
【一般】
年　齢 通住別 休日 賃　　　金 従業員数 業　　種

No 事 業 所 名 電話番号 求人数 就業時間 週休二日 通勤手当支給 うち女性 加入保険
事 業 所 所 在 地 就業場所 雇用形態 雇用期間 通勤手当額 企業全体 求人番号

44歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 211,000円～320,000円 32
1人 その他 実費（上限あり） 7

0766-91-6111 常 用 毎月　18,800円まで 44 雇用・労災・健康・厚生・財形
高岡市 16020- 4296481

59歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 260,000円～400,000円 32
1人 その他 実費（上限あり） 7

0766-91-6111 常 用 毎月　18,800円まで 44 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 4303281
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 185,000円～205,000円 48

1人 その他 実費（上限なし） 11
0766-63-7777 常 用 78 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 4307681
44歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時15分 日祝他 190,000円～250,000円 14

1人 その他 実費（上限なし） 7
0766-22-8460 常 用 14 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 4319781
44歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時15分 日祝他 170,000円～220,000円 14

1人 その他 実費（上限なし） 7
0766-22-8460 常 用 14 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 4320081
40歳以下 通勤 (1) 8時10分～17時00分 日他 180,000円～230,000円 40

2人 毎　週 実費（上限あり） 5
0766-31-0910 常 用 毎月　20,000円まで 40 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 4323981
35歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 174,000円～274,500円 5

1人 その他 なし 1
0766-64-1191 常 用 5 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 4325481
59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 180,000円～270,000円 40

1人 その他 実費（上限あり） 7
0766-63-6168 常 用 毎月　10,000円まで 43 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 4327881
40歳以下 通勤 (1) 8時15分～17時15分 他 165,000円～180,000円 21

1人 その他 実費（上限あり） 7
0766-56-5150 常 用 毎月　22,000円まで 110 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 4329181
59歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日他 180,000円～255,000円 12

2人 その他 実費（上限あり） 3
0766-26-0766 常 用 毎月　10,000円まで 12 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 4332581
44歳以下 通勤 (1) 8時15分～17時00分 日祝他 180,000円～250,000円 80

2人 その他 実費（上限あり） 30
0766-23-8539 常 用 毎月　18,000円まで 80 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 4336281
不 問 通勤 (1) 8時10分～17時00分 日祝他 201,000円～251,000円 10

2人 その他 実費（上限あり） 4
0766-21-8300 常 用 毎月　15,000円まで 13 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 4254781
35歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 203,000円～253,000円 10

1人 その他 実費（上限あり） 3
0766-24-8111 常 用 毎月　20,000円まで 34 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 4257181
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 160,000円～190,000円 20

1人 その他 実費（上限あり） 14
0766-64-2372 常 用 毎月　10,000円まで 60 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 4259381
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 155,000円～165,000円 10

2人 その他 一定額 9
0766-64-2372 常 用 毎月　5,000円まで 60 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 4260581
44歳以下 通勤 (1) 8時15分～17時15分 日祝他 145,000円～145,000円 36

1人 その他 実費（上限あり） 25
0766-64-5300 常 用 毎月　10,000円まで 36 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 4264281
44歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時40分 水祝他 175,000円～230,000円 30

1人 その他 実費（上限なし） 15
0766-84-6110 常 用 341 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 4272281
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建築板金工

高岡市長慶寺1000番地

職   種　　　　　

派　遣
請　負

営業職 一般土木建築工事業

株式会社 グランテック
高岡市石瀬920

正社員

土木施工管理技術者 一般土木建築工事業

株式会社 グランテック
高岡市石瀬920

事務員(経理担当) 他に分類されない小売業

東洋通信工業 株式会社
高岡市ｵﾌｨｽﾊﾟｰｸ9-2

正社員

正社員

配達(営業) 他に分類されない卸売業

株式会社 ハシモト清
高岡市あわら町12-18

他に分類されない卸売業

株式会社 ハシモト清
集配(高岡市内)

正社員

高岡市あわら町12-18
正社員

機械加工 その他の金属製品製造業

株式会社 シグマ
高岡市辻228番地

営業(コンクリート杭のルート営業) 他に分類されない卸売業

ジャパンパイル富士コン 株式会社

正社員

高岡市福岡町福岡新220番地

ガラス加工(建築用合わせガラス) ガラス・同製品製造業

日石硝子工業 株式会社
高岡市戸出栄町7番地

正社員

一般事務(高岡営業所) 非鉄金属卸売業

株式会社 ミヤシゲ
本社:高岡市野村420

正社員

正社員

板金・金物工事業

株式会社 渡辺板金工業
高岡市能町東26

アルミ鋳物製品の仕上 非鉄金属素形材製造業

株式会社 宮木製作所

正社員

正社員

アルマイト加工 非鉄金属素形材製造業

エムエーコーポレーション株式会社
高岡市長慶寺794

営業及び商品配送 化学製品卸売業

北陸イワタニガス 株式会社 高岡支店
高岡市千石町2-33

事務員 畜産食料品製造業

株式会社 セイアグリーシステム
高岡市福岡町江尻73-1

鶏卵選別 畜産食料品製造業

株式会社 セイアグリーシステム
高岡市福岡町江尻73-1

一般事務 紙製容器製造業

上田紙工 株式会社
高岡市福岡町下蓑新111

正社員

総務業務 一般土木建築工事業

石友ホーム株式会社
高岡市下牧野36-2

正社員
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【一般】
年　齢 通住別 休日 賃　　　金 従業員数 業　　種

