  魚津市 日他
1人 10人

173

土木作業及び重機オペレーター 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

205,000円～300,000円

8人 一般産業用機械・装置製
造業

有限会社　真岩精工  下新川郡入善
町

土日祝他
2人 8人

176

機械オペレーター 不問 正社員 180,000円～280,000円

5人 一般土木建築工事業

北陸特殊興業　株式会社  下新川郡朝日
町

日他
3人 5人

175

土木作業員 不問 正社員
変形（1
年単位）

198,000円～264,000円

18人 その他の飲食料品小売業

株式会社　ミールサービス  魚津市 日祝他
1人 18人

178

盛り付け及び配達・回収業務、洗
浄補助

不問 正社員
変形（1
年単位）

140,800円～144,000円

27人 一般貨物自動車運送業

株式会社　北都高速運輸倉庫　黒
部

 下新川郡入善
町

日祝他
1人 27人

177

配車業務（配車補助） 61歳以下 正社員
変形（1
年単位）

189,000円～222,000円

38人 その他の電気機械器具製
造業

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 377人

180

工場内作業員【正社員】 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

168,100円～185,000円

35人 一般診療所

医療法人社団亮之会　むらおかク
リニック

 黒部市 日祝他
2人 35人

179

介護職員 不問 正社員 180,000円～210,000円
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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
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賃金
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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。

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 1人 雇用・労災・健康・厚生

月額　10,000円まで
富山県黒部市枕野４００－１ 0765-54-9898 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4089021

(1)8時00分～17時30分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 1人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　5,000円まで 拠出
富山県下新川郡入善町上野５２３ 0765-72-3073 毎　週 年2回（前年度実績）100,000円～500,000円 16040- 4090221

(1)8時00分～16時45分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限なし） 14人 雇用・労災・健康・厚生・財形

拠出
富山県黒部市吉田２００ 0765-54-8665 毎　週 年2回（前年度実績） 16040- 4091521

(1)8時00分～16時45分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 10人 雇用・労災・健康・厚生

月額　10,000円まで
富山県黒部市若栗２１６３ 0765-52-0046 その他 16040- 4093321

(1)8時30分～17時15分
雇用期間の定めなし (2)17時00分～9時00分 実費支給（上限あり） 73人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　20,000円まで 拠出
富山県魚津市大光寺２８７ 0765-22-1567 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4094621

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 2人 雇用・労災・健康・厚生

月額　5,000円まで
富山県黒部市沓掛９４ 0765-54-1653 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4095921

(1)8時30分～17時15分
雇用期間の定めなし (2)17時00分～9時00分 実費支給（上限あり） 73人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)6時30分～15時15分 月額　10,000円まで 拠出
富山県魚津市大光寺２８７ 0765-22-1567 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4096121

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 3人 雇用・労災・健康・厚生

月額　7,000円まで
富山県下新川郡入善町入膳５２３ 0765-72-0361 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4097021

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし (2)8時00分～16時30分 実費支給（上限あり） 1人 雇用・労災・健康・厚生

月額　12,000円まで
富山県魚津市小川寺２９０９ 0765-31-7016 その他 年3回（前年度実績） 16040- 4098721

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし (2)8時00分～16時30分 実費支給（上限あり） 1人 雇用・労災・健康・厚生

月額　12,000円まで
富山県魚津市小川寺２９０９ 0765-31-7016 その他 年3回（前年度実績） 16040- 4100921

(1)8時00分～16時55分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 2人 雇用・労災・健康・厚生

月額　11,700円まで
富山県魚津市本新字大坪割５３１ 0765-24-1232 毎　週 年2回（前年度実績） 16040- 4102021

(1)8時30分～17時30分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 128人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　31,600円まで
富山県下新川郡朝日町泊　５５５ 0765-82-2200 毎　週 年2回（前年度実績） 16040- 4104821

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限なし） 11人 雇用・労災・健康・厚生・財形

富山県魚津市道坂１０３ 0765-32-8231 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4105221

(1)8時30分～17時30分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 128人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　31,600円まで
富山県下新川郡朝日町泊　５５５ 0765-82-2200 毎　週 年2回（前年度実績） 16040- 4106521

(1)8時00分～17時05分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 6人 雇用・労災・健康・厚生

月額　15,000円まで
富山県黒部市田家新６０８ 0765-52-3455 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4107421

(1)8時30分～17時15分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 73人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　20,000円まで 拠出
富山県魚津市大光寺２８７ 0765-22-1567 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4108321

(1)7時00分～16時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)8時00分～17時00分 実費支給（上限あり） 44人 雇用・労災・健康・厚生

(3)10時00分～19時00分 月額　55,000円まで 厚生
富山県下新川郡朝日町泊　５５５ 0765-82-2200 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4109621

(1)17時00分～9時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 73人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　20,000円まで 拠出
富山県魚津市大光寺２８７ 0765-22-1567 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4110021

(1)8時30分～17時30分
雇用期間の定めなし (2)8時00分～17時00分 実費支給（上限あり） 83人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)9時30分～18時30分 月額　55,000円まで
富山県下新川郡朝日町泊　５５５ 0765-82-2200 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4111721

(1)8時30分～17時15分
雇用期間の定めなし (2)17時00分～9時00分 実費支給（上限あり） 73人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　10,000円まで 拠出
富山県魚津市大光寺２８７ 0765-22-1567 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4112821

2人 板金・金物工事業

有限会社　ヨコタ工業  下新川郡入善
町

土日他
2人 4人

182

建築板金工 不問 正社員 216,000円～432,000円

7人 タイヤ・チューブ製造業

有限会社　タイヤリサイクルセン
ター

 黒部市 日祝他
2人 7人

181

廃タイヤ積込み・破砕作業・荷下
ろし等

64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

196,000円～235,000円

22人 プラスチックフィルム・
シート・床材・合成皮革

吉沢工業　株式会社  黒部市 日他
1人 22人

184

事務員 44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

160,000円～230,000円

85人 電気工事業

黒部エムテック　株式会社  黒部市 日祝他
1人 85人

183

配管設備工事施工 不問 正社員 200,000円～280,000円

6人 建設用・建築用金属製品
製造業（製缶板金業を含

有限会社　吉井工業  黒部市 日他
1人 6人

186

製缶工 不問 正社員
変形（1
年単位）

200,100円～310,500円

113人 病院

医療法人社団　弘仁会　魚津緑ヶ
丘病院

 魚津市 他
2人 113人

185

看護師（夜勤有り） 18歳～59歳 正社員
変形

（1ヶ月
215,200円～306,200円

9人 管工事業（さく井工事業
を除く）

株式会社　吉田工務店  下新川郡入善
町

日祝他
2人 9人

188

配管作業員 44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

230,000円～276,000円

113人 病院

医療法人社団　弘仁会　魚津緑ヶ
丘病院

 魚津市 他
2人 113人

187

介護福祉士（夜勤あり） 18歳～59歳 正社員
変形

（1ヶ月
183,200円～215,200円

8人 土木工事業（舗装工事業
を除く）

株式会社　吉井組  魚津市 日祝他
1人 8人

190

土木施工管理技士 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

240,000円～355,000円

8人 土木工事業（舗装工事業
を除く）

株式会社　吉井組  魚津市 日祝他
1人 8人

189

土木作業員 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

220,000円～340,000円

177人 老人福祉・介護事業

社会福祉法人　有磯会  下新川郡朝日
町

土日他
2人 177人

192

介護支援専門員 62歳以下 正社員 193,100円～262,000円

7人 無機化学工業製品製造業

北越アセチレン　株式会社  魚津市 土日祝他
1人 7人

191

工場内作業 64歳以下 正社員 175,000円～245,000円

177人 老人福祉・介護事業

社会福祉法人　有磯会  下新川郡朝日
町

土日他
2人 177人

194

生活相談員 62歳以下 正社員 182,200円～251,300円

88人 金属加工機械製造業

株式会社　北陸精機  魚津市 日祝他
2人 92人

193

組立工 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

190,000円～280,000円

113人 病院

医療法人社団　弘仁会　魚津緑ヶ
丘病院

 魚津市 日他
2人 113人

196

看護師（日勤） 59歳以下 正社員
変形

（1ヶ月
215,200円～306,200円

25人 有機化学工業製品製造業

株式会社　ホクペレ  黒部市 日祝他
1人 49人

195

一般事務 44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

158,000円～180,000円

113人 病院

医療法人社団　弘仁会　魚津緑ヶ
丘病院

 魚津市 他
2人 113人

198

夜勤専従看護師 18歳～59歳 正社員
変形

（1ヶ月
205,000円～291,600円

58人 老人福祉・介護事業

社会福祉法人　有磯会  下新川郡朝日
町

他
2人 177人

197

介護職員【夜勤あり】 不問 正社員以外
交替制あ

り
168,332円～254,840円

113人 病院

医療法人社団　弘仁会　魚津緑ヶ
丘病院

 魚津市 他
2人 113人

200

准看護師（夜勤あり） 18歳～59歳 正社員
変形

（1ヶ月
176,000円～262,300円

119人 老人福祉・介護事業

社会福祉法人　有磯会  下新川郡朝日
町

他
2人 177人

199

看護師 62歳以下 正社員
変形

（1ヶ月
190,200円～289,600円
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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　　８月　　１日　～　　８月　　５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。

(1)8時30分～17時15分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 73人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　10,000円まで 拠出
富山県魚津市大光寺２８７ 0765-22-1567 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4113221

(1)17時00分～9時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 73人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　10,000円まで 拠出
富山県魚津市大光寺２８７ 0765-22-1567 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4114521

(1)8時30分～17時15分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 73人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　10,000円まで 拠出
富山県魚津市大光寺２８７ 0765-22-1567 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4115421

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし (2)8時00分～18時00分 実費支給（上限あり） 15人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　20,000円まで
富山県魚津市横枕６４７－１ 0765-24-7477 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4117621

(1)8時30分～17時15分
雇用期間の定めなし (2)6時30分～15時15分 実費支給（上限あり） 73人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)9時45分～18時30分 月額　10,000円まで 拠出
富山県魚津市大光寺２８７ 0765-22-1567 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4118921

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 15人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　20,000円まで
富山県魚津市横枕６４７－１ 0765-24-7477 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4119121

(1)8時30分～17時15分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 73人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　10,000円まで 拠出
富山県魚津市大光寺２８７ 0765-22-1567 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4120821

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限なし） 21人 雇用・労災・健康・厚生・財形

富山県魚津市横枕６４７－１ 0765-24-7477 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4121221

(1)8時30分～17時15分
雇用期間の定めなし (2)15時00分～9時00分 実費支給（上限あり） 5人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　10,000円まで 拠出
富山県魚津市大光寺２８７ 0765-22-1567 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4122521

(1)8時30分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限なし） 23人 雇用・労災・健康・厚生・財形

富山県下新川郡入善町下飯野２３ 0765-76-0023 毎　週 年2回（前年度実績） 16040- 4123421

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限なし） 4人 雇用・労災・健康・厚生

拠出
富山県魚津市港町７－８ 0765-22-0016 毎　週 年3回（前年度実績） 16040- 4125621

(1)5時30分～14時15分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)8時30分～17時15分 実費支給（上限なし） 19人 雇用・労災・健康・厚生

富山県黒部市宇奈月町栃屋字広谷 0765-52-2604 毎　週 16040- 4127121

(1)8時30分～17時15分
雇用期間の定めなし (2)8時30分～12時30分 実費支給（上限あり） 5人 雇用・労災・健康・厚生

月額　10,000円まで
富山県黒部市荻生６６７５番地５ 0765-54-1800 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4129721

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限なし） 4人 雇用・労災・健康・厚生

拠出
富山県魚津市港町７－８ 0765-22-0016 毎　週 年3回（前年度実績） 16040- 4130521

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 8人 雇用・労災・健康・厚生

月額　10,000円まで
富山県下新川郡朝日町山崎４４２ 0765-84-8989 その他 16040- 4133621

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 1人 雇用・労災・健康・厚生

月額　10,000円まで
富山県魚津市吉島１０２２ 0765-22-6300 その他 年3回（前年度実績） 16040- 4134921

(1)8時30分～17時30分
雇用期間の定めなし (2)13時00分～15時00分 実費支給（上限あり） 47人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　100,000円まで 拠出
富山県魚津市吉島８２９ 0765-22-3477 毎　週 年2回（前年度実績） 16040- 4143021

