
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

0人
管理，補助的経済活動を行う事業所（９２その他の事業サービス業

(1)8時00分～17時00分 175,000円～250,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)11時30分～20時30分 0人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし）
196人

13010- 4995831
1人 無機化学工業製品製造業

260,000円～340,000円
雇用期間の定めなし 0人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　30,000円まで 72人
年2回（前年度実績） 13070- 4299531

1,027人 他に分類されない小売業
(1)8時45分～18時00分 193,000円～197,000円

雇用期間の定めなし (2)10時45分～20時00分 594人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)12時00分～21時15分 実費支給（上限あり） 拠出
月額　9,200円まで 11,465人
年2回（前年度実績） 15070-  691331

1,027人 他に分類されない小売業
(1)8時45分～18時00分 193,000円～197,000円

雇用期間の定めなし (2)10時45分～20時00分 594人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)12時00分～21時15分 実費支給（上限あり） 拠出
月額　9,200円まで 11,465人
年2回（前年度実績） 15070-  692631

1,027人 他に分類されない小売業
(1)8時45分～18時00分 193,000円～197,000円

雇用期間の定めなし (2)10時45分～20時00分 594人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)12時00分～21時15分 実費支給（上限あり） 拠出
月額　9,200円まで 11,465人
年2回（前年度実績） 15070-  693931

1,027人 他に分類されない小売業
(1)8時45分～18時00分 193,000円～197,000円

雇用期間の定めなし (2)10時45分～20時00分 594人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)12時00分～21時15分 実費支給（上限あり） 拠出
月額　9,200円まで 11,465人
年2回（前年度実績） 15070-  694131

7人 海面漁業
(1)0時00分～9時00分 200,000円～230,000円

雇用期間の定めなし 0人 雇用・労災・健康・厚生
なし

7人
年2回（前年度実績）200,000円～500,000円 16040-  377131

44人 パン・菓子製造業
(1)9時00分～18時00分 180,000円～190,000円

雇用期間の定めなし 25人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 57人
年1回（前年度実績）10,000円～100,000円 16040-  378031

26人 一般乗用旅客自動車運送業
(1)7時00分～18時00分 157,084円～157,084円

雇用期間の定めなし (2)6時30分～18時00分 5人 雇用・労災・健康・厚生
(3)6時00分～13時15分 一定額

日額　200円まで 26人
16040-  383631

11人 建設用・建築用金属製品製造業（製缶板金業を含む）

(1)8時00分～17時00分 185,000円～215,000円
雇用期間の定めなし (2)8時00分～18時00分 5人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 11人
年2回（前年度実績） 16040-  386031

20人 建設用・建築用金属製品製造業（製缶板金業を含む）

(1)8時00分～17時00分 185,000円～300,000円
雇用期間の定めなし 4人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限なし）
49人

年2回（前年度実績） 16040-  387831
47人 金属加工機械製造業

(1)8時00分～16時45分 150,000円～220,000円
雇用期間の定めなし 12人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 121人
年2回（前年度実績） 16040-  388231

1人 精穀・製粉業
(1)8時30分～17時30分 170,000円～170,000円

雇用期間の定めなし 1人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 3人
年1回（前年度実績）30,000円～50,000円 16040-  389531

721人 病院
(1)5時00分～13時45分 147,900円～152,700円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 572人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）

又は4時30分～20時30分 月額　20,000円まで 948人
年2回（前年度実績） 16040-  392931

22人 建設用・建築用金属製品製造業（製缶板金業を含む）

(1)8時00分～17時00分 180,000円～350,000円
雇用期間の定めなし 6人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 29人
年2回（前年度実績） 16040-  393131

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

雇用期間の定めなし 23人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限なし）
167人

年2回（前年度実績） 16040-  397531

 魚津市 日他
1人

東京都渋谷区広尾１－４－６

 魚津市 他
3人

東京都千代田区外神田１丁目１８
番１３号

03-6859-6563 毎　週

【先週１週間　　１月　１０日　～　１月　１３日に受理】

賃金

通勤手当

賞与（前年度実績）

1

コールセンターオペレーター兼事
務員／契約社員／魚津市

不問 正社員以外
交替制あ
り

株式会社　エスプールグローカル

 黒部市 他
1人

新潟県新潟市南区清水４５０１番
地１

025-371-4115 その他

1人
新潟県新潟市南区清水４５０１番
地１

025-371-4115 その他

4

店舗販売職／地域正社員（ホーム
社員）

59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社　コメリ

03-3444-0233 その他

3

店舗販売職／地域正社員（ホーム
社員）

59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社　コメリ  魚津市 他

2

【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

高千穂化学工業株式会社

025-371-4115 その他

6

店舗販売職／地域正社員（ホーム
社員）

59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社　コメリ  下新川郡入
善町

他

5

店舗販売職／地域正社員（ホーム
社員）

59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社　コメリ  黒部市 他
1人

新潟県新潟市南区清水４５０１番
地１

 黒部市 日祝他
1人

富山県黒部市石田１１６８－１７

 黒部市 日
1人

富山県黒部市植木１５６　ブライ
トホームズＢー７

090-5175-
3623

その他

1人
新潟県新潟市南区清水４５０１番
地１

025-371-4115 その他

7

定置網漁業 18歳以上 正社員

株式会社　鷹野定置網

 魚津市 日他
1人

富山県魚津市横枕６４５ 0765-22-8444 その他

2人
富山県下新川郡朝日町泊４３２－
１

0765-83-0271 その他

10

金属曲げ加工品の製造 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社アイ・ケー技工

0765-32-3321 その他

9

タクシー乗務員 64歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

有限会社　黒東自動車商会  下新川郡朝
日町

他

8

パン製造員（包装部門）【９：０
０～１８：００】

64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　東京ブレッド

0765-22-3694 その他

12

検査・仕上 35歳以下 正社員

カナヤママシナリー　株式会社  黒部市 日他

11

搬入・組立・施工業務 44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　広浜  魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市川縁５－７

 黒部市 他
1人

富山県黒部市三日市１１０８－１

 黒部市 土日祝他
1人

富山県黒部市石田１１６８－１７ 0765-32-5820 毎　週

1人
富山県黒部市沓掛３２５９ 0765-52-0888 毎　週

13

経理事務 不問 正社員
交替制あ
り

株式会社ＳＳ製粉

 下新川郡入
善町

土日他
1人

富山県下新川郡入善町下飯野２３
２番地の５

0765-76-0023 毎　週

1人
富山県黒部市沓掛３２５９－２０ 0765-54-0766 その他

16

営業事務 59歳以下 正社員

株式会社ウーケ

0765-54-2211 毎　週

15

機械工 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

有限会社　晴まき鉄工所  黒部市 日祝他

14

給食調理スタッフ 不問 正社員以外

黒部市民病院

℡ 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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3人 耕種農業
(1)8時00分～17時00分 160,000円～220,000円

雇用期間の定めなし 1人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　5,000円まで 3人

16040-  398431
11,052人 他に分類されない事業サービス業

(1)8時30分～17時30分 215,000円～325,000円
雇用期間の定めなし 2,968人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限なし）
11,900人

27020- 4423031
11,052人 他に分類されない事業サービス業

(1)8時30分～17時30分 215,000円～325,000円
雇用期間の定めなし 2,968人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限なし）
11,900人

27020- 4424831
22人 旅館，ホテル

(1)5時00分～14時00分 300,000円～400,000円
雇用期間の定めなし (2)14時00分～23時00分 13人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし）
又は5時00分～23時00分 15,203人

年2回（前年度実績） 13040- 7671631
3人 土木建築サービス業

(1)8時15分～17時15分 237,000円～437,000円
雇用期間の定めなし 1人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし）
35人

年3回（前年度実績） 16010- 1149331
23人 老人福祉・介護事業

(1)8時00分～17時00分 160,000円～175,000円
雇用期間の定めなし 23人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 50人
年2回（前年度実績） 16020-  693231

16人 機械器具小売業（自動車，自転車を除く）

(1)9時30分～18時00分 265,620円～342,420円
雇用期間の定めなし (2)13時00分～20時15分 7人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)9時30分～20時15分 実費支給（上限あり） 拠出
月額　50,000円まで 270人
年3回（前年度実績） 16020-  716431

16人 機械器具小売業（自動車，自転車を除く）

(1)9時30分～18時00分 197,420円～268,220円
雇用期間の定めなし (2)13時00分～20時15分 7人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)9時30分～20時15分 実費支給（上限あり） 拠出
月額　50,000円まで 270人
年3回（前年度実績） 16020-  717731