No 事 業 所 名 電話番号 求人数 就業時間 週休二日 通勤手当支給 うち女性 加入保険
事 業 所 所 在 地 就業場所 雇用形態 雇用期間 通勤手当額 企業全体 求人番号

職   種　　　　　

派　遣
請　負

不 問 通勤 (1) 8時30分～17時40分 水祝他 232,000円～500,000円 25
3人 その他 実費（上限なし） 8

0766-84-3683 常 用 87 雇用・労災・健康・厚生・財形
高岡市 16020- 4274081

44歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 210,000円～230,000円 174
1人 その他 実費（上限あり） 25

0766-64-3516 常 用 毎月　28,000円まで 263 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 4277981
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 土日祝他 129,000円～129,000円 9

1人 毎　週 実費（上限あり） 4
0766-63-5747 常 用 毎月　5,000円まで 9 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 4279481
不 問 通勤 (1) 9時00分～18時00分 土日祝他 160,000円～200,000円 2

1人 毎　週 実費（上限あり） 2
0766-44-1554 常 用 毎月　10,000円まで 2 雇用・労災

高岡市 16020- 4282081
59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時40分 水祝他 220,000円～500,000円 15

3人 その他 実費（上限なし） 3
0766-84-3683 常 用 87 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 4286581
18歳以上 通勤 他 250,000円～280,000円 8

2人 その他 一定額 6
080-6353-5020 常 用 18 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 4201681
不 問 通勤 (1)10時00分～19時00分 他 167,200円～237,200円 8

2人 その他 実費（上限あり） 4
0766-32-0310 臨時(4ヶ月以上) 毎月　50,000円まで 1678 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 4204481
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 156,000円～217,000円 122

1人 その他 実費（上限あり） 20
0766-64-4000 臨時(4ヶ月以上) 毎月　50,000円まで 122 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 4211581
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 160,000円～170,000円 180

2人 その他 実費（上限あり） 61
0766-31-1278 常 用 毎月　20,000円まで 183 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 4215281
不 問 通勤 (1) 8時15分～16時45分 土日祝 208,832円～259,896円 2000

3人 毎　週 実費（上限あり） 1000
0766-26-8460 臨時(4ヶ月以上) 毎月　34,890円まで 2000 公災・健康・厚生

高岡市 16020- 4216181
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 170,000円～230,000円 9

1人 その他 実費（上限あり） 6
0766-21-1677 常 用 毎月　10,000円まで 9 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 4224181
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 水他 152,000円～180,000円 7

1人 その他 実費（上限なし） 7
0766-24-2121 常 用 15 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 4228981
30歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 180,000円～265,000円 6

1人 その他 実費（上限あり） 2
0766-25-7799 常 用 毎月　10,000円まで 18 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 4231281
不 問 通勤 (1) 8時20分～17時00分 日祝他 195,000円～300,000円 5

2人 その他 実費（上限あり） 1
0766-30-2733 常 用 毎月　20,000円まで 5 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 4234381
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47