(1)7時50分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 5人 雇用・労災・健康・厚生・財形・その他

月額　22,000円まで
富山県黒部市田家新５８４－１ 0765-54-0001 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4146221

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)9時30分～18時30分 実費支給（上限あり） 140人 雇用・労災・健康・厚生

(3)16時30分～8時30分 月額　10,300円まで
富山県魚津市住吉２３６ 0765-24-3800 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4148421

(1)7時30分～16時30分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 4人 雇用・労災・健康・厚生

月額　10,000円まで
富山県黒部市沓掛３１３３ 0765-54-0246 その他 年2回（前年度実績）200,000円～300,000円 16040- 4149321

113人 病院

医療法人社団　弘仁会　魚津緑ヶ
丘病院

 魚津市 他
2人 113人

202

夜勤専従准看護師 18歳～59歳 正社員
変形

（1ヶ月
166,600円～249,800円

113人 病院

医療法人社団　弘仁会　魚津緑ヶ
丘病院

 魚津市 他
2人 113人

201

准看護師（日勤） 59歳以下 正社員
変形

（1ヶ月
176,000円～262,300円

53人 建設用・建築用金属製品
製造業（製缶板金業を含

株式会社　石崎建材社  魚津市 日他
1人 64人

204

製造職 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

160,000円～230,000円

113人 病院

医療法人社団　弘仁会　魚津緑ヶ
丘病院

 魚津市 他
1人 113人

203

介護福祉士（日勤のみ） 59歳以下 正社員
変形

（1ヶ月
183,200円～215,200円

53人 建設用・建築用金属製品
製造業（製缶板金業を含

株式会社　石崎建材社  魚津市 日他
2人 64人

206

施工管理 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

280,000円～320,000円

113人 病院

医療法人社団　弘仁会　魚津緑ヶ
丘病院

 魚津市 他
3人 113人

205

介護職・看護助手（日勤のみ） 59歳以下 正社員
交替制あ

り
150,200円～199,600円

55人 建設用・建築用金属製品
製造業（製缶板金業を含

株式会社　石崎建材社  魚津市 日他
2人 64人

208

営業スタッフ 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

265,000円～350,000円

113人 病院

医療法人社団　弘仁会　魚津緑ヶ
丘病院

 魚津市 他
1人 113人

207

介護職員（日勤のみ） 59歳以下 正社員
変形

（1ヶ月
150,200円～199,600円

167人 その他の食料品製造業

株式会社ウーケ  下新川郡入善
町

土日他
1人 167人

210

生産管理業務 59歳以下 正社員 197,600円～272,800円

7人 病院

医療法人社団　弘仁会　魚津緑ヶ
丘病院

 魚津市 他
2人 113人

209

介護職（夜勤有り） 18歳～59歳 正社員
変形

（1ヶ月
150,200円～199,600円

26人 畜産農業

くろべ牧場まきばの風  黒部市 他
1人 28人

212

畜産業務全般 不問 正社員以外
交替制あ

り
165,900円～182,200円

42人 一般土木建築工事業

株式会社　関口組  魚津市 水木他
1人 42人

211

住宅リフォームの営業職 59歳以下 正社員 205,000円～371,000円

42人 一般土木建築工事業

株式会社　関口組  魚津市 土日他
2人 42人

214

建築設計・施工管理職 35歳以下 正社員 185,000円～340,000円

5人 建物サービス業

有限会社さくらい愛護会  黒部市 他
1人 5人

213

病院洗濯員 59歳以下 正社員
交替制あ

り
160,000円～170,000円

7人 土木工事業（舗装工事業
を除く）

株式会社　池原谷組  魚津市 日祝他
1人 8人

216

土木施工管理技士【作業動画公開
中】

59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

265,000円～365,000円

8人 建物サービス業

株式会社　谷口美装  下新川郡朝日
町

日他
2人 223人

215

清掃員【あさひ総合病院】 59歳以下 正社員 145,200円～161,700円

18人 産業用機械器具賃貸業

大平リース　株式会社  黒部市 日祝他
2人 18人

218

建設機械レンタルに伴うメンテナ
ンス他

40歳以下 正社員
変形（1
年単位）

250,000円～350,000円

177人 電子応用装置製造業

株式会社　シキノハイテック  魚津市 日他
1人 384人

217

製造設備のオペレーター（未経験
可）

18歳～59歳 正社員
フレック

ス
156,000円～270,000円

21人 土木工事業（舗装工事業
を除く）

株式会社　籠瀬運輸  黒部市 日祝他
1人 42人

220

重機オペレーター 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

181,115円～251,640円

170人 病院

医療法人社団　福寿会（新川病
院、平井整形外科医院、新川老人

 魚津市 他
1人 170人

219

介護職員（新川病院または新川老
人保健施設）

60歳以上 正社員以外
交替制あ

り
150,000円～150,000円
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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　　８月　　１日　～　　８月　　５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。

(1)7時30分～16時30分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 4人 雇用・労災・健康・厚生

月額　10,000円まで
富山県黒部市沓掛３１３３ 0765-54-0246 その他 年2回（前年度実績）200,000円～300,000円 16040- 4151021

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 4人 雇用・労災・健康・厚生

月額　10,000円まで
富山県黒部市沓掛３１３３ 0765-54-0246 その他 年2回（前年度実績）100,000円～120,000円 16040- 4153821

(1)7時30分～16時30分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)8時00分～17時00分 実費支給（上限あり） 140人 雇用・労災・健康・厚生

(3)9時30分～18時30分 月額　10,300円まで
富山県魚津市住吉２３６ 0765-24-3800 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4154221

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 4人 雇用・労災・健康・厚生

月額　10,000円まで
富山県黒部市沓掛３１３３ 0765-54-0246 その他 年2回（前年度実績）100,000円～190,000円 16040- 4155521

(1)8時30分～17時30分
雇用期間の定めなし (2)13時00分～15時00分 実費支給（上限あり） 47人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　100,000円まで 拠出
富山県魚津市吉島８２９ 0765-22-3477 毎　週 年2回（前年度実績） 16040- 4157321

(1)7時30分～16時30分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)8時00分～17時00分 実費支給（上限あり） 140人 雇用・労災・健康・厚生

(3)9時30分～18時30分 月額　10,300円まで
富山県魚津市住吉２３６ 0765-24-3800 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4158621

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)9時30分～18時30分 実費支給（上限あり） 140人 雇用・労災・健康・厚生

(3)16時30分～8時30分 月額　10,300円まで
富山県魚津市住吉２３６ 0765-24-3800 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4160721

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 21人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　15,000円まで
富山県下新川郡朝日町月山８７ 0765-83-2682 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4163521

(1)7時40分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限なし） 4人 雇用・労災・健康・厚生

富山県下新川郡入善町入膳４５５ 0765-72-1011 毎　週 年2回（前年度実績）30,000円～500,000円 16040- 4165321

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 5人 雇用・労災・健康・厚生

月額　24,800円まで 給付
富山県魚津市末広町６番３５号 0765-22-5711 毎　週 年2回（前年度実績） 16040- 4166621

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 5人 雇用・労災・健康・厚生

月額　24,800円まで 給付
富山県魚津市末広町６番３５号 0765-22-5711 毎　週 年2回（前年度実績） 16040- 4168121

(1)8時30分～17時15分
雇用期間の定めなし (2)8時30分～12時30分 実費支給（上限あり） 89人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　10,000円まで
富山県黒部市荻生６６７５－５ 0765-54-1800 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4171521

(1)7時00分～15時45分
雇用期間の定めなし (2)8時30分～17時15分 実費支給（上限あり） 89人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)9時45分～18時30分 月額　10,000円まで
富山県黒部市荻生６６７５－５ 0765-54-1800 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4172421

(1)7時00分～15時45分
雇用期間の定めなし (2)8時30分～17時15分 実費支給（上限あり） 89人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)9時45分～18時30分 月額　10,000円まで
富山県黒部市荻生６６７５－５ 0765-54-1800 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4174621

(1)9時30分～19時00分
雇用期間の定めなし (2)9時30分～18時30分 実費支給（上限あり） 8人 雇用・労災

月額　10,000円まで
富山県黒部市堀高９４－１ 0765-54-2218 その他 年2回（前年度実績）50,000円～350,000円 16040- 4178721

(1)9時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 1人 雇用・労災

月額　10,000円まで
富山県黒部市堀高９４－１ 0765-54-2218 その他 年2回（前年度実績）50,000円～350,000円 16040- 4182621

(1)9時30分～19時00分
雇用期間の定めなし (2)9時30分～18時30分 実費支給（上限あり） 4人 雇用・労災

月額　10,000円まで
富山県黒部市堀高９４－１ 0765-54-2218 その他 年2回（前年度実績）50,000円～350,000円 16040- 4188221

(1)9時30分～19時00分
雇用期間の定めなし (2)9時30分～18時30分 実費支給（上限あり） 8人 雇用・労災

月額　10,000円まで
富山県黒部市堀高９４－１ 0765-54-2218 その他 年2回（前年度実績）50,000円～350,000円 16040- 4189521

(1)9時30分～19時00分
雇用期間の定めなし (2)9時30分～18時30分 実費支給（上限あり） 4人 雇用・労災

月額　10,000円まで
富山県黒部市堀高９４－１ 0765-54-2218 その他 年2回（前年度実績）50,000円～350,000円 16040- 4193121

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 130人 雇用・労災・健康・厚生

月額　10,000円まで
富山県魚津市三ケ７３９－１ 0765-22-5252 その他 年2回（前年度実績）50,000円～100,000円 16040- 4195721

21人 土木工事業（舗装工事業
を除く）

株式会社　籠瀬運輸  黒部市 日祝他
1人 42人

222

土木施工管理技士 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

280,000円～451,000円

21人 土木工事業（舗装工事業
を除く）

株式会社　籠瀬運輸  黒部市 日祝他
1人 42人

221

大型ダンプ運転手 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

175,265円～230,600円

21人 土木工事業（舗装工事業
を除く）

株式会社　籠瀬運輸  黒部市 日祝他
1人 42人

224

運行管理者 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

245,000円～350,000円

170人 病院

医療法人社団　福寿会（新川病
院、平井整形外科医院、新川老人

 魚津市 他
1人 170人

223

准看護師（新川病院または新川老
人保健施設）

60歳以上 正社員以外
交替制あ

り
180,000円～180,000円

170人 病院

医療法人社団　福寿会（新川病
院、平井整形外科医院、新川老人

 魚津市 他
1人 170人

226

看護師（新川病院または新川老人
保健施設）

60歳以上 正社員以外
交替制あ

り
210,000円～210,000円

177人 電子応用装置製造業

株式会社　シキノハイテック  魚津市 日他
1人 384人

225

資材購買業務（未経験可） 59歳以下 正社員
フレック

ス
200,000円～300,000円

73人 その他のはん用機械・同
部分品製造業

株式会社　渡辺功機  下新川郡朝日
町

日他
1人 73人

228

営業 62歳以下 正社員
変形（1
年単位）

165,000円～300,000円

170人 病院

医療法人社団　福寿会（新川病
院、平井整形外科医院、新川老人

 魚津市 他
1人 170人

227

介護職員（介護福祉士）（新川病
院または新川老人保健施設）

60歳以上 正社員以外
交替制あ

り
167,000円～167,000円

29人 電気工事業

ユウホー設備　株式会社  魚津市 土日祝他
2人 29人

230

技術職（電工） 59歳以下 正社員 171,400円～304,000円

14人 製材業，木製品製造業

株式会社　米澤製材所  下新川郡入善
町

土日他
1人 19人

229

木材加工 44歳以下 正社員 189,000円～315,000円

93人 病院

医療法人社団平成会　桜井病院  黒部市 日祝他
1人 93人

232

理学療法士もしくは作業療法士 59歳以下 正社員
変形

（1ヶ月
200,000円～220,000円

29人 電気工事業

ユウホー設備　株式会社  魚津市 土日祝他
2人 29人

231

技術職（設備機械工） 59歳以下 正社員 171,400円～304,000円

93人 病院

医療法人社団平成会　桜井病院  黒部市 他
2人 93人

234

看護師 59歳以下 正社員
変形

（1ヶ月
230,000円～313,000円

93人 病院

医療法人社団平成会　桜井病院  黒部市 他
2人 93人

233

准看護師 59歳以下 正社員
変形

（1ヶ月
205,000円～262,000円

1人 美容業

ＬＩＤＯグループ（ＬＩＤＯグ
ループ美容師組合）

 黒部市 日祝他
1人 31人

236

美容師　ＬＩＤＯ本店（見習い含
む）

不問 正社員
変形

（1ヶ月
160,000円～190,000円

8人 美容業

ＬＩＤＯグループ（ＬＩＤＯグ
ループ美容師組合）

 魚津市 日他
1人 31人

235

美容師　美容室ＬＩＤＯ本江店
（見習い含む）

不問 正社員
変形

（1ヶ月
208,000円～350,000円

8人 美容業

ＬＩＤＯグループ（ＬＩＤＯグ
ループ美容師組合）

 魚津市 日他
1人 31人

238

カラーリスト・アシスタント　本
江店（見習い含む）

不問 正社員
変形

（1ヶ月
170,000円～200,000円

6人 美容業

ＬＩＤＯグループ（ＬＩＤＯグ
ループ美容師組合）

 黒部市 日他
1人 31人

237

カラーリスト・アシスタント　堀
高店（見習い含む）

不問 正社員
変形

（1ヶ月
170,000円～200,000円

170人 洗濯業

株式会社　富山第一ドライクリー
ニング

 魚津市 日他
1人 170人

240

ルート集配 61歳以下 正社員
変形（1
年単位）

200,000円～250,000円

6人 美容業

ＬＩＤＯグループ（ＬＩＤＯグ
ループ美容師組合）

 黒部市 日他
1人 31人

239

美容師　美容室ＬＩＤＯ堀高店
（見習い含む）

不問 正社員
変形

（1ヶ月
208,000円～350,000円
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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　　８月　　１日　～　　８月　　５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。