16人 機械器具小売業（自動車，自転車を除く）

(1)9時30分～18時00分 176,320円～248,220円
雇用期間の定めなし (2)13時00分～20時15分 7人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)9時30分～20時15分 実費支給（上限あり） 拠出
月額　50,000円まで 270人
年3回（前年度実績） 16020-  718331

16人 機械器具小売業（自動車，自転車を除く）

(1)9時30分～18時00分 176,320円～248,220円
雇用期間の定めなし (2)13時00分～20時15分 7人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)9時30分～20時15分 実費支給（上限あり） 拠出
月額　50,000円まで 270人
年3回（前年度実績） 16020-  720031

15人 機械器具小売業（自動車，自転車を除く）

(1)9時30分～18時00分 265,620円～342,420円
雇用期間の定めなし (2)13時00分～19時15分 6人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)9時30分～19時15分 実費支給（上限あり） 拠出
月額　50,000円まで 270人
年3回（前年度実績） 16020-  725731

15人 機械器具小売業（自動車，自転車を除く）

(1)9時30分～18時00分 197,420円～268,220円
雇用期間の定めなし (2)13時00分～19時15分 6人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)9時30分～19時15分 実費支給（上限あり） 拠出
月額　50,000円まで 270人
年3回（前年度実績） 16020-  726331

15人 機械器具小売業（自動車，自転車を除く）

(1)9時30分～18時00分 176,320円～248,220円
雇用期間の定めなし (2)13時00分～19時15分 6人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)9時30分～19時15分 実費支給（上限あり） 拠出
月額　50,000円まで 270人
年3回（前年度実績） 16020-  727631

15人 機械器具小売業（自動車，自転車を除く）

(1)9時30分～18時00分 176,320円～248,220円
雇用期間の定めなし (2)13時00分～19時15分 6人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)9時30分～19時15分 実費支給（上限あり） 拠出
月額　50,000円まで 270人
年3回（前年度実績） 16020-  728931

0人 不動産代理業・仲介業
(1)8時00分～17時00分 200,000円～250,000円

雇用期間の定めなし (2)17時00分～2時00分 0人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限なし） 給付
又は8時00分～2時00分の 164人

年2回（前年度実績） 16020-  784331
5人 自動車小売業

(1)9時00分～18時00分 200,000円～500,000円
雇用期間の定めなし (2)9時00分～19時00分 2人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　7,200円まで 5人
年2回（前年度実績） 16040-  334631

0765-72-3753 その他

18

（常派）未経験エンジニア（生産
技術・生産管理）

59歳以下 無期雇用派遣労働者

株式会社　スタッフサービス　大
阪第一オフィス

魚津市　他 土日祝他

17

農業作業全般（米・野菜・加工
品）

不問 正社員

株式会社　Ｓｔａｙ　ｇｏｌｄ
てらだファーム

 下新川郡入
善町

日他
1人

富山県下新川郡入善町吉原４９９
２－１

 黒部市 他
2人

東京都品川区大井１丁目３５－３

魚津市　他 土日祝他
2人

大阪府大阪市北区角田町８－１ 
大阪梅田ツインタワーズ・ノース

06-4709-8510 毎　週

2人
大阪府大阪市北区角田町８－１ 
大阪梅田ツインタワーズ・ノース

06-4709-8510 毎　週

19

（常派）電気設備技術者 59歳以下 無期雇用派遣労働者

株式会社　スタッフサービス　大
阪第一オフィス

 下新川郡朝
日町

他
1人

富山県射水市東明七軒５番地１３ 0766-86-8857 毎　週

2人
富山県富山市高屋敷８３３－１ 
タカサンビル２０７号

076-461-5061 毎　週

22

一般事務【グループホームあさ
ひ】

30歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

和カンパニー株式会社

03-3777-5650 その他

21

工事監督支援／土木大型プロジェ
クト：施工管理業務／富山

64歳以下 正社員

株式会社　飛州コンサルタント
富山支店

 魚津市　他 土日祝他

20

調理人スタッフ（宇奈月） 18歳～64歳 正社員
変形（1
年単位）

ルートインジャパン　株式会社
東京本部

0766-57-8181 その他

24

整備士【魚津店】 59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社ピューマ（オートバック
ス）

 魚津市 他

23

自動車検査員【魚津店】 59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社ピューマ（オートバック
ス）

 魚津市 他
1人

富山県射水市戸破１６３７

 魚津市 他
1人

富山県射水市戸破１６３７

 魚津市 他
1人

富山県射水市戸破１６３７ 0766-57-8181 その他

1人
富山県射水市戸破１６３７ 0766-57-8181 その他

25

ピットサービス【魚津店】 59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社ピューマ（オートバック
ス）

 下新川郡入
善町

他
1人

富山県射水市戸破１６３７ 0766-57-8181 その他

1人
富山県射水市戸破１６３７ 0766-57-8181 その他

28

整備士【入善店】 59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社ピューマ（オートバック
ス）

0766-57-8181 その他

27

自動車検査員【入善店】 59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社ピューマ（オートバック
ス）

 下新川郡入
善町

他

26

レジ及び店内販売【魚津店】 59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社ピューマ（オートバック
ス）

0766-57-8181 その他

30

レジ及び店内販売【入善店】 59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社ピューマ（オートバック
ス）

 下新川郡入
善町

他

29

ピットサービス【入善店】 59歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社ピューマ（オートバック
ス）

 下新川郡入
善町

他
1人

富山県射水市戸破１６３７

 魚津市 日祝他
3人

富山県魚津市天神野新７４２

 黒部市 他
2人

富山県高岡市京田６１９ 0766-25-1110 その他

1人
富山県射水市戸破１６３７ 0766-57-8181 その他

31

【オープニングスタッフ】浴場施
設の運営・管理

18歳～39歳 正社員
変形
（1ヶ月

光陽興産　株式会社≪サニーライ
ブグループ≫

090-3888-
0014

毎　週

32

自動車の整備、清掃、商品の管理 59歳以下 正社員

Ｍｉｔｓｕｉ　Ｃｏｒｐｏｒａｔ
ｉｏｎ株式会社
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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　　１月　１０日　～　１月　１３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。

19人 金属素形材製品製造業
(1)8時20分～17時00分 141,400円～181,800円

雇用期間の定めなし 13人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 19人
年2回（前年度実績）60,000円～300,000円 16040-  339231

19人 金属素形材製品製造業
(1)8時20分～17時00分 161,600円～242,400円

雇用期間の定めなし 13人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 19人
年2回（前年度実績）60,000円～300,000円 16040-  340731

47人 電気工事業
(1)8時00分～17時00分 171,600円～264,000円

雇用期間の定めなし 4人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり） 拠出
月額　22,500円まで 78人
年2回（前年度実績） 16040-  341331

47人 電気工事業
(1)8時00分～17時00分 171,600円～264,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 4人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　22,500円まで 78人
年2回（前年度実績） 16040-  342631

3人 精穀・製粉業
(1)13時00分～22時00分 180,000円～180,000円

雇用期間の定めなし (2)8時30分～17時30分 0人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 3人
年1回（前年度実績）50,000円～100,000円 16040-  343931

23人 警備業
(1)8時00分～17時00分 172,000円～172,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)21時00分～6時00分 1人 雇用・労災・健康・厚生
一定額
日額　300円まで 299人

16040-  344131
59人 電気工事業

(1)8時00分～17時00分 245,000円～337,000円
雇用期間の定めなし 15人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり） 拠出
月額　20,000円まで 61人
年2回（前年度実績） 16040-  345031

82人 建設用・建築用金属製品製造業（製缶板金業を含む）

(1)8時20分～17時00分 150,000円～180,000円
雇用期間の定めなし 44人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
日額　250円まで 269人
年2回（前年度実績） 16040-  346831

71人 建設用・建築用金属製品製造業（製缶板金業を含む）

(1)8時20分～17時00分 170,000円～200,000円
雇用期間の定めなし (2)16時20分～1時00分 19人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)0時20分～9時00分 実費支給（上限あり）
日額　250円まで 269人
年2回（前年度実績） 16040-  348531

59人 電気工事業
(1)8時00分～17時00分 295,000円～361,000円

雇用期間の定めなし 15人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり） 拠出
月額　20,000円まで 61人
年2回（前年度実績） 16040-  349431

71人 建設用・建築用金属製品製造業（製缶板金業を含む）

(1)8時20分～17時00分 150,000円～180,000円
雇用期間の定めなし 19人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
日額　250円まで 269人
年2回（前年度実績） 16040-  350631

59人 電気工事業
(1)8時00分～17時00分 241,000円～333,000円

雇用期間の定めなし 15人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり） 拠出
月額　20,000円まで 61人
年2回（前年度実績） 16040-  351931

82人 建設用・建築用金属製品製造業（製缶板金業を含む）

(1)8時20分～17時00分 150,000円～180,000円
雇用期間の定めなし 44人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
日額　250円まで 269人
年2回（前年度実績） 16040-  352131