不動産仕入れ、販売及び管理全般【高岡店･富山店･魚津店】 木造建築工事業

ウッドライフホーム株式会社
高岡市下牧野33-1

正社員

選別作業員 非鉄金属第２次製錬・精製業

ハリタ金属 株式会社
高岡市福岡町本領1053-1

軽作業･雑用 その他の生産用機械・同部分品製造
業有限会社 清水鉄工所

正社員

高岡市戸出栄町48-3

歯科技工、集配業務 医療に附帯するサービス業

ＴＩデンタルラボラトリー 伊藤 龍也
高岡市伏木矢田7-2

正社員

正社員

リフォーム工事施工管理【高岡店･富山店･魚津店】 木造建築工事業

ウッドライフホーム株式会社
高岡市下牧野33-1

正社員

接客及び調理等【鉄板ＭＡＮ 高岡店】 その他の飲食店

株式会社 ＧＴＯ(お好み焼 鉄板ＭＡＮ)
高岡市城東1-10-41

11時30分～23時30分の間の8時間程度
携帯電話販売員 他に分類されない小売業

株式会社 ＴＤモバイル ａｕショップ高岡志貴野
高岡市宝町2-11

正社員

工場設備保全 プラスチック板・棒・管・継手・異形押出
製品製造業三協化成 株式会社

高岡市福岡町下向田 3-1

正社員以外

正社員以外

組立(建築小物･インテリア製品･美術工芸品など) 非鉄金属素形材製造業

株式会社 ナガエ
高岡市荒屋敷278

臨時的任用講師(中学校：国語･社会･英語) 都道府県機関

富山県西部教育事務所

正社員

高岡市赤祖父211 高岡総合庁舎分館2階
正社員以外

荷受･製品の発送、梱包作業 非鉄金属卸売業

株式会社 砺波商店
高岡市問屋町75

正社員

一般事務･経理事務 他に分類されない小売業

株式会社 山内神仏具店
高岡市末広町8番地

技術職 電気工事業

株式会社サンシステム
高岡市佐野1514

正社員

正社員

プレス金型工 その他のはん用機械・同部分品製造
業有限会社 トリム

高岡市北島1504
正社員
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【一般】
年　齢 通住別 休日 賃　　　金 従業員数 業　　種

No 事 業 所 名 電話番号 求人数 就業時間 週休二日 通勤手当支給 うち女性 加入保険
事 業 所 所 在 地 就業場所 雇用形態 雇用期間 通勤手当額 企業全体 求人番号

職   種　　　　　

派　遣
請　負

不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日他 230,000円～350,000円 4
1人 その他 実費（上限あり） 1

090-2035-1434 常 用 毎月　10,000円まで 4 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 16020- 4238481
不 問 通勤 (1) 8時15分～16時45分 土日祝 208,832円～259,896円 2000

4人 毎　週 実費（上限あり） 1000
0766-26-8460 臨時(4ヶ月以上) 毎月　34,890円まで 2000 公災・健康・厚生

高岡市 16020- 4240081
30歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 180,000円～265,000円 6

1人 その他 実費（上限あり） 2
0766-25-7799 常 用 毎月　10,000円まで 18 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 4243981
35歳以下 通勤 (1)10時00分～19時00分 水他 195,000円～262,000円 5

2人 その他 実費（上限あり） 0
076-451-2400 常 用 毎月　30,000円まで 65 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16010- 7584881
不 問 通勤 (1) 9時00分～18時00分 水祝他 225,100円～355,100円 135

1人 その他 実費（上限あり） 25
0763-52-2808 常 用 毎月　31,900円まで 135 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16050- 1877381
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時00分 土日祝 142,600円～247,100円 40

1人 毎　週 実費（上限あり） 2
06-6573-8809 臨時(4ヶ月未満) 毎月　55,000円まで 1300 雇用・公災

高岡市 27030-12150381
不 問 通勤 (1) 9時45分～18時15分 他 165,000円～165,000円 3

1人 (2)10時15分～18時45分 その他 実費（上限なし） 3
03-3352-7289 臨時(4ヶ月以上) 824 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 13080-25462581
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 200,000円～350,000円 12

6人 その他 実費（上限あり） 2
080-2414-0001 常 用 毎月　10,000円まで 12 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16040- 1807681
不 問 通勤 日祝 170,000円～300,000円 5

1人 毎　週 実費（上限なし） 5
0572-27-3436 常 用 6829 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 21030- 4552881
59歳以下 通勤 (1) 9時00分～18時00分 土日祝他 191,000円～295,000円 81

1人 毎　週 実費（上限なし） 13
076-433-1822 常 用 102 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16010- 7415081
不 問 通勤 他 180,000円～250,000円 0

2人 毎　週 実費（上限あり） 0
076-444-0035 臨時(4ヶ月以上) 毎月　16,100円まで 155 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16010- 7441981

51

53

建築板金工 板金・金物工事業

株式会社 ワシキタ
高岡市五福町15-17

正社員

臨時的任用講師(小学校)【高岡地区(高岡市･氷見市)】 都道府県機関

富山県西部教育事務所
高岡市赤祖父211 高岡総合庁舎分館2階

営業 電気工事業

株式会社サンシステム

正社員以外

高岡市佐野1514
正社員

自動車用品販売･取付作業 自動車小売業

株式会社 カルバン
富山市黒瀬北町2-14-15

正社員

住宅営業 製材業，木製品製造業

チュ－モク株式会社
南砺市田中793

行政事務 行政機関

財務省 大阪税関

正社員

大阪府大阪市港区築港4-10-3

販売員 衣服卸売業

川辺株式会社
東京都新宿区四谷四丁目16-3

正社員以外

正社員以外

鉄工･とび工･仕上工 とび・土工・コンクリート工事業

株式会社 司
下新川郡入善町上野7232

正社員

調剤薬局事務(Ｖ･ｄｒｕｇ高岡木津薬局) 医薬品・化粧品小売業

中部薬品 株式会社
岐阜県多治見市高根町4-29

9時00分～20時00分の間の8時間程度
システム営業 ソフトウェア業

株式会社 トヤマデータセンター

正社員以外

富山市柳町1-1-11

調理スタッフ(道の駅雨晴) その他の専門サービス業

株式会社 ジェック経営コンサルタント
富山市湊入船町3番30号

正社員

正社員以外
8時30分～19時30分の間の8時間程度

49

50

57

58

59

61

66

67

68
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