(1)8時00分～16時45分
雇用期間の定めなし 一定額 1人 雇用・労災・健康・厚生・財形

日額　1,000円まで
富山県魚津市東尾崎５０１８ 0765-31-7041 毎　週 16040- 4196821

(1)8時00分～16時45分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 3人 雇用・労災・健康・厚生

月額　31,600円まで
富山県魚津市石垣１６２３ 0765-22-4601 その他 年3回（前年度実績） 16040- 4198521

(1)8時00分～16時45分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 3人 雇用・労災・健康・厚生

月額　31,600円まで
富山県魚津市石垣１６２３ 0765-22-4601 その他 年3回（前年度実績） 16040- 4199421

(1)8時00分～16時45分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 3人 雇用・労災・健康・厚生

月額　31,600円まで
富山県魚津市石垣１６２３ 0765-22-4601 その他 年3回（前年度実績） 16040- 4200821

(1)8時30分～17時30分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 1人 雇用・労災・健康・厚生

月額　40,000円まで
富山県黒部市天神新２６０番地１ 0765-32-3633 毎　週 16040- 4206921

(1)8時00分～16時45分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 23人 雇用・労災・健康・厚生

月額　20,000円まで
富山県下新川郡入善町椚山７６２ 0765-72-2498 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4210521

(1)8時00分～16時45分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 23人 雇用・労災・健康・厚生

月額　20,000円まで
富山県下新川郡入善町椚山７６２ 0765-72-2498 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4211421

(1)8時00分～16時45分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 23人 雇用・労災・健康・厚生

月額　20,000円まで
富山県下新川郡入善町椚山７６２ 0765-72-2498 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4212321

(1)8時00分～16時45分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 23人 雇用・労災・健康・厚生

月額　20,000円まで
富山県下新川郡入善町椚山７６２ 0765-72-2498 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4213621

(1)8時30分～17時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限あり） 572人 雇用・労災・健康・厚生

月額　20,000円まで
富山県黒部市三日市１１０８－１ 0765-54-2211 毎　週 年2回（前年度実績） 16040- 4214921

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 0人 雇用・労災・健康・厚生

日額　1,000円まで
富山県黒部市飛騨５４７ 080-8690-6497 毎　週 16040- 4217721

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限あり） 2人 雇用・労災・健康・厚生

月額　5,000円まで 厚生
富山県魚津市吉島５０５－３ 0765-24-2020 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4218821

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限あり） 2人 雇用・労災・健康・厚生

月額　5,000円まで 厚生
富山県魚津市吉島５０５－３ 0765-24-2020 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4219221

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 0人 雇用・労災・健康・厚生

月額　5,000円まで
富山県魚津市青島７６　辻ニュー 0765-32-3484 毎　週 年1回（前年度実績）500,000円～ 16040- 4223021

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 1人 雇用・労災・健康・厚生

月額　10,000円まで
富山県黒部市宇奈月町浦山８０４ 0765-65-1233 その他 16040- 4235521

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限なし） 3人 雇用・労災・健康・厚生

富山県滑川市下島１０３－２ 0765-32-3993 その他 16070- 2495421

(1)9時30分～18時30分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限あり） 2人 雇用・労災・健康・厚生

月額　100,000円まで 厚生
石川県金沢市大豆田本町甲５６０ 076-225-8111 毎　週 年2回（前年度実績） 17010-18517821

(1)9時30分～18時30分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限あり） 2人 雇用・労災・健康・厚生

月額　100,000円まで 厚生
石川県金沢市大豆田本町甲５６０ 076-225-8111 毎　週 年2回（前年度実績） 17010-18526821

(1)8時30分～17時30分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)10時00分～19時00分 実費支給（上限なし） 3人 雇用・労災・健康・厚生

(3)11時00分～20時00分
石川県白山市松本町２５１２ 076-274-6111 又は8時30分～20時00分の その他 17080- 6222121

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） なし 60人 雇用・労災・健康・厚生

石川県野々市市稲荷２丁目１７６ 076-246-8711 毎　週 17080- 6419521

8人 その他のはん用機械・同
部分品製造業

株式会社　石崎製作所  魚津市 日祝他
1人 13人

242

機械加工（フライス加工・研磨） 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

190,000円～350,000円

3人 土木工事業（舗装工事業
を除く）

株式会社　花岡組  魚津市 土日祝他
1人 3人

241

事務員 不問 正社員 150,000円～200,000円

8人 その他のはん用機械・同
部分品製造業

株式会社　石崎製作所  魚津市 日祝他
1人 13人

244

機械加工（マシニングセンター） 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

190,000円～350,000円

8人 その他のはん用機械・同
部分品製造業

株式会社　石崎製作所  魚津市 日祝他
1人 13人

243

機械加工（放電加工機オペレー
ター）

64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

190,000円～350,000円

70人 その他のはん用機械・同
部分品製造業

株式会社　双葉ダイス  下新川郡入善
町

日他
1人 70人

246

検査スタッフ 35歳以下 正社員
変形（1
年単位）

151,500円～180,000円

5人 土木建築サービス業

株式会社ＨＯマネジメント  黒部市 土日祝他
2人 5人

245

土木技術者（施工管理） 不問 正社員 350,000円～405,000円

70人 その他のはん用機械・同
部分品製造業

株式会社　双葉ダイス  下新川郡入善
町

日他
1人 70人

248

電気設計 35歳以下 正社員
変形（1
年単位）

160,000円～250,000円

70人 その他のはん用機械・同
部分品製造業

株式会社　双葉ダイス  下新川郡入善
町

日他
1人 70人

247

マシンオペレーター 35歳以下 正社員
変形（1
年単位）

160,000円～250,000円

721人 病院

黒部市民病院  黒部市 土日祝他
1人 938人

250

看護師 不問 正社員以外 180,744円～199,716円

70人 その他のはん用機械・同
部分品製造業

株式会社　双葉ダイス  下新川郡入善
町

日他
1人 70人

249

機械設計 35歳以下 正社員
変形（1
年単位）

160,000円～250,000円

14人 塗装工事業

株式会社第一興産  魚津市 日祝他
1人 14人

252

現場作業員 不問 正社員以外
変形（1
年単位）

155,000円～325,000円

2人 とび・土工・コンクリー
ト工事業

株式会社新誠機工  黒部市 土日他
2人 2人

251

プラントメンテナンス 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

230,000円～350,000円

255

14人 塗装工事業

株式会社第一興産  魚津市 日祝他
1人 14人

253

現場管理者 不問 正社員以外
変形（1
年単位）

155,000円～375,000円

3人 土木工事業（舗装工事業
を除く）

株式会社　ビーダッシュ  魚津市 土日祝他
2人 3人

254

建設業 44歳以下 正社員 230,000円～300,000円

257

2人 電気工事業

株式会社　Ｇｌｅｅｔｅｃ  黒部市 日祝他
1人 2人

電気工事 不問 正社員 180,000円～300,000円

15人 自動車小売業

株式会社　ホンダ四輪販売北陸 魚津市　他 火水他
2人 375人

営業スタッフ（富山県） 不問 正社員以外 173,700円～222,800円

16人 警備業

高誘警備　株式会社 魚津市　他 日他
10人 16人

256

交通誘導員（黒部営業所） 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

172,800円～216,000円

5人 医薬品・化粧品小売業

株式会社　クスリのアオキ  下新川郡朝日
町

他
1人 6,864人

259

医療事務（契約社員）　富山１：
朝日、入善、黒部、魚津

不問 正社員以外
変形

（1ヶ月
170,000円～170,000円

15人 自動車小売業

株式会社　ホンダ四輪販売北陸 魚津市　他 火水他
2人 375人

258

整備士（富山県） 不問 正社員以外 177,700円～243,600円

65人 その他の専門サービス業

株式会社　ダスキンヘルスケア北
陸

 黒部市 土日祝他
1人 270人

260

病院内清掃業務 不問 正社員以外 159,936円～159,936円
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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　　８月　　１日　～　　８月　　５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。

(1)6時30分～15時30分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)7時00分～16時00分 実費支給（上限あり） 11人 雇用・労災・健康・厚生

月額　20,000円まで
石川県野々市市稲荷２丁目１７６ 076-246-8711 毎　週 17080- 6423121

(1)6時00分～15時00分
雇用期間の定めなし (2)8時00分～17時00分 実費支給（上限あり） 95人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)10時00分～19時00分 月額　63,000円まで
福井県坂井市坂井町下新庄１５－ 0776-72-1011 又は6時00分～22時30分の その他 年2回（前年度実績） 18040- 4004521

(1)6時00分～14時30分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)8時00分～16時30分 実費支給（上限あり） 10人 雇用・労災・健康・厚生

(3)9時30分～18時00分 月額　16,000円まで
大阪府大阪市中央区久太郎町２丁 06-6267-7177 その他 27010-39179221

(1)6時00分～14時30分
雇用期間の定めなし (2)8時00分～16時30分 実費支給（上限あり） 10人 雇用・労災・健康・厚生

(3)9時30分～18時00分 月額　16,000円まで
大阪府大阪市中央区久太郎町２丁 06-6267-7177 その他 27010-39194221

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限なし） 3人 雇用・労災・健康・厚生

大阪府藤井寺市春日丘３－１２－ 072-952-3667 その他 27120- 9177621

(1)8時30分～17時30分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限なし） 4人 雇用・労災・健康・厚生

大阪府藤井寺市春日丘３－１２－ 072-952-3667 その他 27120- 9652021

雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 0人 雇用・労災・健康・厚生
月額　25,000円まで 拠出

島根県松江市平成町１８２－７ 0852-27-3930 又は10時00分～21時00分 その他 年2回（前年度実績）40,000円～600,000円 32010-11877221

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限あり） 0人 雇用・労災

月額　10,000円まで
富山県魚津市蛇田４７６７ 0765-31-7225 その他 16040-   24520

(1)14時00分～18時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限あり） 4人 労災

月額　15,000円まで
富山県富山市桜橋通り２－２５ 076-432-8600 毎　週 16010-16796121

(1)13時00分～17時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限あり） 9人 労災

月額　15,000円まで
富山県富山市桜橋通り２－２５ 076-432-8600 毎　週 16010-16797021

(1)7時30分～16時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限あり） 4人 雇用・労災・健康・厚生

月額　15,000円まで
富山県富山市桜橋通り２－２５ 076-432-8600 毎　週 16010-16798721

(1)9時30分～14時30分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限あり） 7人 雇用・労災

月額　15,000円まで
富山県富山市桜橋通り２－２５ 076-432-8600 毎　週 16010-16799821

(1)8時20分～12時20分
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)12時30分～16時45分 実費支給（上限あり） 1人 労災