82人 建設用・建築用金属製品製造業（製缶板金業を含む）

(1)8時20分～17時00分 150,000円～180,000円
雇用期間の定めなし 44人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
日額　250円まで 269人
年2回（前年度実績） 16040-  353031

53人 建設用・建築用金属製品製造業（製缶板金業を含む）

(1)8時00分～17時00分 280,000円～320,000円
雇用期間の定めなし 15人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 64人
年2回（前年度実績） 16040-  354831

6人 綱・網・レース・繊維粗製品製造業

(1)8時30分～17時00分 140,000円～150,000円
雇用期間の定めなし 5人 雇用・労災・健康・厚生

一定額
月額　4,000円まで 8人
年2回（前年度実績） 16040-  358731

 黒部市 土日祝他
1人

富山県魚津市上村木１－２－１０
奥村ビル２Ｆ

0765-32-3466 毎　週

1人
富山県魚津市上村木１－２－１０
奥村ビル２Ｆ

0765-32-3466 毎　週

34

アルミ建材建具の組立・梱包 64歳以下 正社員

有限会社　奥村サッシ

33

アルミ建材建具の組立 64歳以下 正社員

有限会社　奥村サッシ  黒部市 土日祝他

0765-54-5880 その他

36

電気工事士 不問 正社員以外
変形（1
年単位）

株式会社　中西電気  黒部市 日他

35

電気技術者 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　中西電気  黒部市 日他
1人

富山県黒部市新牧野１０３番地

 魚津市 日他
2人

富山県魚津市三ケ９６７番地７

 黒部市 土日祝他
1人

富山県黒部市石田１１６８－１７ 0765-32-5820 毎　週

1人
富山県黒部市新牧野１０３番地 0765-54-5880 その他

37

米粉の製造 不問 正社員
交替制あ
り

株式会社ＳＳ製粉

 黒部市 土日他
1人

富山県黒部市新町１１０番地甲ー
２

0765-52-1330 毎　週

1人
富山県魚津市宮津２３８番地１ 0765-24-0577 その他

40

建材部品の組立（ＹＫＫＡＰ
（株）越湖製造所）

59歳以下 正社員

中野工業　株式会社

0765-23-9058 その他

39

電気工事士・電気設備点検士 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

日本海電業株式会社  魚津市 日祝他

38

交通誘導警備員 18歳以上 正社員以外
変形
（1ヶ月

株式会社　トスネット北陸　魚津
営業所

0765-52-1330 毎　週

42

電気工事施工管理・電気通信工事
施工管理

64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

日本海電業株式会社  魚津市 日祝他

41

アルミ加工・部品付作業（ＹＫＫ
ＡＰ（株）荻生製造所）

18歳～59歳 正社員
交替制あ
り

中野工業　株式会社  黒部市 土日他
2人

富山県黒部市新町１１０番地甲ー
２

 魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市宮津２３８番地１

 黒部市 土日他
2人

富山県黒部市新町１１０番地甲ー
２

0765-52-1330 毎　週

2人
富山県魚津市宮津２３８番地１ 0765-24-0577 その他

43

玄関ドアの組立（ＹＫＫＡＰ
（株）荻生製造所）

59歳以下 正社員

中野工業　株式会社

 黒部市 土日他
2人

富山県黒部市新町１１０番地甲ー
２

0765-52-1330 毎　週

2人
富山県黒部市新町１１０番地甲ー
２

0765-52-1330 毎　週

46

網戸用ネットの検査（ＹＫＫＡＰ
（株）越湖製造所）

59歳以下 正社員

中野工業　株式会社

0765-24-0577 その他

45

部品の仕分け・袋詰め作業（ＹＫ
ＫＡＰ（株）越湖製造所）

59歳以下 正社員

中野工業　株式会社  黒部市 土日他

44

通信工事士・通信設備点検士 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

日本海電業株式会社

0765-24-7477 その他

48

事務補助及び網製造補助 64歳以下 正社員

有限会社　松田漁具店  魚津市 土日祝

47

施工管理 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　石崎建材社  魚津市 日他
2人

富山県魚津市横枕６４７－１

1人
富山県魚津市新角川１－６－５ 0765-24-0480 毎　週

3／10ページ



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　　１月　１０日　～　１月　１３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。

17人 木造建築工事業
(1)8時00分～16時45分 182,500円～316,700円

雇用期間の定めなし 6人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　12,000円まで 17人
年2回（前年度実績）50,000円～700,000円 16040-  360131

8人 一般貨物自動車運送業
(1)8時00分～17時00分 190,000円～300,000円

雇用期間の定めなし (2)8時30分～17時00分 0人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 17人
年2回（前年度実績） 16040-  361031

3人 その他の職別工事業
(1)8時00分～16時30分 190,000円～237,500円

雇用期間の定めなし 0人 雇用・労災
実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 3人

16040-  363231
26人 ガラス・同製品製造業

(1)8時00分～17時00分 213,000円～273,000円
雇用期間の定めなし 22人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 26人
年2回（前年度実績） 16040-  365431

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

雇用期間の定めなし (2)8時30分～12時00分 3人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　31,600円まで 56人
年2回（前年度実績）100,000円～150,000円 16040-  366731

58人 冠婚葬祭業
(1)9時00分～17時30分 158,800円～216,400円

雇用期間の定めなし 20人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり） 拠出・給付
又は8時00分～20時30分 月額　24,000円まで 508人

年2回（前年度実績） 16040-  368631
6人 冠婚葬祭業

(1)9時00分～17時30分 158,800円～216,400円
雇用期間の定めなし (2)12時00分～20時30分 3人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり） 拠出・給付
又は8時00分～20時30分 月額　24,000円まで 508人

年2回（前年度実績） 16040-  369931
58人 冠婚葬祭業

(1)9時00分～17時30分 158,800円～216,400円
雇用期間の定めなし 20人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり） 拠出・給付
月額　24,000円まで 508人
年2回（前年度実績） 16040-  371531

58人 冠婚葬祭業
(1)9時00分～17時00分 177,000円～177,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)19時00分～7時00分 20人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　11,500円まで 508人

16040-  374331
58人 冠婚葬祭業

(1)9時00分～17時00分 158,800円～216,400円
雇用期間の定めなし 20人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり） 拠出・給付
又は9時00分～17時30分 月額　24,000円まで 508人

年2回（前年度実績） 16040-  375631
41人 建設用・建築用金属製品製造業（製缶板金業を含む）

(1)8時20分～17時00分 150,000円～160,000円
雇用期間の定めなし 19人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　5,000円まで 48人
年2回（前年度実績）50,000円～250,000円 16070-  197631

25人 建設用・建築用金属製品製造業（製缶板金業を含む）

(1)8時20分～17時00分 183,000円～203,000円
雇用期間の定めなし (2)16時20分～1時00分 19人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　5,000円まで 48人
年2回（前年度実績）50,000円～250,000円 16070-  198931

44人 建設用・建築用金属製品製造業（製缶板金業を含む）

(1)8時20分～17時00分 150,000円～160,000円
雇用期間の定めなし 37人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　5,000円まで 48人
年2回（前年度実績）50,000円～250,000円 16070-  199131

19人 旅館，ホテル
(1)8時45分～19時15分 201,000円～233,000円

雇用期間の定めなし (2)19時00分～9時00分 12人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり） 拠出
月額　45,000円まで 2,035人
年2回（前年度実績） 24010-  739231

11人
その他の各種商品小売業（従業者が常時５０人未満のもの）

(1)8時00分～16時45分 260,000円～290,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)13時00分～21時45分 4人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし）
又は0時00分～23時59分 13,070人

年2回（前年度実績）0円～660,000円 13040- 5423531
3人 建築工事業（木造建築工事業を除く）

(1)9時00分～18時00分 186,000円～360,000円
雇用期間の定めなし 0人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし）
24人