月額　27,000円まで
富山県射水市犬内５０番地 0766-52-7804 その他 年2回（前年度実績） 16020- 9671321

(1)9時00分～16時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 122人 雇用・労災・健康・厚生

日額　1,264円まで
富山県魚津市石垣３８９ 0765-23-6366 毎　週 年2回（前年度実績） 16040- 4318121

(1)9時00分～16時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限あり） 122人 雇用・労災・健康・厚生

日額　1,264円まで
富山県魚津市石垣３８９ 0765-23-6366 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4320221

(1)9時00分～16時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 122人 雇用・労災・健康・厚生

日額　1,264円まで
富山県魚津市石垣３８９ 0765-23-6366 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4322421

(1)9時00分～16時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限あり） 122人 雇用・労災・健康・厚生

日額　1,264円まで
富山県魚津市石垣３８９ 0765-23-6366 その他 年2回（前年度実績） 16040- 4323321

(1)14時30分～18時00分
雇用期間の定めなし (2)16時00分～19時00分 実費支給（上限あり） 69人 労災

日額　1,264円まで
富山県魚津市石垣３８９ 0765-23-6366 毎　週 16040- 4325921

(1)9時00分～15時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限あり） 100人 雇用・労災

月額　100,000円まで
富山県黒部市窪野９２９ 0765-52-4655 毎　週 16040- 4329821

(1)9時00分～17時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限なし） 4人 雇用・労災・健康・厚生

富山県魚津市北鬼江１４２－１ 0765-32-3364 又は9時00分～17時00分の 毎　週 16040- 4330421

12

福祉支援・現場事務スタッフ 不問 パート労働者 950円～1,100円 8人 障害者福祉事業

株式会社　オレンジ　うオレンジ  魚津市 土日祝他
2人 60人

10

水泳指導コーチおよびサポート
コーチ

59歳以下 パート労働者
交替制あ

り
1,000円～1,500円 98人 病院

医療法人社団　ホスピィー  魚津市
月水日祝

他
1人 425人

11

介護助手 不問 パート労働者 940円～940円 120人 病院

医療法人社団　友愛病院会　黒部
温泉病院

 黒部市 土日祝他
2人 710人

8

准看護師（通所サービス） 59歳以下 パート労働者 1,400円～1,700円 162人 病院

医療法人社団　ホスピィー  魚津市 他
1人 425人

9

准看護師（通所サービス） 60歳以上 パート労働者 1,300円～1,600円 162人 病院

医療法人社団　ホスピィー  魚津市 他
1人 425人

6

看護師（通所サービス） 59歳以下 パート労働者 1,500円～1,800円 162人 病院

医療法人社団　ホスピィー  魚津市 他
1人 425人

7

看護師（通所サービス） 60歳以上 パート労働者 1,400円～1,700円 162人 病院

医療法人社団　ホスピィー  魚津市 他
1人 425人

5

環境整備 不問 パート労働者 1,000円～1,000円 3人 製糸業，紡績業，化学繊
維・ねん糸等製造業

株式会社東洋紡プロテック富山事
業所

 下新川郡入善
町

他
2人 337人

4

客室清掃（ベストイン魚津） 不問 パート労働者 900円～950円 8人 建物サービス業

太平ビルサービス　株式会社　富
山支店

 魚津市 他
5人 24,161人

2

清掃業務（富山労災病院）※午後 不問 パート労働者 900円～950円 13人 建物サービス業

太平ビルサービス　株式会社　富
山支店

 魚津市 土日祝他
2人 24,161人

3

清掃業務（新川文化ホール） 不問 パート労働者 877円～880円 6人 建物サービス業

太平ビルサービス　株式会社　富
山支店

 魚津市 火他
2人 24,161人

土木工事業（舗装工事業
を除く）

正樹園  魚津市 日他
1人 1人

1

清掃業務（新川文化ホール）＊午
後のみ

不問 パート労働者 877円～880円 6人 建物サービス業

太平ビルサービス　株式会社　富
山支店

 魚津市 火他
2人 24,161人

268

造園工見習 不問 正社員以外
変形（1
年単位）

230,000円～345,000円 1人

11人 その他の専門サービス業

株式会社　ダスキンヘルスケア北
陸

 下新川郡入善
町

他
1人 270人

261

調理員（丸川病院） 不問 正社員以外 164,640円～164,640円

10人 食堂，レストラン（専門
料理店を除く）

株式会社　トージツフーズ  下新川郡入善
町

他
1人 277人

263

特別養護老人ホームでの調理員
（富山県）

不問 正社員以外
変形（1
年単位）

200,500円～253,500円

143人 百貨店，総合スーパー

株式会社　ＰＬＡＮＴ  黒部市 他
1人 4,695人

262

惣菜売場担当者【ＰＬＡＮＴ黒部
店】

59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

206,150円～281,650円

9人 理容業

阪南理美容　株式会社　　　（店
名：プラージュ）

 魚津市 他
2人 6,000人

265

理容師「理容プラージュ魚津店」 59歳以下 正社員
変形

（1ヶ月
224,400円～356,400円

10人 食堂，レストラン（専門
料理店を除く）

株式会社　トージツフーズ  下新川郡入善
町

他
2人 277人

264

特別養護老人ホームでの調理業務
（富山県下新川郡）

不問 正社員
変形（1
年単位）

210,500円～283,500円

1人 管理，補助的経済活動を
行う事業所（９５その他

株式会社　ジェットシステム  魚津市 他
2人 522人

267

コンピュータコーナー受付及び販
売（富山県魚津市）

59歳以下 正社員
変形

（1ヶ月
161,400円～161,400円

6人 理容業

阪南理美容　株式会社　　　（店
名：プラージュ）

 魚津市 他
2人 6,000人

266

スタイリスト「美容プラージュ魚
津アップルヒル店」

59歳以下 正社員
変形

（1ヶ月
224,400円～303,600円
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雇用期間の定めなし 実費支給（上限なし） 6人 労災

富山県黒部市三日市２５２３－１ 0765-33-5037 又は14時00分～23時00分 毎　週 16040- 4336721

(1)10時00分～14時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限なし） 6人 労災・厚生

富山県黒部市三日市２５２３－１ 0765-33-5037 毎　週 16040- 4347221

雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 9人 雇用・労災・健康・厚生
月額　5,000円まで

富山県黒部市生地２６３ 0765-57-0835 又は8時20分～17時00分の 毎　週 年2回（前年度実績） 16040- 4348521

(1)7時00分～11時00分
雇用期間の定めなし (2)10時00分～17時00分 なし 1人 労災

(3)17時30分～23時00分
富山県滑川市上小泉３５ 076-475-0760 又は7時00分～23時00分の 毎　週 16070- 2651221

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限あり） 2人 労災
日額　480円まで

宮城県仙台市青葉区中央４丁目６ 022-266-5802 又は10時00分～15時00分 その他 04010-46840921

(1)17時00分～20時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限あり） 6人 労災

月額　10,000円まで
富山県富山市金屋５５５番地 076-441-5840 毎　週 16010-16676021

(1)8時00分～12時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)9時00分～13時00分 実費支給（上限あり） 2人 雇用・労災

月額　150,000円まで
富山県富山市綾田町１丁目７番２ 076-431-1111 毎　週 16010-16723721

(1)8時30分～17時00分
雇用期間の定めなし (2)8時30分～12時00分 なし 4人 労災

富山県黒部市若栗３３２４ 0765-32-5435 又は8時30分～17時00分の 毎　週 16040- 4300121

(1)12時45分～17時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限あり） 37人 労災

月額　7,900円まで
福井県坂井市丸岡町玄女１４－１ 0776-67-3400 その他 18040- 4177421

(1)8時45分～13時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 実費支給（上限あり） 37人 労災

月額　7,900円まで
福井県坂井市丸岡町玄女１４－１ 0776-67-3400 その他 18040- 4179621

(1)8時45分～17時15分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)11時45分～20時15分 実費支給（上限あり） 37人 雇用・労災・健康・厚生・財形

月額　7,900円まで
福井県坂井市丸岡町玄女１４－１ 0776-67-3400 その他 18040- 4180021

(1)8時45分～13時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限あり） 37人 労災

月額　7,900円まで
福井県坂井市丸岡町玄女１４－１ 0776-67-3400 その他 18040- 4181721

(1)7時15分～11時30分
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 実費支給（上限あり） 37人 労災

月額　7,900円まで
福井県坂井市丸岡町玄女１４－１ 0776-67-3400 その他 18040- 4182821

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限あり） 37人 労災
月額　7,900円まで

福井県坂井市丸岡町玄女１４－１ 0776-67-3400 又は8時45分～20時00分の その他 18040- 4184521

(1)12時45分～17時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限あり） 4人 労災

月額　7,900円まで
福井県坂井市丸岡町玄女１４－１ 0776-67-3400 その他 18040- 4187621

(1)8時45分～13時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限あり） 4人 労災

月額　7,900円まで
福井県坂井市丸岡町玄女１４－１ 0776-67-3400 その他 18040- 4213821

(1)9時00分～15時30分
雇用期間の定めなし (2)8時00分～12時00分 実費支給（上限あり） 19人 雇用・労災

(3)8時30分～15時30分 日額　200円まで
富山県魚津市本江２６４６－１ 0765-24-3960 毎　週 16040- 4269521

(1)9時00分～12時00分
雇用期間の定めなし (2)10時00分～14時00分 実費支給（上限あり） 4人 労災

月額　10,000円まで
富山県下新川郡入善町入膳４５５ 0765-72-1011 毎　週 年2回（前年度実績）10,000円～50,000円 16040- 4270321

(1)6時30分～9時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限あり） 10人 労災

月額　13,500円まで
富山県魚津市大光寺４５０ 0765-24-8822 毎　週 年2回（前年度実績） 16040- 4273121

(1)9時00分～13時00分
雇用期間の定めなし (2)9時30分～13時30分 なし 3人 雇用・労災

富山県魚津市住吉３７３９ 0765-22-5830 毎　週 16040- 4275721

32

検査員 不問 パート労働者 880円～880円 3人 装身具・装飾品・ボタ
ン・同関連品製造業（貴

有限会社　コマツ工業  魚津市 土日他
1人 3人

30

事務職 不問 パート労働者 1,000円～1,150円 14人 製材業，木製品製造業

株式会社　米澤製材所  下新川郡入善
町

土日祝他
1人 19人

31

介護職員（主に食事担当） 不問 パート労働者 1,098円～1,168円 13人 老人福祉・介護事業

社会福祉法人　新川老人福祉会  魚津市 他
1人 282人

28

花売場担当（コメリ宇奈月店）
パート

不問 パート労働者 969円～1,099円 6人 他に分類されない小売業

株式会社コメリ　北陸ストアサ
ポートセンター

 黒部市 他
1人 11,465人

29

ルート配送 64歳以下 パート労働者 1,100円～1,200円 40人 その他の食料品製造業

有限会社　アベニュー（フレッ
シュランチ３９魚津店）

 魚津市 土日祝
1人 40人

26

専門職（パート）（自転車売場担
当）＜ＰＷ魚津店＞

不問 パート労働者 1,119円～1,353円 52人 他に分類されない小売業

株式会社コメリ　北陸ストアサ
ポートセンター

 魚津市 他
1人 11,465人

27

日用品売場担当（コメリ宇奈月
店）パート

不問 パート労働者 969円～1,151円 6人 他に分類されない小売業

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 11,465人

24

棚割変更担当（コメリパワー魚津
店）パート

不問 パート労働者 969円～1,099円 52人 他に分類されない小売業

株式会社コメリ　北陸ストアサ
ポートセンター

 魚津市 他
1人 11,465人

25

レジ担当（コメリパワー魚津店）
早朝アルバイト

不問 パート労働者 980円～980円 52人 他に分類されない小売業

株式会社コメリ　北陸ストアサ
ポートセンター

 魚津市 他
2人 11,465人

22

品出し担当（コメリパワー魚津
店）アルバイト

不問 パート労働者 935円～935円 52人 他に分類されない小売業

株式会社コメリ　北陸ストアサ
ポートセンター

 魚津市 他
3人 11,465人

23

家電・工具・園芸売場担当（コメ
リパワー魚津店）パート

不問 パート労働者 969円～1,203円 52人 他に分類されない小売業

株式会社コメリ　北陸ストアサ
ポートセンター

 魚津市 他
2人 11,465人

20

農作業全般 不問 パート労働者 1,000円～1,000円 8人 耕種農業

有限会社　グリーンビジネス橋本  黒部市 日他
1人 8人

21

レジ担当（コメリ魚津店）パート 不問 パート労働者 969円～1,151円 52人 他に分類されない小売業

株式会社コメリ　北陸ストアサ
ポートセンター

 魚津市 他
2人 11,465人

18

夕方の配送車両の片付け（とやま
生協東部センター）

不問 パート労働者 920円～920円 6人 燃料小売業

有限会社　とやませいきょうサー
ビス

 魚津市 土日他
1人 96人

19

電話交換手（黒部市民病院）＜午
前勤務＞

不問 パート労働者
交替制あ

り
900円～900円 2人 電気通信・信号装置工事

業
株式会社　ほくつう　富山支社  黒部市 土日祝他

1人 571人

16

ガソリンスタンド店員（魚津ＳＳ
／パートタイム）

不問 パート労働者 1,000円～1,000円 8人 燃料小売業

丸三商事　株式会社  魚津市 他
2人 16人

17

清掃スタッフ［カルビ大将／黒部
店］

不問 パート労働者
交替制あ

り
1,000円～1,470円 5人 食堂，レストラン（専門

料理店を除く）
株式会社　アトム　東北営業本部  黒部市 他

2人 936人

14

ハンバーガー・ランチ販売スタッ
フ

不問 パート労働者 900円～1,200円 12人 食堂，レストラン（専門
料理店を除く）

株式会社　ピーノ　コーポレー
ション

 黒部市
月火水木

金
2人 115人

15

建材部品組立・検査 不問 パート労働者 935円～980円 12人 建設用・建築用金属製品
製造業（製缶板金業を含

ナカジンラフター株式会社  黒部市 土日祝他
1人 14人

13

ホールスタッフ【焼肉ひろ亭／黒
部市】

不問 パート労働者 1,000円～1,200円 12人 食堂，レストラン（専門
料理店を除く）

株式会社　ピーノ　コーポレー
ション

 黒部市 他
1人 115人
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(1)18時00分～19時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)8時00分～11時00分 実費支給（上限あり） 73人 労災

月額　10,000円まで
富山県魚津市大光寺２８７ 0765-22-1567 毎　週 年2回（前年度実績） 16040- 4282021

(1)12時45分～17時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)16時45分～20時00分 実費支給（上限あり） 37人 労災

月額　7,900円まで
福井県坂井市丸岡町玄女１４－１ 0776-67-3400 その他 18040- 4130721

(1)14時00分～19時30分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)10時00分～19時00分 実費支給（上限なし） 3人 労災

拠出
愛知県名古屋市中区栄２丁目３－ 052-209-6721 毎　週 23020-49547121

(1)8時00分～11時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限あり） 0人 労災

日額　700円まで
福岡県福岡市博多区博多駅東２－ 092-433-0663 毎　週 40010-49684021

(1)8時30分～13時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)12時30分～17時00分 実費支給（上限あり） 0人 雇用・労災

(3)16時40分～21時15分 日額　700円まで
福岡県福岡市博多区博多駅東２－ 092-433-0663 毎　週 40010-49687221

(1)8時30分～17時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)12時30分～21時15分 実費支給（上限あり） 0人 雇用・労災・健康・厚生

日額　700円まで
福岡県福岡市博多区博多駅東２－ 092-433-0663 毎　週 40010-49688521

(1)7時30分～17時30分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)9時00分～17時30分 実費支給（上限あり） 39人 雇用・労災・健康・厚生

月額　50,000円まで
富山県富山市新富町１－１－１２ 076-442-2888 又は7時30分～17時30分の 毎　週 16010-16365921

(1)8時30分～13時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限なし） 4人 雇用・労災

富山県富山市今泉１４７番地　Ａ 076-423-8818 又は8時30分～18時00分の その他 年2回（前年度実績）0円～100,000円 16010-16378221

(1)9時00分～16時00分
雇用期間の定めなし (2)16時00分～23時59分 実費支給（上限あり） 11人 雇用・労災・健康・厚生

(3)0時00分～9時00分 日額　400円まで
富山県富山市天正寺６８ 076-495-7176 又は0時00分～23時59分の 毎　週 16010-16450421

(1)10時00分～16時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限あり） 7人 雇用・労災

月額　20,000円まで
富山県富山市中野新町１丁目２番 076-421-0400 毎　週 16010-16473721

(1)8時00分～10時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)7時00分～9時00分 実費支給（上限あり） 5人 労災

月額　20,000円まで
富山県富山市中野新町１丁目２番 076-421-0400 毎　週 16010-16477421

(1)15時00分～20時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)13時00分～20時00分 実費支給（上限あり） 7人 労災

(3)20時00分～23時45分 月額　20,000円まで
富山県富山市中野新町１丁目２番 076-421-0400 毎　週 16010-16482821

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

富山県高岡市御旅屋町９５番地 0766-21-0632 又は10時00分～19時00分 その他 年2回（前年度実績）0円～50,000円 16020- 9406121

(1)9時15分～15時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限あり） 31人 雇用・労災

月額　25,000円まで
富山県魚津市道坂２４３－３ 0765-32-8049 その他 年2回（前年度実績）10,000円～30,000円 16040- 4232721

(1)9時00分～17時30分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限なし） 11人 雇用・労災

富山県魚津市新金屋２丁目１３－ 0765-22-8388 その他 16040- 4233821

(1)7時30分～13時00分
雇用期間の定めなし (2)8時00分～13時30分 実費支給（上限あり） 2人 雇用・労災

日額　300円まで
富山県下新川郡入善町入膳５１８ 0765-74-0246 毎　週 年2回（前年度実績）5,000円～45,000円 16040- 4239921

雇用期間の定めなし 実費支給（上限なし） 3人 雇用・労災

富山県魚津市大光寺１１６５－１ 0765-24-3355 又は8時00分～17時00分の 毎　週 年2回（前年度実績）50,000円～180,000円 16040- 4249021

(1)10時00分～13時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 実費支給（上限あり） 11人 労災

月額　3,000円まで
富山県黒部市植木１９４－２ 0765-52-2121 又は10時00分～13時00分 毎　週 年2回（前年度実績）10,000円～30,000円 16040- 4252421

(1)8時00分～13時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)9時00分～13時00分 実費支給（上限あり） 6人 労災

月額　4,000円まで
富山県黒部市新牧野３１１ 0765-54-1158 又は15時00分～20時00分 毎　週 16040- 4255921

(1)9時00分～16時00分
雇用期間の定めなし (2)13時00分～18時30分 実費支給（上限あり） 2人 雇用・労災

月額　5,000円まで
富山県黒部市植木１６４ 0765-52-5235 毎　週 16040- 4265021

51

パンの製造・販売 不問 パート労働者 900円～1,000円 6人 菓子・パン小売業

フレッシュべーカリー「ファリー
ヌ」

 黒部市 他
1人 6人

52

エステティシャン補助 不問 パート労働者 900円～950円 2人 美容業

エステスタジオ　ルーシャン  黒部市 日祝他
1人 2人

49

一般事務 59歳以下 パート労働者 950円～1,200円 25人 建築工事業（木造建築工
事業を除く）

株式会社　杉本工業所  魚津市 土日祝他
1人 30人

50

調理員補助 不問 パート労働者 880円～900円 12人 老人福祉・介護事業

特定非営利活動法人　三樹福寿会  黒部市 日他
1人 12人

47

介護職員【介護福祉士】 不問 パート労働者
交替制あ

り
1,030円～1,330円 15人 その他の社会保険・社会

福祉・介護事業
社会福祉法人　魚津市社会福祉協
議会

 魚津市 土日他
1人 170人

48

日常清掃作業（アサヒ飲料　北陸
工場）

64歳以下 パート労働者 900円～900円 2人 建物サービス業

株式会社　新川ビルサービス  下新川郡入善
町

土日祝他
1人 150人

45

販売員【魚津店】 不問 パート労働者 1,000円～1,400円 3人 呉服・服地・寝具小売業

株式会社　布屋商店  魚津市 他
2人 105人

46

工場労務作業・工場間の運搬作業 不問 パート労働者 1,000円～1,500円 51人 電子デバイス製造業

立山精密　株式会社  魚津市 日他
1人 82人

43

清掃員（アップルヒル） 不問 パート労働者 950円～950円 5人 建物サービス業

株式会社　ホクタテ  魚津市 他
1人 1,561人

44

清掃員（満天の湯　魚津店） 不問 パート労働者 900円～950円 7人 建物サービス業

株式会社　ホクタテ  魚津市 他
2人 1,561人

41

店舗運営スタッフ（アプレシオ
魚津店）

不問 パート労働者
交替制あ

り
900円～900円 18人 食堂，レストラン（専門

料理店を除く）
株式会社　Ｐｒｏｃｅｅｄ  魚津市 他

2人 260人

42

清掃員（満天の湯　魚津店） 不問 パート労働者 900円～950円 7人 建物サービス業

株式会社　ホクタテ  魚津市 他
1人 1,561人

39

通所介護スタッフ／ニチイケアセ
ンター黒部

不問 パート労働者
変形

（1ヶ月
1,025円～1,065円 44人 老人福祉・介護事業

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
1人 91,184人

40

調剤薬局薬剤師（うおづ駅前薬
局）

59歳以下 パート労働者
交替制あ

り
1,600円～2,200円 4人 医薬品・化粧品小売業

株式会社　アモール  魚津市 日祝他
1人 205人

37

店内販売／牧野店 不問 パート労働者 965円～1,135円 0人 医薬品・化粧品小売業

株式会社　コスモス薬品  黒部市 他
9人 38,000人

38

店内販売（ロングパート）／牧野
店

不問 パート労働者 965円～1,135円 0人 医薬品・化粧品小売業

株式会社　コスモス薬品  黒部市 他
4人 38,000人

35

子ども英会話講師（アピタ魚津教
室）

不問 パート労働者 981円～1,020円 3人 学習塾

セイハネットワーク　株式会社
中部統括本部

 魚津市 他
1人 2,334人

36

品出し業務／牧野店 不問 パート労働者 945円～945円 0人 医薬品・化粧品小売業

株式会社　コスモス薬品  黒部市 日他
4人 38,000人

34

レジ担当（コメリパワー魚津店）
アルバイト

不問 パート労働者 945円～980円 52人 他に分類されない小売業

株式会社コメリ　北陸ストアサ
ポートセンター

 魚津市 他
5人 11,465人

33

厨房調理員 不問 パート労働者 960円～960円 113人 病院

医療法人社団　弘仁会　魚津緑ヶ
丘病院

 魚津市 他
4人 113人
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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　　８月　　１日　～　　８月　　５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。

雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 3人 労災
月額　15,000円まで

富山県滑川市中野島２６０２ 076-475-1301 又は8時30分～18時30分の 毎　週 16070- 2556521

(1)18時00分～22時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)10時00分～15時00分 実費支給（上限なし） 16人 労災

長野県須坂市大字高梨２９３－１ 026-242-3030 その他 20130- 2485721

(1)18時00分～22時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)10時00分～14時00分 実費支給（上限なし） 11人 労災

長野県須坂市大字高梨２９３－１ 026-242-3030 その他 20130- 2488521

(1)8時00分～12時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)12時00分～16時00分 実費支給（上限あり） 30人 労災

(3)16時00分～20時00分 月額　2,000円まで
福岡県北九州市小倉北区魚町２－ 093-521-5155 又は10時00分～18時00分 毎　週 40060-15596421

(1)11時00分～19時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限あり） 5人 雇用・労災・健康・厚生

月額　30,000円まで
富山県富山市西大泉１２番地１０ 076-425-8410 毎　週 16010-15991621

(1)18時00分～20時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限あり） 10人 労災

月額　30,000円まで
富山県富山市西大泉１２番地１０ 076-425-8410 毎　週 16010-15997221

(1)9時00分～15時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限あり） 10人 雇用・労災

月額　30,000円まで
富山県富山市西大泉１２番地１０ 076-425-8410 毎　週 16010-15998521

(1)8時30分～15時30分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限あり） 24人 雇用・労災