年2回（前年度実績） 15010- 1645831

 黒部市 日他
1人

富山県黒部市宇奈月温泉３８３－
１

 魚津市 日祝他
2人

富山県魚津市湯上５１６ 0765-24-6330 その他

49

住宅設計 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

野島建設　株式会社

 下新川郡入
善町

日祝他
3人

富山県下新川郡入善町上飯野２４
１

0765-74-0373 その他

3人
富山県魚津市双葉町３－１５ 0765-32-4871 その他

52

生産工程管理 44歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　佐藤アンプル製作所

0765-62-1026 その他

51

草刈り・解体の手元等 不問 正社員

栄ロック  魚津市 日他

50

荷役業務 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

宇奈月通運株式会社

0765-52-5752 その他

54

セレモニーセンタースタッフ 44歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

オークス株式会社　新川支社  魚津市 他

53

事務職 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

荻生運輸倉庫　株式会社  黒部市 日祝他
1人

富山県黒部市荻生５８８－１

 黒部市 他
1人

富山県魚津市大光寺坊丸１３２３
－２

 魚津市 他
2人

富山県魚津市大光寺坊丸１３２３
－２

0765-22-3330 その他

2人
富山県魚津市大光寺坊丸１３２３
－２

0765-22-3330 その他

55

セレモニーホールスタッフ 40歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

オークス株式会社　新川支社

 魚津市 他
1人

富山県魚津市大光寺坊丸１３２３
－２

0765-22-3330 その他

1人
富山県魚津市大光寺坊丸１３２３
－２

0765-22-3330 その他

58

一般事務（互助会管理など） 40歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

オークス株式会社　新川支社

0765-22-3330 その他

57

葬祭打合せ 不問 正社員以外
交替制あ
り

オークス株式会社　新川支社  魚津市 他

56

グループ営業スタッフ 40歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

オークス株式会社　新川支社

076-476-6550 毎　週

60

【請】ロボットオペレーター（樹
脂製品）

64歳以下 正社員
交替制あ
り

有限会社　辻建材  黒部市 土日祝他

59

【請】部品スポンジシール貼り付
け作業

64歳以下 正社員

有限会社　辻建材  黒部市 土日祝他
3人

富山県滑川市常盤町３１９

 魚津市 他
1人

三重県四日市市浜田町５－３

 黒部市 土日祝他
2人

富山県滑川市常盤町３１９ 076-476-6550 毎　週

3人
富山県滑川市常盤町３１９ 076-476-6550 毎　週

61

【請】ダンボール切断作業（ＹＫ
ＫＡＰ越湖製造所）

64歳以下 正社員

有限会社　辻建材

 魚津市　他 土日祝他
2人

新潟県新潟市中央区米山４丁目１
－３１　紫竹総合ビル１階

025-240-7788 毎　週

1人
東京都港区芝浦３－１－２１ 
ｍｓｂ　Ｔａｍａｃｈｉ　田町ス

03-6436-7600 毎　週

64

組込系システムエンジニア　（富
山県内）

59歳以下 正社員

株式会社　大藤エンジニアリング

059-351-3416 その他

63

直営店の店舗運営社員／富山県魚
津市（魚津シーサイド）

18歳以上 正社員以外
交替制あ
り

株式会社　ファミリーマート  魚津市 他

62

ホテルフロント（ベストイン魚
津）

18歳～59歳 正社員
変形
（1ヶ月

株式会社　グリーンズ
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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　　１月　１０日　～　１月　１３日に受理】

賃金

通勤手当

賞与（前年度実績）

℡ ０７６５－２４－０３６５

（魚津公共職業安定所）◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。

◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。

◎ パートタイム求人の場合、賃金は時間給です。また、労働時間によって記載されている各種社会保険に加入できない場合があります。

◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。

その際はあしからずご了承ください。

3人 建築工事業（木造建築工事業を除く）

(1)9時00分～18時00分 186,000円～360,000円
雇用期間の定めなし 0人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし）
24人

年2回（前年度実績） 15010- 1647531
3人 建築工事業（木造建築工事業を除く）

(1)9時00分～18時00分 186,000円～360,000円
雇用期間の定めなし 0人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし）
24人

年2回（前年度実績） 15010- 1651131
3人 建築工事業（木造建築工事業を除く）

(1)9時00分～18時00分 186,000円～360,000円
雇用期間の定めなし 0人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし）
24人

年2回（前年度実績） 15010- 1704931
2人 他に分類されない生活関連サービス業

(1)8時00分～17時00分 170,000円～200,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 2人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし）
16,213人

年2回（前年度実績） 16020-  607131
4人 家具製造業

(1)8時00分～17時15分 208,320円～260,400円
雇用期間の定めなし 1人 雇用・労災・健康・厚生

なし
4人

16040-  313531
98人 病院

(1)8時30分～17時30分 155,000円～205,000円
雇用期間の定めなし (2)9時00分～18時00分 69人 雇用・労災・健康・厚生

(3)8時30分～12時30分 実費支給（上限あり）
月額　31,600円まで 365人
年2回（前年度実績） 16040-  319131

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

雇用期間の定めなし (2)9時30分～18時30分 21人 雇用・労災・健康・厚生
(3)17時00分～9時30分 実費支給（上限あり）

月額　31,600円まで 365人
年2回（前年度実績） 16040-  320831

17人 採石業，砂・砂利・玉石採取業

(1)8時00分～17時00分 154,000円～257,500円
雇用期間の定めなし 4人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　6,700円まで 38人
年2回（前年度実績）50,000円～300,000円 16040-  321231

2人 機械設計業
(1)9時00分～17時30分 250,000円～350,000円

雇用期間の定めなし 0人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　30,000円まで 12人

16040-  322531
8人 大工工事業

(1)8時00分～17時00分 279,600円～396,100円
雇用期間の定めなし 1人 雇用・労災・健康・厚生

なし
8人

年2回（前年度実績）200,000円～800,000円 16040-  324731
11人 採石業，砂・砂利・玉石採取業

(1)7時30分～17時00分 250,000円～350,000円
雇用期間の定めなし 3人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　6,700円まで 38人
年2回（前年度実績）300,000円～700,000円 16040-  325331

8人 一般土木建築工事業
(1)8時00分～17時00分 250,000円～350,000円

雇用期間の定めなし 2人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限なし）

8人
年2回（前年度実績） 16040-  327931

10人 農林水産業協同組合（他に分類されないもの）

(1)8時30分～17時00分 152,250円～152,250円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 6人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし）
115人

16040-  328131
3人 土木工事業（舗装工事業を除く）

(1)8時00分～17時00分 258,500円～305,500円
雇用期間の定めなし (2)8時00分～12時00分 0人 雇用・労災・健康・厚生

なし
3人

16040-  330531
7人 一般貨物自動車運送業

(1)7時30分～16時30分 183,000円～219,000円
雇用期間の定めなし 0人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　15,000円まで 7人
年2回（前年度実績）100,000円～200,000円 16040-  331431

167人 その他の食料品製造業
(1)7時30分～16時00分 199,000円～288,200円

雇用期間の定めなし (2)15時30分～0時00分 23人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)23時30分～8時00分 実費支給（上限なし）
167人

年2回（前年度実績） 16040-  286731

025-240-7788 毎　週

66

オープン系システム開発技術者
（富山県内）

59歳以下 正社員

株式会社　大藤エンジニアリング  魚津市　他 土日祝他

65

ネットワーク、インフラ技術者
（富山県内）

59歳以下 正社員

株式会社　大藤エンジニアリング  魚津市　他 土日祝他
2人

新潟県新潟市中央区米山４丁目１
－３１　紫竹総合ビル１階

 魚津市 他
1人

富山県高岡市下関町４－５　北陸
読売会館７階

 魚津市　他 土日祝他
2人

新潟県新潟市中央区米山４丁目１
－３１　紫竹総合ビル１階

025-240-7788 毎　週

2人
新潟県新潟市中央区米山４丁目１
－３１　紫竹総合ビル１階

025-240-7788 毎　週

67

オープン系システム開発技術者
（富山県魚津市内）

59歳以下 正社員

株式会社　大藤エンジニアリング

 魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市石垣３８９ 0765-23-6366 その他

1人
富山県魚津市三田６９３－６ 0765-24-5028 その他

70

医療事務（浦田クリニック） 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

医療法人社団　ホスピィー

0766-26-6021 その他

69

木工家具職人 不問 正社員
変形（1
年単位）

さそう家具店  魚津市 日祝他

68

調理師・栄養士【経田保育園】 不問 正社員以外
変形
（1ヶ月

株式会社メフォス北陸事業部　富
山支店

0765-23-6366 その他

72

一般事務 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

夏野土木工業　株式会社  黒部市 日他

71

介護職員（老人保健施設ちょうろ
く）

59歳以下 正社員
交替制あ
り

医療法人社団　ホスピィー  魚津市 他
1人

富山県魚津市石垣３８９

 下新川郡朝
日町

日他
2人

富山県下新川郡朝日町越３２４－
１

 魚津市 土日祝他
1人

富山県魚津市新金屋１－１１ー７ 
レジデンス前田１階

0765-23-4050 毎　週

1人
富山県黒部市荒俣２１０７ 0765-56-8396 その他

73

機械設計技術者、電気設計技術者 59歳以下 正社員

トーヨー技研株式会社　富山支店

 下新川郡入
善町

日祝他
2人

富山県下新川郡入善町東狐８０２
－２

0765-74-9280 その他

1人
富山県黒部市荒俣２１０７ 0765-56-8396 その他

76

土木技術者及びオペレーター 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

竹田建設株式会社

0765-83-1863 その他

75

営業職 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

夏野土木工業　株式会社  黒部市 日他

74

型枠大工　☆彡★★ＹｏｕＴｕｂ
ｅ映像公開中★★彡☆

64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

有限会社　若林建工

0765-24-1414 毎　週

78

造園工 35歳以下 正社員

有限会社　中田造園  黒部市 日他

77

窓口業務 不問 正社員以外

魚津市農業協同組合  魚津市 土日祝
1人

富山県魚津市北鬼江二丁目１４番
５号

 下新川郡入
善町

他
1人

富山県下新川郡入善町下飯野２３
２番地の５

 黒部市 日他
1人

富山県黒部市生地中区１５１－１ 0765-57-0200 その他

1人
富山県黒部市前沢１５７８ 0765-52-0681 その他

79

大型運転手 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

有限会社　桜栄運輸

0765-76-0023 その他

80

工場内製品製造作業 59歳以下 正社員
交替制あ
り

株式会社ウーケ
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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　　１月　１０日　～　１月　１３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。