月額　35,000円まで
富山県富山市千歳町１－６－１８ 076-444-0633 毎　週 16010-16046821

(1)9時30分～14時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 13人 労災

月額　20,000円まで
富山県富山市二口町３丁目５番地 076-421-9330 毎　週 16010-16076921

(1)9時30分～14時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 13人 労災

月額　20,000円まで
富山県富山市二口町３丁目５番地 076-421-9330 毎　週 16010-16077121

(1)10時00分～14時30分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 13人 労災

月額　20,000円まで
富山県富山市二口町３丁目５番地 076-421-9330 毎　週 16010-16078021

(1)9時30分～14時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 33人 労災

月額　20,000円まで
富山県富山市二口町３丁目５番地 076-421-9330 又は9時30分～13時00分の 毎　週 16010-16079721

(1)9時30分～14時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 33人 労災

月額　20,000円まで
富山県富山市二口町３丁目５番地 076-421-9330 又は9時30分～13時00分の その他 16010-16080521

(1)9時30分～14時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 13人 労災

月額　20,000円まで
富山県富山市二口町３丁目５番地 076-421-9330 毎　週 16010-16081421

(1)9時30分～14時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 33人 労災

月額　20,000円まで
富山県富山市二口町３丁目５番地 076-421-9330 又は9時30分～13時00分の その他 16010-16082321

(1)7時30分～11時45分
雇用期間の定めなし (2)9時00分～14時15分 実費支給（上限あり） 4人 労災

月額　10,000円まで
富山県富山市二口町３丁目５番地 076-421-9330 毎　週 16010-16101521

(1)8時00分～12時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)8時00分～15時30分 実費支給（上限あり） 4人 雇用・労災・健康・厚生

(3)8時00分～17時00分 月額　10,000円まで
富山県富山市吉作７１０ 076-436-6637 毎　週 16010-16192221

(1)7時30分～16時30分
雇用期間の定めなし (2)10時00分～19時00分 実費支給（上限あり） 2人 労災

月額　30,000円まで
富山県高岡市関町６－２ 0766-54-6346 又は8時00分～17時00分の 毎　週 年2回（前年度実績） 16020- 9317921

(1)19時00分～7時30分
雇用期間の定めなし (2)16時00分～10時00分 実費支給（上限あり） 2人 労災

月額　30,000円まで
富山県高岡市関町６－２ 0766-54-6346 毎　週 年2回（前年度実績）20,000円～100,000円 16020- 9319021

(1)8時00分～12時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)13時30分～17時30分 実費支給（上限あり） 29人 労災

月額　15,000円まで
富山県下新川郡入善町入膳２２９ 0765-72-0588 毎　週 年1回（前年度実績）10,000円～ 16040- 3984521

72

清掃員 不問 パート労働者
交替制あ

り
900円～900円 31人 病院

医療法人社団　あわの産婦人科医
院

 下新川郡入善
町

他
1人 31人

70

パート介護職員【グループホーム
うわの】

不問 パート労働者
変形

（1ヶ月
950円～1,050円 5人 老人福祉・介護事業

株式会社　ウェルフェアサービス  下新川郡入善
町

他
3人 15人

71

夜間介護職員【グループホームう
わの】

18歳以上 パート労働者
変形

（1ヶ月
1,200円～1,578円 5人 老人福祉・介護事業

株式会社　ウェルフェアサービス  下新川郡入善
町

他
2人 15人

68

清掃（介護老人保健施設つるさん
かめさん）＃日祝休み

69歳以下 パート労働者
交替制あ

り
1,000円～1,000円 4人 建物サービス業

アルコット　株式会社  下新川郡朝日
町

日祝他
1人 1,900人

69

清掃員（黒部市総合体育セン
ター）

不問 パート労働者 880円～880円 4人 建物サービス業

テックサービス　株式会社  黒部市 水他
1人 88人

66

客室清掃（アパホテル魚津駅前）
＃未経験者歓迎

69歳以下 パート労働者 877円～930円 13人 建物サービス業

アルコット　株式会社  魚津市 他
3人 1,900人

67

客室清掃（魚津マンテンホテル駅
前）＃未経験者歓迎

69歳以下 パート労働者 1,100円～1,100円 40人 建物サービス業

アルコット　株式会社  魚津市 他
3人 1,900人

64

客室清掃（魚津マンテンホテル駅
前）＃土日祝限定／シフト

69歳以下 パート労働者 1,000円～1,100円 40人 建物サービス業

アルコット　株式会社  魚津市
月火水木
金他

3人 1,900人

65

客室清掃（魚津マンテンホテル駅
前）＃平日限定／シフト歓迎

69歳以下 パート労働者 1,000円～1,000円 40人 建物サービス業

アルコット　株式会社  魚津市 土日祝他
3人 1,900人

62

客室清掃（アパホテル魚津駅前）
＃平日のお仕事

69歳以下 パート労働者 877円～877円 13人 建物サービス業

アルコット　株式会社  魚津市 土日祝他
3人 1,900人

63

客室清掃（スカイホテル魚津）＃
平日限定シフト勤務歓迎

69歳以下 パート労働者 877円～877円 13人 建物サービス業

アルコット　株式会社  魚津市 土日祝他
3人 1,900人

60

調理補助（黒部市学校給食セン
ター）

不問 パート労働者 900円～900円 25人 その他の飲食料品小売業

株式会社　東洋食品　北陸事業部  黒部市 土日祝
1人 14,931人

61

客室清掃（アパホテル魚津駅前）
＃土日祝限定＃未経験者歓迎

69歳以下 パート労働者 1,000円～1,100円 13人 建物サービス業

アルコット　株式会社  魚津市
月火水木

金
5人 1,900人

58

洗浄員（あさひ総合病院／１８時
～２０時）

不問 パート労働者 1,000円～1,000円 11人 その他の飲食料品小売業

株式会社　魚国総本社　北陸支社  下新川郡朝日
町

他
1人 17,590人

59

洗浄員（あさひ総合病院） 不問 パート労働者 900円～900円 11人 その他の飲食料品小売業

株式会社　魚国総本社　北陸支社  下新川郡朝日
町

他
1人 17,590人

56

販売・店舗作業／富山県　黒部市 不問 パート労働者
交替制あ

り
1,070円～1,600円 40人 家具・建具・畳小売業

株式会社　ナフコ  黒部市 他
15人 7,000人

57

調理補助員（介護老人福祉施設つ
るさんかめさん）

不問 パート労働者 1,000円～1,000円 9人 その他の飲食料品小売業

株式会社　魚国総本社　北陸支社  下新川郡朝日
町

他
1人 17,590人

54

接客・調理（富山：バーンズ黒部
店）

不問 パート労働者 1,100円～1,100円 21人 食堂，レストラン（専門
料理店を除く）

株式会社あっぷるアイビー  黒部市 他
2人 750人

55

接客・調理（富山：バーンズ魚津
店）

不問 パート労働者 1,000円～1,000円 15人 食堂，レストラン（専門
料理店を除く）

株式会社あっぷるアイビー  魚津市 他
3人 750人

53

フロントスタッフ（コバック黒部
店／パートタイム）

40歳以下 パート労働者 950円～1,100円 8人 自動車整備業

株式会社　ラッドライド  黒部市 日祝他
2人 27人
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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　　８月　　１日　～　　８月　　５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。

(1)13時00分～22時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)17時00分～22時00分 実費支給（上限あり） 20人 労災

日額　400円まで
富山県下新川郡朝日町湯ノ瀬１番 0765-84-8111 毎　週 16040- 3985421

(1)11時00分～15時00分
雇用期間の定めなし (2)18時00分～21時00分 なし 5人 労災

富山県黒部市石田６７８１－３ 0765-57-3900 又は11時00分～21時00分 毎　週 16040- 3992521

(1)11時00分～15時00分
雇用期間の定めなし (2)18時00分～21時00分 なし 5人 労災

富山県黒部市石田６７８１－３ 0765-57-3900 又は11時00分～21時00分 毎　週 16040- 3993421

(1)8時30分～12時30分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限あり） 76人 雇用・労災・健康・厚生

月額　22,500円まで
富山県黒部市宇奈月町下立３７ 0765-65-1180 毎　週 16040- 3995621

(1)8時30分～13時00分
雇用期間の定めなし (2)12時00分～16時30分 実費支給（上限あり） 15人 労災

(3)8時30分～16時30分 月額　12,000円まで
富山県黒部市田家新７６５番地２ 0765-56-5703 毎　週 16040- 3999721

(1)11時00分～14時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 15人 労災

月額　12,000円まで
富山県黒部市田家新７６５番地２ 0765-56-5703 毎　週 16040- 4002621

(1)8時00分～14時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 15人 労災

月額　12,000円まで
富山県黒部市田家新７６５番地２ 0765-56-5703 毎　週 16040- 4003921

(1)8時30分～15時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 16人 雇用・労災

月額　12,000円まで
富山県黒部市田家新７６５番地２ 0765-56-5703 毎　週 16040- 4004121

(1)8時00分～13時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限あり） 25人 雇用・労災

月額　13,400円まで
富山県魚津市本町１丁目４－９ 0765-22-0469 その他 16040- 4006721

(1)8時00分～12時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 1人 雇用・労災

月額　8,000円まで
富山県魚津市北鬼江２丁目１２－ 0765-24-0301 なし 年2回（前年度実績）200,000円～200,000円 16040- 4015721

(1)9時00分～16時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） なし 17人 労災

富山県魚津市上村木２丁目１４２ 0765-22-4889 毎　週 16040- 4016821

(1)14時45分～19時15分
雇用期間の定めなし (2)8時45分～12時15分 実費支給（上限あり） 4人 雇用・労災

月額　10,000円まで
富山県下新川郡朝日町泊４５５－ 0765-82-0204 その他 16040- 4017221

(1)8時45分～12時00分
雇用期間の定めなし (2)14時45分～19時00分 実費支給（上限あり） 4人 労災

月額　10,000円まで
富山県下新川郡朝日町泊４５５－ 0765-82-0204 又は14時00分～16時00分 その他 年3回（前年度実績）140,000円～140,000円 16040- 4018521

(1)9時00分～16時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） なし 17人 労災

富山県魚津市上村木２丁目１４２ 0765-22-4889 毎　週 16040- 4020921

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） なし 17人 労災

富山県魚津市上村木２丁目１４２ 0765-22-4889 又は8時30分～17時30分の 毎　週 16040- 4021121

(1)9時00分～16時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 16人 雇用・労災

月額　10,000円まで
富山県下新川郡朝日町道下８４７ 0765-83-9558 毎　週 16040- 4022021

雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 130人 雇用・労災
月額　5,000円まで

富山県魚津市三ケ７３９－１ 0765-22-5252 又は8時00分～17時00分の その他 16040- 4034521

(1)7時30分～12時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 実費支給（上限あり） 3人 雇用・労災

月額　18,000円まで
富山県黒部市荒俣１８８２番地１ 0765-56-9730 毎　週 16040- 4039121

(1)9時30分～15時30分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限なし） 6人 雇用・労災

富山県黒部市三日市２０番地（黒 0765-57-3311 毎　週 16040- 4040821

(1)7時50分～15時35分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限あり） 34人 雇用・労災・健康・厚生

日額　2,600円まで
富山県魚津市本江字中の坪１００ 0765-22-0300 毎　週 年2回（前年度実績） 16040- 4044321

92

郵便物の配達 不問 パート労働者 1,000円～1,000円 83人 郵便局

日本郵便株式会社　郵便事業総本
部　魚津郵便局

 魚津市 他
3人 84人

90

清掃作業 不問 パート労働者 901円～901円 3人 建物サービス業

黒部クリーンアンドグリーンサー
ビス　株式会社（ＹＫＫグルー

 黒部市 土日祝他
1人 85人

91

ケーブルテレビの管理業務・事務 不問 パート労働者 950円～950円 8人 民間放送業（有線放送業
を除く）

株式会社新川コミュニティ放送  下新川郡入善
町

水土日他
1人 16人

88

電子部品の検査及び組立 不問 パート労働者 877円～950円 37人 電子デバイス製造業

株式会社　テクノ・クレスト  下新川郡朝日
町

土日祝他
1人 46人

89

クリーニング工員（魚津） 不問 パート労働者 880円～880円 170人 洗濯業

株式会社　富山第一ドライクリー
ニング

 魚津市 日祝他
1人 170人

86

ルート配送 不問 パート労働者 900円～900円 22人 各種物品賃貸業

株式会社ダスキン北陸　魚津営業
所

 魚津市 土日祝他
1人 175人

87

クリーンスタッフ 不問 パート労働者 900円～900円 22人 各種物品賃貸業

株式会社ダスキン北陸　魚津営業
所

 魚津市 他
1人 175人

84

歯科助手 不問 パート労働者 1,000円～1,200円 9人 歯科診療所

大菅歯科医院  下新川郡朝日
町

日祝
1人 9人

85

歯科衛生士 不問 パート労働者 1,200円～2,000円 9人 歯科診療所

大菅歯科医院  下新川郡朝日
町

日祝他
1人 9人

82

看護師 59歳以下 パート労働者 1,200円～1,300円 1人 一般診療所

医療法人社団　大崎医院  魚津市 日祝
1人 1人

83

ルート配送 不問 パート労働者 900円～900円 22人 各種物品賃貸業

株式会社ダスキン北陸　魚津営業
所

 魚津市 土日祝他
1人 175人

80

清掃員【優悠庵】 不問 パート労働者 900円～900円 16人 老人福祉・介護事業

有限会社　隠居くらぶ  黒部市 他
1人 33人

81

調理員 不問 パート労働者 900円～920円 25人 児童福祉事業

社会福祉法人　魚津保育会　魚津
こども園

 魚津市 日祝他
1人 96人

78

調理補助【デイサービス隠居くら
ぶ】

不問 パート労働者 1,000円～1,000円 17人 老人福祉・介護事業

有限会社　隠居くらぶ  黒部市 日他
1人 33人

79

調理員【デイサービス隠居くら
ぶ】

不問 パート労働者 1,050円～1,050円 17人 老人福祉・介護事業

有限会社　隠居くらぶ  黒部市 他
1人 33人

76

看護師・准看護師（デイサービ
ス）

不問 パート労働者 1,300円～1,300円 104人 老人福祉・介護事業

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 土日他
1人 132人

77

看護職員【デイサービス隠居くら
ぶ】

不問 パート労働者 1,500円～1,500円 17人 老人福祉・介護事業

有限会社　隠居くらぶ  黒部市 日他
2人 33人

74

ホール接客係 不問 パート労働者 950円～1,100円 6人 食堂，レストラン（専門
料理店を除く）

株式会社　マハロ（モルトボー
ノ）

 黒部市 他
2人 16人

75

調理補助 不問 パート労働者 950円～1,100円 6人 食堂，レストラン（専門
料理店を除く）

株式会社　マハロ（モルトボー
ノ）

 黒部市 他
2人 16人

73

サービススタッフ 不問 パート労働者 900円～1,000円 29人 旅館，ホテル

小川温泉開発　株式会社  下新川郡朝日
町

他
1人 29人
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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　　８月　　１日　～　　８月　　５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。

(1)8時00分～16時30分
雇用期間の定めなし (2)17時00分～10時00分 実費支給（上限なし） 13人 労災

(3)8時00分～13時00分
富山県魚津市本江１０３０番地 0765-22-8938 毎　週 年2回（前年度実績）5,000円～50,000円 16040- 4055121

(1)9時00分～12時10分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)13時00分～17時10分 実費支給（上限あり） 11人 雇用・労災

月額　10,000円まで
富山県黒部市荒俣２０５番地 0765-56-8372 毎　週 16040- 4073821

(1)8時00分～15時30分
雇用期間の定めなし (2)8時00分～12時00分 なし 2人 雇用・労災

富山県魚津市上口２－４－１７ 0765-24-4447 その他 16040- 4080721

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） なし 8人 労災

富山県下新川郡入善町入膳３４８ 0765-72-1190 又は8時30分～17時00分の 毎　週 16040- 4082221

(1)9時30分～16時00分
雇用期間の定めなし (2)14時00分～19時00分 実費支給（上限あり） 4人 雇用・労災

(3)9時30分～17時00分 月額　10,000円まで
富山県魚津市北鬼江２－１８－１ 0765-32-4620 その他 年2回（前年度実績）160,000円～160,000円 16040- 4083521

(1)9時00分～16時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 13人 雇用・労災・健康・厚生

月額　15,000円まで
富山県黒部市生地神区３７０ 0765-56-5166 毎　週 16040- 4086621

(1)9時00分～13時30分
雇用期間の定めなし (2)8時30分～13時00分 実費支給（上限あり） 11人 労災

月額　5,000円まで
富山県魚津市吉島５５２番地８ 0765-22-5789 毎　週 年2回（前年度実績）20,000円～20,000円 16040- 4088121

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

富山県黒部市若栗２１６３ 0765-52-0046 又は8時00分～16時45分の その他 16040- 4092421

(1)9時45分～18時45分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)10時15分～19時15分 実費支給（上限あり） 8人 雇用・労災・健康・厚生

日額　500円まで
富山県魚津市吉島９２８ 0765-22-1411 又は9時45分～19時15分の 毎　週 16040- 4103721

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限あり） 73人 労災
月額　10,000円まで

富山県魚津市大光寺２８７ 0765-22-1567 又は6時30分～18時30分の その他 年2回（前年度実績） 16040- 4116321

(1)9時00分～14時30分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限あり） 32人 雇用・労災

月額　13,400円まで
富山県魚津市吉島７２９ 0765-22-0802 その他 16040- 4124321

(1)7時30分～11時30分
雇用期間の定めなし (2)7時30分～11時00分 実費支給（上限あり） 8人 労災

(3)8時30分～11時30分 月額　15,000円まで
富山県下新川郡朝日町山崎４４２ 0765-84-8989 毎　週 16040- 4131421

(1)8時30分～12時30分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 5人 労災

月額　10,000円まで
富山県黒部市荻生６６７５番地５ 0765-54-1800 毎　週 16040- 4132321

(1)9時00分～16時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 14人 労災

月額　20,000円まで
富山県黒部市新牧野３４９　ユ 0765-57-3070 毎　週 16040- 4135121

(1)7時30分～12時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 8人 労災

月額　5,000円まで
富山県下新川郡朝日町山崎４４２ 0765-84-8989 毎　週 16040- 4136021

(1)6時00分～8時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 14人 労災

月額　20,000円まで
富山県黒部市新牧野３４９　ユ 0765-57-3070 毎　週 16040- 4137721

(1)8時30分～17時30分
雇用期間の定めなし (2)9時30分～18時30分 実費支給（上限あり） 14人 労災

月額　20,000円まで
富山県黒部市新牧野３４９　ユ 0765-57-3070 毎　週 16040- 4139221

(1)13時00分～22時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)16時00分～22時00分 実費支給（上限あり） 21人 労災

月額　10,000円まで
富山県黒部市宇奈月温泉５３ 0765-62-1234 毎　週 16040- 4141921

(1)5時00分～8時00分
雇用期間の定めなし (2)6時00分～9時00分 実費支給（上限あり） 2人 労災

(3)7時00分～10時00分 月額　15,000円まで
富山県下新川郡朝日町山崎４４２ 0765-84-8989 毎　週 16040- 4142121

(1)9時00分～12時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)14時00分～17時00分 実費支給（上限あり） 140人 労災

月額　10,300円まで
富山県魚津市住吉２３６ 0765-24-3800 毎　週 16040- 4144721

112

介護補助（新川病院または新川老
人保健施設）

60歳以上 パート労働者
交替制あ

り
1,300円～1,300円 170人 病院

医療法人社団　福寿会（新川病
院、平井整形外科医院、新川老人

 魚津市 日他
1人 170人

110

フロント・サービススタッフ 不問 パート労働者
交替制あ

り
1,000円～1,125円 50人 旅館，ホテル

株式会社　宇奈月延対寺荘  黒部市 他
2人 50人

111

日常清掃【黒部川水力センター】 不問 パート労働者 950円～1,000円 2人 建物サービス業

株式会社　谷口美装  黒部市 土日祝
2人 223人

108

食事の準備（しんせい花の丘） 64歳以下 パート労働者 880円～880円 14人 その他の社会保険・社会
福祉・介護事業

有限会社　真成  黒部市 他
1人 110人

109

介護職【しんせい花の丘／黒部
市】（土日祝日勤務）

64歳以下 パート労働者
交替制あ

り
900円～1,000円 14人 その他の社会保険・社会

福祉・介護事業
有限会社　真成  黒部市

月火水木
金他

1人 110人

106

介護補助【しんせい花の丘／黒部
市】

64歳以下 パート労働者 880円～880円 14人 その他の社会保険・社会
福祉・介護事業

有限会社　真成  黒部市 他
1人 110人

107

清掃【特別養護老人ホーム越之
湖】

不問 パート労働者
交替制あ

り
880円～880円 8人 建物サービス業

株式会社　谷口美装  黒部市 日他
2人 223人

104

日常的清掃【黒部峡谷鉄道株式会
社本社社屋】

59歳以下 パート労働者
交替制あ

り
900円～920円 25人 建物サービス業

株式会社　谷口美装  黒部市 日他
2人 223人

105

病院洗濯員 不問 パート労働者 950円～950円 5人 建物サービス業

有限会社さくらい愛護会  黒部市
月水土日
祝他

1人 5人

102

介護職・看護助手 不問 パート労働者 880円～1,200円 113人 病院

医療法人社団　弘仁会　魚津緑ヶ
丘病院

 魚津市 他
4人 113人

103

調理員 不問 パート労働者 950円～1,000円 34人 児童福祉事業

社会福祉法人　吉島保育園  魚津市 日祝他
1人 34人

100

製袋工 64歳以下 パート労働者 1,000円～1,000円 22人 プラスチックフィルム・
シート・床材・合成皮革

吉沢工業　株式会社  黒部市 日他
2人 22人

101

品出し業務／接客及びレジ応対／
レジ応対及び品出し

不問 パート労働者
交替制あ

り
910円～1,130円 22人 機械器具小売業（自動

車，自転車を除く）
北信越ジョーシン株式会社　魚津
営業部

 魚津市 他
1人 640人

98

介護職員 不問 パート労働者 1,100円～1,200円 35人 一般診療所

医療法人社団亮之会　むらおかク
リニック

 黒部市 日祝他
2人 35人

99

介護職 69歳以下 パート労働者 1,100円～1,100円 13人 老人福祉・介護事業

特定非営利活動法人　無漏路  魚津市 土他
1人 13人

96

ホームヘルパー 不問 パート労働者 1,150円～1,250円 9人 農林水産業協同組合（他
に分類されないもの）

みな穂農業協同組合  下新川郡入善
町

他
2人 192人

97

エステティシャン 不問 パート労働者 950円～950円 4人 美容業

株式会社　ソフィア 
エステティックジュビラン　プラ

 魚津市 日祝他
1人 4人

94

部品の組付・検査（本社） 不問 パート労働者 920円～1,000円 18人 建設用・建築用金属製品
製造業（製缶板金業を含

有限会社　木島アルミ建材  黒部市 土日祝他
1人 34人

95

カニ加工 不問 パート労働者 877円～877円 2人 水産食料品製造業

株式会社　松倉水産  魚津市 日他
3人 2人

93

看護師 64歳以下 パート労働者
交替制あ

り
1,000円～1,200円 27人 老人福祉・介護事業

八光エステイト　有限会社  魚津市 他
1人 50人
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(1)9時00分～12時00分
雇用期間の定めなし (2)14時00分～17時00分 実費支給（上限あり） 140人 労災

月額　10,300円まで
富山県魚津市住吉２３６ 0765-24-3800 毎　週 16040- 4145821

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限あり） 140人 労災
月額　10,300円まで

富山県魚津市住吉２３６ 0765-24-3800 又は7時30分～18時30分の 毎　週 年2回（前年度実績） 16040- 4147521

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限あり） 140人 労災
月額　10,300円まで

富山県魚津市住吉２３６ 0765-24-3800 又は7時30分～18時30分の 毎　週 年2回（前年度実績） 16040- 4150121

雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 140人 労災
月額　10,300円まで

富山県魚津市住吉２３６ 0765-24-3800 又は7時30分～18時30分の 毎　週 年2回（前年度実績） 16040- 4152721

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限あり） 140人 労災
月額　10,300円まで

富山県魚津市住吉２３６ 0765-24-3800 又は7時30分～18時30分の 毎　週 年2回（前年度実績） 16040- 4156421

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限あり） 140人 労災
月額　10,300円まで

富山県魚津市住吉２３６ 0765-24-3800 又は7時30分～18時30分の 毎　週 年2回（前年度実績） 16040- 4159921

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限なし） 133人 労災

富山県魚津市住吉６００番地 0765-23-4111 又は7時30分～0時15分の 毎　週 16040- 4162221

(1)8時30分～17時15分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 89人 雇用・労災

月額　10,000円まで
富山県黒部市荻生６６７５－５ 0765-54-1800 毎　週 16040- 4175921

(1)8時30分～17時15分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 89人 雇用・労災

月額　10,000円まで
富山県黒部市荻生６６７５－５ 0765-54-1800 毎　週 16040- 4176121

(1)8時30分～17時15分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 89人 雇用・労災

月額　10,000円まで
富山県黒部市荻生６６７５－５ 0765-54-1800 毎　週 16040- 4177021

雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 8人 雇用・労災
月額　10,000円まで

富山県黒部市堀高９４－１ 0765-54-2218 又は9時30分～19時00分の その他 16040- 4185021

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

富山県黒部市堀高９４－１ 0765-54-2218 又は9時30分～19時00分の その他 16040- 4187821

(1)6時00分～9時30分
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)16時00分～20時00分 実費支給（上限あり） 1人 労災