167人 その他の食料品製造業
(1)8時30分～17時00分 171,600円～297,800円

雇用期間の定めなし 23人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限なし）
167人

年2回（前年度実績） 16040-  287331
43人 一般貨物自動車運送業

(1)8時00分～17時10分 201,800円～280,000円
雇用期間の定めなし 4人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり） 拠出
月額　25,200円まで 1,855人
年2回（前年度実績）600,000円～700,000円 16040-  288631

6人 金属加工機械製造業
(1)8時00分～16時50分 240,000円～320,000円

雇用期間の定めなし 3人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 6人
年2回（前年度実績） 16040-  289931

19人 金属加工機械製造業
(1)8時00分～17時00分 162,960円～230,000円

雇用期間の定めなし 1人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限なし）

56人
年2回（前年度実績） 16040-  290231

11人 金属加工機械製造業
(1)8時00分～17時00分 176,400円～232,000円

雇用期間の定めなし 6人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限なし）

56人
年2回（前年度実績） 16040-  292431

25人 水産食料品製造業
(1)8時00分～16時55分 155,647円～162,489円

雇用期間の定めなし 21人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 28人
年2回（前年度実績）60,000円～320,000円 16040-  295631

5人 一般土木建築工事業
(1)8時00分～17時00分 220,000円～286,000円

雇用期間の定めなし 1人 雇用・労災・健康・厚生・財形

なし
5人

年2回（前年度実績） 16040-  298031
4人 一般土木建築工事業

(1)8時00分～17時00分 198,000円～275,000円
雇用期間の定めなし 1人 雇用・労災・健康・厚生・財形

なし
4人

年2回（前年度実績） 16040-  299831
1人 耕種農業

(1)8時00分～17時00分 220,000円～300,000円
雇用期間の定めなし 0人 雇用・労災・健康・厚生

一定額 厚生
月額　10,000円まで 1人
年2回（前年度実績） 16040-  300931

55人 建設用・建築用金属製品製造業（製缶板金業を含む）

(1)8時00分～17時00分 265,000円～350,000円
雇用期間の定めなし 21人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限なし）
64人

年2回（前年度実績） 16040-  302031
53人 建設用・建築用金属製品製造業（製缶板金業を含む）

(1)8時00分～17時00分 220,000円～330,000円
雇用期間の定めなし 15人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 64人
年2回（前年度実績） 16040-  304231

53人 建設用・建築用金属製品製造業（製缶板金業を含む）

(1)8時00分～17時00分 175,000円～230,000円
雇用期間の定めなし 15人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 64人
年2回（前年度実績） 16040-  305531

38人 採石業，砂・砂利・玉石採取業

(1)7時30分～17時00分 250,000円～380,000円
雇用期間の定めなし 12人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　6,700円まで 38人
年2回（前年度実績）300,000円～700,000円 16040-  308331

23人 農林水産業協同組合（他に分類されないもの）

(1)6時00分～15時00分 170,000円～220,000円
雇用期間の定めなし (2)6時00分～12時00分 8人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし）
35人

年2回（前年度実績） 16040-  309631
7人 農林水産業協同組合（他に分類されないもの）

(1)8時00分～17時00分 170,000円～200,000円
雇用期間の定めなし (2)8時30分～17時30分 4人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし）
35人

年2回（前年度実績） 16040-  310031
2人 園芸サービス業

(1)8時00分～17時00分 176,000円～176,000円
雇用期間の定めなし 0人 雇用・労災・健康・厚生

なし
2人

16040-  311831

 黒部市 日祝他
2人

富山県黒部市若栗６０３ 0765-52-0221 その他

1人
富山県下新川郡入善町下飯野２３
２番地の５

0765-76-0023 毎　週

82

２ｔ・４ｔ集荷配達運転手 45歳以下 正社員
変形（1
年単位）

濃飛西濃運輸　株式会社　黒部営
業所

81

工場ユーティリティー設備の点
検・保全・保守及び改善業務

59歳以下 正社員

株式会社ウーケ  下新川郡入
善町

土日他

0765-52-1679 その他

84

塗装工（見習い可） 64歳以下 正社員

株式会社　桜井工業  魚津市 土日他

83

マシンオペレーター 不問 正社員
変形（1
年単位）

有限会社　岩井鐵工所  黒部市 日祝他
2人

富山県黒部市牧野９０５－２

 黒部市 日祝他
1人

富山県黒部市生地中区３３９－５

 魚津市 土日他
1人

富山県魚津市三ケ２２７ 0765-22-8611 毎　週

1人
富山県魚津市三ケ２２７ 0765-22-8611 毎　週

85

工作機械関係の電気配線 64歳以下 正社員

株式会社　桜井工業

 下新川郡朝
日町

日他
1人

富山県下新川郡朝日町東草野１４
１３－３

0765-82-1199 その他

3人
富山県下新川郡朝日町東草野１４
１３－１

0765-83-2515 その他

88

とび工・土木工 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

カワテツ工業　株式会社

0765-57-0321 その他

87

土木作業員 不問 正社員
変形（1
年単位）

北陸特殊興業　株式会社  下新川郡朝
日町

日他

86

袋詰め・箱詰め作業員 64歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　四十物昆布

0765-52-4548 その他

90

営業スタッフ 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　石崎建材社  魚津市 日他

89

農作業全般（オペレーター、作業
補助）

不問 正社員

有限会社　アグリ池田  黒部市 他
1人

富山県黒部市若栗９３２

 魚津市 日他
1人

富山県魚津市横枕６４７－１

 魚津市 日
1人

富山県魚津市横枕６４７－１ 0765-24-7477 その他

2人
富山県魚津市横枕６４７－１ 0765-24-7477 その他

91

施工図作成 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　石崎建材社

 魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市北中６９１－１ 0765-24-0962 その他

2人
富山県黒部市荒俣２１０７ 0765-56-8396 その他

94

入出庫業務 40歳以下 正社員
変形（1
年単位）

富山県鮭鱒漁業協同組合（ケイソ
ン冷蔵）

0765-24-7477 その他

93

土木技術者 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

夏野土木工業　株式会社  黒部市 日他

92

製造職 59歳以下 正社員
変形（1
年単位）

株式会社　石崎建材社

0765-24-0962 毎　週

96

造園作業員 不問 正社員

有限会社　愛場農園造園土木  下新川郡入
善町

日他

95

ます寿し販売・製造補助【魚づ鱒
寿し店】

59歳以下 正社員
交替制あ
り

富山県鮭鱒漁業協同組合（ケイソ
ン冷蔵）

 魚津市 日他
1人

富山県魚津市北中６９１－１

2人
富山県下新川郡入善町舟見１７５
１

0765-78-1121 その他
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職種 年齢・ 区分 交代制 従業員数 業種

区分 事業所名 就業場所 雇用期間 就業時間 休日 うち女性 加入保険

事業所所在地 電話番号 求人数 週休二日 企業全体 求人番号

【先週１週間　　１月　１０日　～　１月　１３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。

49人 機械器具小売業（自動車，自転車を除く）

(1)9時45分～18時45分 180,000円～253,900円
雇用期間の定めなし (2)10時00分～19時00分 19人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)11時15分～20時15分 実費支給（上限あり） 拠出・給付
月額　40,000円まで 724人
年2回（前年度実績） 16070-  160431

4人 老人福祉・介護事業
(1)8時45分～17時30分 199,000円～267,000円

雇用期間の定めなし (2)8時30分～17時15分 4人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　12,500円まで 81人
年2回（前年度実績） 16010-  753031