月額　9,000円まで
富山県下新川郡入善町浦山新２２ 0765-78-1131 毎　週 16040- 4197221

(1)7時00分～9時00分
雇用期間の定めなし なし 10人 労災

富山県魚津市吉島２－１－１ 0765-22-9207 毎　週 16040- 4202521

(1)8時00分～12時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限あり） 6人 労災

月額　10,000円まで
富山県魚津市吉島２－１－１ 0765-22-9207 毎　週 16040- 4205621

(1)8時30分～12時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限あり） 572人 労災

月額　20,000円まで
富山県黒部市三日市１１０８－１ 0765-54-2211 毎　週 年2回（前年度実績） 16040- 4207121

(1)8時30分～13時30分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)9時00分～12時30分 実費支給（上限あり） 572人 労災

月額　20,000円まで
富山県黒部市三日市１１０８－１ 0765-54-2211 毎　週 年2回（前年度実績） 16040- 4208021

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限あり） 572人 雇用・労災・健康・厚生
月額　20,000円まで

富山県黒部市三日市１１０８－１ 0765-54-2211 又は8時30分～17時00分の 毎　週 年2回（前年度実績） 16040- 4209721

(1)8時30分～17時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 実費支給（上限あり） 1,151人 雇用・労災・健康・厚生

月額　18,400円まで
富山県黒部市吉田２００ 0765-54-8066 毎　週 16040- 4220621

(1)9時00分～13時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限あり） 76人 労災

月額　22,500円まで
富山県黒部市宇奈月町下立３７ 0765-65-1180 毎　週 16040- 4225821

132

介護補助員（小規模多機能ホーム
かたかご）

不問 パート労働者 1,000円～1,000円 104人 老人福祉・介護事業

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
1人 132人

130

薬剤師 不問 パート労働者 1,158円～1,700円 721人 病院

黒部市民病院  黒部市 土日祝他
1人 938人

131

カフェスタッフ 不問 パート労働者 900円～900円 3,526人 装身具・装飾品・ボタ
ン・同関連品製造業（貴

ＹＫＫ株式会社　黒部事業所  黒部市 他
1人 4,577人

128

看護師 不問 パート労働者 1,180円～1,300円 721人 病院

黒部市民病院  黒部市 土日祝他
1人 938人

129

診療放射線技師 不問 パート労働者 1,090円～1,274円 721人 病院

黒部市民病院  黒部市 土日祝他
1人 938人

126

清掃スタッフ（入善） 不問 パート労働者 1,000円～1,000円 12人 建物サービス業

株式会社　美来  下新川郡入善
町

他
1人 200人

127

清掃スタッフ／黒部市 不問 パート労働者 880円～880円 6人 建物サービス業

株式会社　美来  黒部市 土日他
1人 200人

124

美容師（美容室ＬＩＤＯ堀高店） 不問 パート労働者 877円～1,000円 6人 美容業

ＬＩＤＯグループ（ＬＩＤＯグ
ループ美容師組合）

 黒部市 日他
1人 31人

125

世話人（石田の家） 不問 パート労働者 880円～880円 3人 障害者福祉事業

社会福祉法人　新川むつみ園  黒部市 他
1人 118人

122

介護・看護助手 不問 パート労働者 1,000円～1,200円 93人 病院

医療法人社団平成会　桜井病院  黒部市 他
2人 93人

123

美容師（美容室ＬＩＤＯ本江店） 不問 パート労働者 877円～1,000円 8人 美容業

ＬＩＤＯグループ（ＬＩＤＯグ
ループ美容師組合）

 魚津市 日他
1人 31人

120

准看護師 不問 パート労働者 1,300円～1,400円 93人 病院

医療法人社団平成会　桜井病院  黒部市 他
2人 93人

121

看護師 不問 パート労働者 1,400円～1,500円 93人 病院

医療法人社団平成会　桜井病院  黒部市 他
2人 93人

118

看護師（新川病院または新川老人
保健施設）

60歳以上 パート労働者 1,200円～1,200円 170人 病院

医療法人社団　福寿会（新川病
院、平井整形外科医院、新川老人

 魚津市 他
1人 170人

119

売場スタッフ 不問 パート労働者 930円～930円 140人 百貨店，総合スーパー

ＵＤリテール株式会社　ＭＥＧＡ
ドン・キホーテＵＮＹ魚津店

 魚津市 他
2人 9,746人

116

介護職員（介護福祉士）（新川病
院または新川老人保健施設）

59歳以下 パート労働者 1,040円～1,040円 170人 病院

医療法人社団　福寿会（新川病
院、平井整形外科医院、新川老人

 魚津市 他
1人 170人

117

准看護師（新川病院または新川老
人保健施設）

60歳以上 パート労働者 1,150円～1,150円 170人 病院

医療法人社団　福寿会（新川病
院、平井整形外科医院、新川老人

 魚津市 他
1人 170人

114

介護職員（新川病院または新川老
人保健施設）

60歳以上 パート労働者 1,000円～1,000円 170人 病院

医療法人社団　福寿会（新川病
院、平井整形外科医院、新川老人

 魚津市 他
1人 170人

115

介護職員（介護福祉士）（新川病
院または新川老人保健施設）

60歳以上 パート労働者 1,040円～1,040円 170人 病院

医療法人社団　福寿会（新川病
院、平井整形外科医院、新川老人

 魚津市 他
1人 170人

113

介護補助（新川病院または新川老
人保健施設）

59歳以下 パート労働者
交替制あ

り
1,300円～1,300円 170人 病院

医療法人社団　福寿会（新川病
院、平井整形外科医院、新川老人

 魚津市 日他
1人 170人
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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。

(1)21時45分～8時15分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限あり） 76人 労災

月額　22,500円まで
富山県黒部市宇奈月町下立３７ 0765-65-1180 毎　週 16040- 4226221

(1)9時00分～11時30分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)14時00分～16時30分 実費支給（上限あり） 76人 労災

月額　22,500円まで
富山県黒部市宇奈月町下立３７ 0765-65-1180 毎　週 16040- 4227521

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 実費支給（上限あり） 15人 雇用・労災
月額　20,000円まで

富山県魚津市横枕６４７－１ 0765-24-7477 又は9時00分～14時50分の 毎　週 16040- 4244421

(1)8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 実費支給（上限なし） 3人 雇用・労災

富山県滑川市下島１０３－２ 0765-32-3993 毎　週 16070- 2498921

(1)5時30分～9時30分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)6時00分～10時00分 実費支給（上限なし） 8人 雇用・労災

石川県金沢市西念３丁目１１番３ 076-222-9908 毎　週 17010-18600321

(1)8時00分～12時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)13時00分～17時00分 なし 70人 雇用・労災

石川県野々市市稲荷２丁目１７６ 076-246-8711 毎　週 17080- 6418221

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

石川県野々市市稲荷２丁目１７６ 076-246-8711 毎　週 17080- 6420321

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

石川県野々市市稲荷２丁目１７６ 076-246-8711 毎　週 17080- 6421621

(1)17時00分～20時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 実費支給（上限あり） 24人 労災

月額　7,900円まで
福井県坂井市丸岡町玄女１４－１ 0776-67-3400 その他 18040- 4020521

(1)9時00分～15時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)17時00分～21時00分 実費支給（上限あり） 14人 労災

(3)21時00分～0時00分 月額　10,000円まで
滋賀県彦根市松原町１８８０－５ 0749-22-5095 又は9時00分～0時00分の 毎　週 25030- 6239521

(1)6時00分～12時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)8時00分～14時00分 実費支給（上限あり） 10人 雇用・労災

(3)8時30分～14時30分 月額　16,000円まで
大阪府大阪市中央区久太郎町２丁 06-6267-7177 その他 27010-39230021

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 実費支給（上限なし） 49人 労災

大阪府吹田市江坂町１－２２－２ 06-6368-1020 又は9時00分～22時30分の その他 27060-24422221

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

大阪府藤井寺市春日丘３－１２－ 072-952-3667 又は8時00分～19時30分の その他 27120-10001721

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

大阪府藤井寺市春日丘３－１２－ 072-952-3667 又は8時30分～19時00分の その他 27120-10465821

145

理容師　「理容プラージュ魚津
店」

不問 パート労働者 1,100円～1,100円 9人 理容業

阪南理美容　株式会社　　　（店
名：プラージュ）

 魚津市 他
2人 6,000人

146

スタイリスト「美容プラージュ魚
津アップルヒル店」

不問 パート労働者 1,100円～1,100円 6人 理容業

阪南理美容　株式会社　　　（店
名：プラージュ）

 魚津市 他
2人 6,000人

143

特別養護老人ホームでの調理補助
（富山県下新川郡）

不問 パート労働者
交替制あ

り
1,000円～1,200円 10人 食堂，レストラン（専門

料理店を除く）
株式会社　トージツフーズ  下新川郡入善

町
他

2人 277人

144

キッチン・ホールスタッフ（スシ
ロー魚津店　５２１）

不問 パート労働者
交替制あ

り
1,000円～1,000円 80人 すし店

株式会社　あきんどスシロー  魚津市 他
5人 46,138人

142

ホール・キッチン（ココス　魚津
アップルヒル店）

不問 パート労働者 950円～1,000円 19人 食堂，レストラン（専門
料理店を除く）

株式会社　ファイブスター  魚津市 他
3人 2,200人

140

病院内清掃業務（池田リハビリ
テーション病院）

不問 パート労働者 1,000円～1,000円 4人 その他の専門サービス業

株式会社　ダスキンヘルスケア北
陸

 黒部市 日他
1人 270人

141

レジ担当（コメリ黒部店）アルバ
イト

不問 パート労働者 950円～1,000円 35人 他に分類されない小売業

株式会社コメリ　北陸ストアサ
ポートセンター

 黒部市 他
1人 11,465人

138

病院内清掃業務（黒部市民病院
内）

不問 パート労働者 1,000円～1,000円 80人 その他の専門サービス業

株式会社　ダスキンヘルスケア北
陸

 黒部市 他
1人 270人

139

滅菌業務（黒部市民病院） 不問 パート労働者 970円～970円 65人 その他の専門サービス業

株式会社　ダスキンヘルスケア北
陸

 黒部市 土日祝
1人 270人

136

交通誘導員（パートタイム／黒部
営業所）

不問 パート労働者 1,000円～1,250円 16人 警備業

高誘警備　株式会社  黒部市 日他
10人 16人

137

調理補助（越野荘） 不問 パート労働者
交替制あ

り
900円～1,000円 8人 その他の飲食料品小売業

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 50,148人

134

入浴専門職員（パート） 不問 パート労働者 1,200円～1,200円 104人 老人福祉・介護事業

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 土日祝他
1人 132人

135

アルミサッシの簡単な加工、部品
付け及び梱包作業

不問 パート労働者 1,000円～1,000円 53人 建設用・建築用金属製品
製造業（製缶板金業を含

株式会社　石崎建材社  魚津市 日祝他
2人 64人

133

夜勤専従介護職員 18歳以上 パート労働者 1,000円～1,200円 104人 老人福祉・介護事業

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
1人 132人

基本コース

★日　程★

　８月　２４日　（水） 　９：３０　～　１１：３０ 新川文化ホール　１０４会議室

　　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。

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

魚
津
駅

MEGAドンキ

ウェルシア

吉島西

ミラージュ

ホール前

８

アップル

ヒル

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
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