41人 自動車小売業
(1)9時30分～18時00分 164,420円～225,560円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 6人 雇用・労災・健康・厚生
実費支給（上限あり）
月額　50,000円まで 482人

17080-  335031
20人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

190,000円～240,000円
雇用期間の定めなし 10人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり） 拠出・給付
又は9時00分～2時00分の 月額　34,000円まで 750人

20130-   90131
3人 土木工事業（舗装工事業を除く）

(1)8時00分～17時00分 267,300円～315,900円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)8時00分～12時00分 0人 雇用・労災・健康・厚生

なし
3人

年1回（前年度実績）100,000円～300,000円 16040-    2930
0人

管理，補助的経済活動を行う事業所（９２その他の事業サービス業

(1)8時00分～20時30分 950円～1,100円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 0人 労災

実費支給（上限なし）
196人

13010- 5000131
70人 その他の飲食料品小売業

(1)9時00分～13時30分 910円～1,010円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 50人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
月額　36,780円まで 4,400人

16020-  812531
70人 その他の飲食料品小売業

(1)7時30分～15時30分 910円～1,010円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 50人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
月額　36,780円まで 4,400人

16020-  813431
36人 その他の飲食料品小売業

(1)7時30分～11時30分 910円～1,160円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)15時00分～19時00分 24人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
月額　36,780円まで 4,400人

16020-  816631
16人 機械器具小売業（自動車，自転車を除く）

(1)10時00分～15時00分 1,020円～1,090円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 7人 労災

実費支給（上限あり）
月額　50,000円まで 270人

16020-  721831
16人 機械器具小売業（自動車，自転車を除く）

960円～1,030円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 7人 雇用・労災・健康・厚生・財形

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

16020-  722231
16人 機械器具小売業（自動車，自転車を除く）

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

なし
270人

16020-  723531
16人 機械器具小売業（自動車，自転車を除く）

960円～1,030円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 7人 雇用・労災・健康・厚生・財形

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

16020-  724431
15人 機械器具小売業（自動車，自転車を除く）

960円～1,030円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 6人 雇用・労災・健康・厚生・財形

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

16020-  729131
15人 機械器具小売業（自動車，自転車を除く）

960円～1,030円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 6人 雇用・労災・健康・厚生・財形

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

16020-  730831
15人 機械器具小売業（自動車，自転車を除く）

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

なし
270人

16020-  731231

10

店内販売及びレジ業務【オート
バックス入善店】

不問 パート労働者

株式会社ピューマ（オートバック
ス）

 下新川郡入
善町

他
1人

富山県射水市戸破１６３７ 0766-57-8181 毎　週

11

レジ業務【入善店】 不問 パート労働者

株式会社ピューマ（オートバック
ス）

 下新川郡入
善町

土日祝
1人

富山県射水市戸破１６３７ 0766-57-8181 毎　週

8

店内販売及びレジ業務【オート
バックス魚津店】

不問 パート労働者

株式会社ピューマ（オートバック
ス）

 魚津市 他
1人

富山県射水市戸破１６３７ 0766-57-8181 毎　週

9

ピットサービス【オートバックス
入善店】

不問 パート労働者

株式会社ピューマ（オートバック
ス）

 下新川郡入
善町

他
1人

富山県射水市戸破１６３７ 0766-57-8181 毎　週

6

ピットサービス【オートバックス
魚津店】

不問 パート労働者

株式会社ピューマ（オートバック
ス）

 魚津市 他
1人

富山県射水市戸破１６３７ 0766-57-8181 毎　週

7

レジ業務【魚津店】 不問 パート労働者

株式会社ピューマ（オートバック
ス）

 魚津市 他
1人

富山県射水市戸破１６３７ 0766-57-8181 毎　週

4

アルビス入善店　短時間パート
販売職

不問 パート労働者

アルビス　株式会社  下新川郡入
善町

他
2人

富山県射水市流通センター水戸田
３－４

0766-56-7200 毎　週

5

自動車検査員業務【魚津店】 不問 パート労働者

株式会社ピューマ（オートバック
ス）

 魚津市 他
1人

富山県射水市戸破１６３７ 0766-57-8181 毎　週

2

アルビス黒部店　短時間パート
販売職

不問 パート労働者

アルビス　株式会社  黒部市 他
1人

富山県射水市流通センター水戸田
３－４

0766-56-7200 毎　週

3

アルビス黒部店　長時間パート
販売職

不問 パート労働者
変形
（1ヶ月

アルビス　株式会社  黒部市 他
1人

富山県射水市流通センター水戸田
３－４

0766-56-7200 毎　週

101

造園エ（経験者） 不問 正社員以外

有限会社　中田造園  黒部市 日他
2人

富山県黒部市前沢１５７８ 0765-52-0681 その他

1

コールセンターオペレーター兼事
務員／パート／魚津市

不問 パート労働者
交替制あ
り

株式会社　エスプールグローカル  魚津市 他
5人

東京都千代田区外神田１丁目１８
番１３号

03-6859-6563 毎　週

 黒部市 土日他
1人

富山県富山市中沖１５０－３

 魚津市　他 他
2人

富山県中新川郡立山町利田６７５ 076-462-2091 毎　週

97

販売職（家電製品等販売）【富山
県】

40歳以下 正社員
変形
（1ヶ月

北信越ジョーシン株式会社　北信
越営業部

 魚津市　他 他
3人

長野県須坂市大字高梨２９３－１ 026-242-3030 その他

1人
石川県野々市市横宮町３－１ 076-248-1120 その他

100

接客・調理他：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

株式会社あっぷるアイビー

076-436-0911 毎　週

99

営業職★正社員登用予定求人★富
山

不問 正社員以外
変形
（1ヶ月

株式会社　北陸マツダ  魚津市　他 火他

98

看護職（つくしの家黒部） 59歳以下 正社員
交替制あ
り

株式会社　つくし工房
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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　　１月　１０日　～　１月　１３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。

70人 その他の飲食料品小売業
(1)6時00分～9時30分 1,000円～1,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 50人 労災
実費支給（上限あり）
月額　36,780円まで 4,400人

16020-  792331
70人 その他の飲食料品小売業

(1)17時00分～20時00分 1,300円～1,300円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 50人 労災

実費支給（上限あり）
月額　36,780円まで 4,400人

16020-  798231
15人 その他の飲食店

(1)6時00分～12時00分 930円～930円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)12時00分～18時00分 12人 労災

(3)14時00分～20時30分 実費支給（上限あり）
又は6時00分～20時30分 月額　25,000円まで 100人

16020-  651231
27人 老人福祉・介護事業

1,300円～1,800円
雇用期間の定めなし 13人 労災

実費支給（上限なし）
又は8時00分～18時00分 50人

年2回（前年度実績）5,000円～50,000円 16020-  590631
44人 パン・菓子製造業

(1)15時00分～20時00分 910円～910円
雇用期間の定めなし 25人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 57人
年1回（前年度実績）10,000円～100,000円 16040-  379831

6人 一般診療所
(1)9時00分～12時00分 1,100円～1,300円

雇用期間の定めなし (2)14時00分～18時00分 4人 労災
実費支給（上限あり）

又は9時00分～18時00分 月額　4,500円まで 6人
16040-  380431

6人 一般診療所
(1)9時00分～12時00分 1,500円～1,800円

雇用期間の定めなし (2)14時00分～18時00分 4人 労災
実費支給（上限あり）

又は9時00分～18時00分 月額　4,500円まで 6人
16040-  381731

26人 一般乗用旅客自動車運送業
(1)8時00分～17時00分 908円～908円

雇用期間の定めなし (2)9時00分～18時00分 5人 雇用・労災
一定額
日額　200円まで 26人

16040-  384931
5人 一般診療所

(1)8時00分～11時30分 1,300円～1,300円
雇用期間の定めなし 5人 労災

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 5人

16040-  385131
3人 その他の織物・衣服・身の回り品小売業

(1)9時30分～16時00分 950円～1,000円
雇用期間の定めなし 3人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 3人
年2回（前年度実績） 16040-  390331

15人 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

(1)8時00分～15時00分 930円～1,000円
雇用期間の定めなし (2)12時00分～18時00分 10人 労災

(3)18時00分～1時00分 なし
14,000人

年2回（前年度実績）16,500円～23,000円 16040-  391631
34人 児童福祉事業

(1)14時00分～17時00分 910円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 32人 労災

実費支給（上限あり）
又は8時00分～17時00分 月額　13,400円まで 34人

16040-  394031
63人 建設用・建築用金属製品製造業（製缶板金業を含む）

(1)9時10分～14時00分 1,000円～1,000円
雇用期間の定めなし 29人 労災

実費支給（上限あり）
又は8時20分～17時00分 月額　7,000円まで 133人

年2回（前年度実績） 16040-  395831
17人 市町村機関

(1)8時30分～17時00分 912円～912円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 11人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
又は8時30分～17時00分 月額　34,890円まで 948人

16040-  396231
5人 自動車小売業

(1)8時00分～13時00分 1,200円～1,500円
雇用期間の定めなし (2)10時00分～16時00分 2人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
又は9時00分～15時00分 月額　7,200円まで 5人

16040-  335931
5人 自動車小売業

(1)9時00分～13時00分 1,500円～1,500円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)9時00分～15時00分 2人 雇用・労災・健康・厚生・財形

(3)13時00分～17時00分 実費支給（上限あり）
月額　7,200円まで 5人

16040-  336131

26

商品の撮影アップロード、ウェブ
サイト管理、商品の清掃

59歳以下 パート労働者

Ｍｉｔｓｕｉ　Ｃｏｒｐｏｒａｔ
ｉｏｎ株式会社

 魚津市 土日祝
2人

富山県魚津市天神野新７４２ 090-3888-
0014

毎　週

27

自動車の整備、清掃、商品の管理 不問 パート労働者

Ｍｉｔｓｕｉ　Ｃｏｒｐｏｒａｔ
ｉｏｎ株式会社

 魚津市 日祝他
3人

富山県魚津市天神野新７４２ 090-3888-
0014

毎　週

24

部品付・検査 64歳以下 パート労働者

有限会社　長崎新サッシ工業  黒部市 土日他
1人

富山県下新川郡入善町椚山４２３
６－１０

0765-72-5770 毎　週

25

事務補助員 不問 パート労働者

黒部市役所　総務課  黒部市 土日祝
1人

富山県黒部市三日市１３０１ 0765-54-2111 毎　週

22

接客 18歳以上 パート労働者

株式会社　ジョイフル　富山魚津
店

 魚津市 他
5人

富山県魚津市吉島１１００－１ 0765-24-2303 毎　週

23

用務員 不問 パート労働者

社会福祉法人　吉島保育園  魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市吉島７２９ 0765-22-0802 その他

20

看護業務 不問 パート労働者

医療法人社団　しのざき小児科  黒部市
水土日祝
他

1人
富山県黒部市三日市１０６２ 0765-56-6938 毎　週

21

衣類・雑貨のインターネット販売 不問 パート労働者

Ｍａｔｉｎ  魚津市 火
1人

富山県魚津市上口１丁目４－２１ 0765-22-9221 毎　週

18

看護師 不問 パート労働者

谷川クリニック  下新川郡入
善町

日祝他
1人

富山県下新川郡入善町入膳７７２
６

0765-72-0828 毎　週

19

タクシー乗務員 不問 パート労働者
交替制あ
り

有限会社　黒東自動車商会  下新川郡朝
日町

他
2人

富山県下新川郡朝日町泊４３２－
１

0765-83-0271 毎　週

16

パン製造員【１５：００～２０：
００】

64歳以下 パート労働者

株式会社　東京ブレッド  黒部市 日祝他
1人

富山県黒部市石田１１６８－１７ 0765-32-3321 毎　週

17

事務 不問 パート労働者

谷川クリニック  下新川郡入
善町

日祝他
1人

富山県下新川郡入善町入膳７７２
６

0765-72-0828 毎　週

14

ドーナツの製造・販売【メガドン
キ魚津店】

不問 パート労働者
交替制あ
り

三剛産業　株式会社  魚津市 他
2人

富山県高岡市中川一丁目６－３８ 0766-23-2256 その他

15

看護師／日勤　【パティオ　しら
ゆり】

64歳以下 パート労働者
交替制あ
り

和カンパニー株式会社  魚津市 他
1人

富山県射水市東明七軒５番地１３ 0766-86-8857 毎　週

12

アルビス黒部店　早朝スタッフ
パート

不問 パート労働者

アルビス　株式会社  黒部市 他
1人

富山県射水市流通センター水戸田
３－４

0766-56-7200 毎　週

13

アルビス黒部店　３時間限定レジ
パート

不問 パート労働者

アルビス　株式会社  黒部市 他
1人

富山県射水市流通センター水戸田
３－４

0766-56-7200 毎　週
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職種 年齢・ 区分 交代制 従業員数 業種

区分 事業所名 就業場所 雇用期間 就業時間 休日 うち女性 加入保険

事業所所在地 電話番号 求人数 週休二日 企業全体 求人番号

【先週１週間　　１月　１０日　～　１月　１３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。

104人 老人福祉・介護事業
(1)7時00分～12時00分 1,200円～1,200円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 76人 雇用・労災
実費支給（上限あり）
月額　22,500円まで 132人

16040-  337031
19人 金属素形材製品製造業

920円～920円
雇用期間の定めなし 13人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限あり）
又は8時20分～17時00分 月額　10,000円まで 19人

年2回（前年度実績）60,000円～70,000円 16040-  338831
18人 一般診療所

(1)8時30分～13時00分 950円～1,050円
雇用期間の定めなし (2)8時30分～12時30分 14人 労災

実費支給（上限あり）
月額　10,300円まで 37人
年2回（前年度実績）40,000円～40,000円 16040-  355231

10人 金属加工機械製造業
960円～960円

雇用期間の定めなし 4人 雇用・労災
実費支給（上限なし）

又は8時30分～18時00分 10人
16040-  356531

52人 高等教育機関
(1)8時45分～15時30分 950円～950円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 8人 労災
実費支給（上限あり）
月額　55,000円まで 6,930人

16040-  357431
27人 児童福祉事業

1,100円～1,200円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 23人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
又は8時00分～14時00分 月額　13,400円まで 27人

16040-  362831
26人 ガラス・同製品製造業

950円～950円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 22人 労災

実費支給（上限あり）
又は9時00分～17時00分 月額　3,000円まで 26人

16040-  364531
6人 冠婚葬祭業

(1)9時00分～15時00分 910円～910円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)10時00分～16時00分 3人 労災

実費支給（上限あり）
又は9時00分～17時00分 日額　500円まで 508人

16040-  367331
6人 冠婚葬祭業

1,000円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 3人 労災

実費支給（上限あり）
又は9時00分～17時00分 日額　500円まで 508人

16040-  372431
58人 冠婚葬祭業

(1)9時00分～16時00分 910円～910円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 20人 雇用・労災・健康・厚生・財形

実費支給（上限あり）
又は9時00分～17時00分 日額　500円まで 508人

16040-  373731
4人 家具製造業

(1)9時00分～17時15分 1,200円～1,500円
雇用期間の定めなし 1人 雇用・労災・健康・厚生

なし
4人

16040-  314431
28人 病院

(1)6時45分～9時15分 920円～1,000円
雇用期間の定めなし (2)10時45分～13時30分 21人 労災

(3)16時30分～19時00分 実費支給（上限あり）
日額　1,264円まで 365人

16040-  315731
10人 農林水産業協同組合（他に分類されないもの）

(1)9時00分～17時00分 1,000円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 6人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし）
又は8時30分～17時00分 115人

16040-  329031
9人 自動車整備業

(1)8時30分～13時00分 1,500円～1,500円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (2)9時00分～15時00分 4人 雇用・労災

(3)13時00分～17時30分 実費支給（上限あり）
又は8時30分～17時30分 月額　7,200円まで 12人

16040-  332731
10人 一般貨物自動車運送業

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

なし
10人

16040-  285431
6人 金属加工機械製造業

1,000円～1,000円
雇用期間の定めなし 3人 雇用・労災

実費支給（上限あり）
又は8時00分～16時50分 月額　10,000円まで 6人

年2回（前年度実績） 16040-  291531

43

工場内補助作業 不問 パート労働者

有限会社　岩井鐵工所  黒部市 日祝他
1人

富山県黒部市牧野９０５－２ 0765-52-1679 毎　週

42

事務職 不問 パート労働者

有限会社　澤田土石運輸  魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市川縁字西川原１２８
９－３７

0765-24-3811 その他

40

窓口業務 不問 パート労働者

魚津市農業協同組合  魚津市 土日祝
1人

富山県魚津市北鬼江二丁目１４番
５号

0765-24-1414 毎　週

41

商品の撮影及びウェブサイトへの
アップ

不問 パート労働者

三井自動車　株式会社  魚津市 土日
2人

富山県魚津市天神野新７４２ 090-3888-
0014

毎　週

38

木工家具職人 不問 パート労働者
変形（1
年単位）

さそう家具店  魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市三田６９３－６ 0765-24-5028 その他

39

業務補助 59歳以下 パート労働者

医療法人社団　ホスピィー  魚津市 他
1人

富山県魚津市石垣３８９ 0765-23-6366 毎　週

36

イベントスタッフ 不問 パート労働者

オークス株式会社　新川支社  魚津市 他
1人

富山県魚津市大光寺坊丸１３２３
－２

0765-22-3330 毎　週

37

グループ営業スタッフ 不問 パート労働者

オークス株式会社　新川支社  魚津市 他
2人

富山県魚津市大光寺坊丸１３２３
－２

0765-22-3330 毎　週

34

清掃 不問 パート労働者

株式会社　佐藤アンプル製作所  下新川郡入
善町

土日祝他
2人

富山県下新川郡入善町上飯野２４
１

0765-74-0373 毎　週

35

館内の準備清掃 不問 パート労働者

オークス株式会社　新川支社  魚津市 他
2人

富山県魚津市大光寺坊丸１３２３
－２

0765-22-3330 毎　週

32

事務補助 不問 パート労働者

独立行政法人　高齢・障害・求職
者雇用支援機構　富山支部　北陸

 魚津市 土日祝他
1人

富山県魚津市川縁１２８９－１ 0765-24-5552 毎　週

33

調理員 不問 パート労働者

社会福祉法人　本江児童福祉会
ほんごうこども園

 魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市本江１３９０－３ 0765-24-4600 その他

30

介護 不問 パート労働者

医療法人社団　宮本内科小児科医
院

 魚津市 日祝他
1人

富山県魚津市新角川１丁目７－２
２

0765-22-0122 毎　週

31

軽作業 不問 パート労働者

株式会社　エムシーピー  下新川郡入
善町

他
1人

富山県下新川郡入善町浦山新８８
１

0765-78-2323 毎　週

28

介護員（特別養護老人ホーム） 不問 パート労働者

社会福祉法人　宇奈月福祉会（特
別養護老人ホーム　おらはうす宇

 黒部市 他
2人

富山県黒部市宇奈月町下立３７ 0765-65-1180 毎　週

29

アルミ建材建具の組立 64歳以下 パート労働者

有限会社　奥村サッシ  黒部市 土日祝他
1人

富山県魚津市上村木１－２－１０
奥村ビル２Ｆ

0765-32-3466 毎　週
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◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。

その際はあしからずご了承ください。

25人 水産食料品製造業
910円～950円

雇用期間の定めなし 21人 雇用・労災
実費支給（上限あり）

又は8時00分～16時55分 月額　10,000円まで 28人
年2回（前年度実績）10,000円～20,000円 16040-  294331

14人 その他の社会保険・社会福祉・介護事業

(1)9時30分～13時00分 910円～910円
雇用期間の定めなし 14人 労災

実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 98人

16040-  306431
14人 その他の社会保険・社会福祉・介護事業

(1)6時00分～9時00分 920円～1,000円
雇用期間の定めなし 14人 労災

実費支給（上限あり）
月額　20,000円まで 98人

16040-  307731
163人 病院

(1)8時00分～12時00分 920円～1,000円
雇用期間の定めなし (2)15時00分～17時00分 121人 労災

実費支給（上限あり）
日額　1,264円まで 365人
年2回（前年度実績）0円～100,000円 16040-  312231

5人 その他の食料品製造業
(1)9時00分～15時00分 910円～910円

雇用期間の定めなし (2)9時00分～12時00分 3人 雇用・労災・健康・厚生・財形

なし
180人

年2回（前年度実績）10,000円～20,000円 16010- 1002931
4人 建物サービス業

(1)8時00分～12時00分 910円～960円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 4人 労災

実費支給（上限あり）
月額　10,000円まで 578人

16010- 1052631
17人 他に分類されない非営利的団体

(1)9時00分～13時00分 1,305円～1,500円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 15人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし）
又は13時00分～17時00分 520人

16010- 1083731
0人 老人福祉・介護事業

(1)9時00分～16時00分 1,010円～1,160円
雇用期間の定めなし 0人 労災

実費支給（上限あり）
日額　200円まで 130人

17020-  264731
10人 他に分類されない小売業

(1)17時00分～19時30分 908円～908円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 7人 労災

実費支給（上限あり）
月額　7,700円まで 11,465人

18040-  263031
6人 他に分類されない小売業

(1)12時45分～17時00分 969円～1,151円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 4人 労災

実費支給（上限あり）
月額　7,700円まで 11,465人

18040-  314731
6人 他に分類されない小売業

(1)8時45分～13時00分 969円～1,099円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 4人 労災

実費支給（上限あり）
月額　7,700円まで 11,465人

18040-  315331
6人 他に分類されない小売業

(1)8時45分～13時00分 955円～955円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (2)12時45分～17時00分 4人 労災

実費支給（上限あり）
月額　7,700円まで 11,465人

18040-  316631
6人 他に分類されない小売業

(1)16時45分～19時30分 955円～955円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 4人 労災

実費支給（上限あり）
月額　7,700円まで 11,465人

18040-  317931
17人 医薬品・化粧品小売業

910円～910円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 14人 雇用・労災・健康・厚生

実費支給（上限なし）
又は9時00分～21時00分 7,320人

年2回（前年度実績）40,000円～240,000円 21030-  855431

57

ビューティアドバイザー（Ｖド
ラッグ　魚津エリア）

不問 パート労働者

中部薬品　株式会社（Ｖ・ｄｒｕ
ｇ）

 黒部市 他
2人

岐阜県多治見市高根町４丁目２９
番地

0572-27-3356 毎　週

55

レジ担当（コメリ入善店）アルバ
イト

不問 パート労働者

株式会社コメリ　北陸ストアサ
ポートセンター

 下新川郡入
善町

他
2人

福井県坂井市丸岡町玄女１４－１ 
株式会社コメリ　北陸ストアサ

0776-67-3400 その他

56

レジ担当（コメリ入善店）夕方ア
ルバイト

不問 パート労働者

株式会社コメリ　北陸ストアサ
ポートセンター

 下新川郡入
善町

他
3人

福井県坂井市丸岡町玄女１４－１ 
株式会社コメリ　北陸ストアサ

0776-67-3400 その他

53

日用品売場担当（コメリ入善店）
パート

不問 パート労働者

株式会社コメリ　北陸ストアサ
ポートセンター

 下新川郡入
善町

他
1人

福井県坂井市丸岡町玄女１４－１ 
株式会社コメリ　北陸ストアサ

0776-67-3400 その他

54

花売場担当（コメリ入善店）パー
ト

不問 パート労働者

株式会社コメリ　北陸ストアサ
ポートセンター

 下新川郡入
善町

他
1人

福井県坂井市丸岡町玄女１４－１ 
株式会社コメリ　北陸ストアサ

0776-67-3400 その他

51

介護職【デイサービスＣＨＡＣＨ
ＡＣＨＡ黒部】

59歳以下 パート労働者

長寿メディカル　株式会社  黒部市 土日他
1人

石川県小松市上小松町丙４１－１ 0761-22-2115 毎　週

52

レジ担当（コメリ宇奈月店）アル
バイト

不問 パート労働者

株式会社コメリ　北陸ストアサ
ポートセンター

 黒部市 他
2人

福井県坂井市丸岡町玄女１４－１ 
株式会社コメリ　北陸ストアサ

0776-67-3400 その他

49

清掃スタッフ（４ｈ、週３～４日
程度）【黒部宇奈月温泉駅】

不問 パート労働者

株式会社　バロン  黒部市 他
1人

富山県富山市北代５２９８ 076-434-1881 毎　週

50

看護職員（とやま生協・輝くろ
べ）

不問 パート労働者

とやま生活協同組合  黒部市 他
1人

富山県富山市金屋５５５ 076-443-8800 毎　週

47

送迎・業務補助 59歳以下 パート労働者

医療法人社団　ホスピィー  魚津市 他
1人

富山県魚津市石垣３８９ 0765-23-6366 毎　週

48

企業向け弁当の配達（呉東店／魚
津市）

不問 パート労働者

株式会社　ユニオンランチ  魚津市 日祝他
2人

富山県富山市向新庄町４丁目１番
８２号

076-451-5124 毎　週

45

施設の補助業務【しんせい花の丘
／黒部市】

64歳以下 パート労働者

有限会社　真成  黒部市 火木金他
1人

富山県黒部市新牧野３４９　ユ
アーズビル黒部Ｂ棟

0765-57-3070 毎　週

46

介護職【しんせい花の丘／黒部
市】（早朝勤務）

64歳以下 パート労働者

有限会社　真成  黒部市 他
1人

富山県黒部市新牧野３４９　ユ
アーズビル黒部Ｂ棟

0765-57-3070 毎　週

44

袋詰・箱詰作業員 64歳以下 パート労働者

株式会社　四十物昆布  黒部市 土日祝他
1人

富山県黒部市生地中区３３９－５ 0765-57-0321 毎　週
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