
【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

不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 180,000円～240,000円 11
1人 その他 実費（上限あり） 0

0766-23-6194 常 用 毎月　15,000円まで 11 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 16020- 6973281
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 火他 216,400円～267,000円 12

1人 その他 実費（上限なし） 7
0766-64-4070 常 用 42 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 6980881
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 198,000円～225,000円 11

1人 その他 実費（上限あり） 7
0766-64-4070 常 用 毎月　20,000円まで 42 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 6983081
40歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 祝他 195,000円～225,000円 12

2人 その他 実費（上限なし） 7
0766-64-4070 常 用 42 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 6984381
40歳以下 通勤 (1) 9時00分～17時00分 日祝他 150,000円～325,000円 4

1人 (2) 9時00分～13時00分 毎　週 実費（上限あり） 2
0766-54-0824 常 用 毎月　10,000円まで 4 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 6986981
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 土日祝他 180,000円～210,000円 12

1人 毎　週 実費（上限あり） 2
0766-21-0140 常 用 毎月　17,000円まで 12 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 6992681
不 問 通勤 (1) 8時15分～17時00分 土日祝他 209,400円～209,400円 680

1人 毎　週 実費（上限あり） 540
0766-23-0204 臨時(4ヶ月以上) 毎月　31,600円まで 680 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 6997881
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 160,000円～200,000円 51

1人 その他 実費（上限あり） 28
0766-63-1699 常 用 毎月　10,000円まで 51 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 6998281
40歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 184,000円～207,000円 9

1人 その他 実費（上限あり） 6
0766-22-4727 常 用 毎月　10,000円まで 9 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 6999181
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 155,000円～165,000円 10

1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- 7001581
18歳～35歳 通勤 (1)10時30分～11時30分 他 184,000円～184,000円 32

2人 その他 実費（上限あり） 30
0766-27-2045 常 用 毎月　50,000円まで 10288 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 6931181
18歳以上 通勤 (1)17時00分～ 1時00分 日祝他 200,000円～450,000円 8

5人 な　し 実費（上限あり） 5
0766-25-6699 常 用 毎月　5,000円まで 30 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 6936581
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時10分 日祝他 150,000円～180,000円 3

1人 その他 なし 0
0766-23-7722 常 用 3 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 6937481
不 問 通勤 (1) 8時10分～17時30分 日祝他 163,700円～188,400円 100

1人 その他 実費（上限あり） 37
0766-20-3854 常 用 毎月　12,000円まで 165 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 6938781
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 160,000円～250,000円 30

1人 その他 実費（上限あり） 25
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- 6953581
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 160,000円～200,000円 55

10人 毎　週 実費（上限あり） 4
0766-25-8801 臨時(4ヶ月未満) 70 雇用・労災

高岡市 16020- 6954481
不 問 通勤 (1) 8時30分～18時00分 日祝他 145,000円～205,000円 3

1人 (2) 8時30分～13時00分 その他 実費（上限あり） 3
0766-63-8148 常 用 毎月　5,000円まで 3 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 6955781
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 土日他 142,800円～142,800円 8

1人 毎　週 実費（上限なし） 8
0766-51-6260 臨時(4ヶ月以上) 13206 雇用・労災・健康・厚生

請負 高岡市 16020- 6956881
不 問 通勤 (1) 8時30分～18時00分 日祝他 165,000円～225,000円 8

1人 (2) 9時30分～19時00分 その他 実費（上限あり） 7
0766-25-6060 (3) 8時30分～12時30分 常 用 毎月　10,000円まで 8 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 6958181
不 問 通勤 (1) 8時30分～18時00分 日祝他 180,000円～300,000円 6

2人 その他 実費（上限あり） 3
0766-28-8211 常 用 毎月　15,000円まで 6 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 6965281
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時20分 日祝 150,000円～220,000円 20

1人 その他 一定額 6
0766-31-2794 常 用 毎月　3,000円まで 20 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 6969681
34歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時20分 日祝 160,000円～240,000円 20

1人 その他 一定額 6
0766-31-2794 常 用 毎月　3,000円まで 20 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 6970481
不 問 通勤 (1) 7時00分～16時00分 他 167,000円～177,000円 70

10人 (2)10時00分～19時00分 その他 実費（上限あり） 60
0766-54-0352 (3)17時00分～10時00分 常 用 毎月　15,000円まで 104 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 6872381

職   種　　　　　

派　遣
請　負

1

塗装及び出荷作業 鉄素形材製造業

株式会社 大昇
高岡市岩坪1072

正社員

4

一般ユーザーに対する提案営業【本店】 宗教用具製造業

株式会社 大越仏壇
高岡市福岡町下老子736

正社員

5

ＣＡＤオペレーター(事務)【本社】 宗教用具製造業

株式会社 大越仏壇
高岡市福岡町下老子736

正社員

6

寺院(お寺様)訪問【本店】 宗教用具製造業

株式会社 大越仏壇
高岡市福岡町下老子736

正社員

7

職業指導員 障害者福祉事業

クーネス株式会社
高岡市中川町1-14

正社員

11

地場運転手(３ｔ) 一般貨物自動車運送業

メイホ物流 株式会社
高岡市四屋567

正社員

12

臨床検査技師 病院

高岡市民病院
高岡市宝町4番1号

正社員以外

13

経理事務 工業用プラスチック製品製造業

株式会社 堀プラスチック富山
高岡市戸出吉住285

正社員

14

鍛金加工工 宗教用具製造業

有限会社 シマタニ昇龍工房
高岡市千石町4-2

正社員

15

鶏卵選別及び配達 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

正社員

16

フロントスタッフ 旅館，ホテル

株式会社 東横イン 新高岡駅新幹線南口
高岡市下黒田3015

正社員

17

ホールスタッフ･幹部候補 建物売買業，土地売買業

株式会社 ワイ･エス･ビー
高岡市下関町1番18号

正社員

18

アルミサッシ加工(切断、プレス、梱包) 産業機械器具卸売業

有限会社 ケーワイ
高岡市二塚1021 

正社員

19

生産管理事務 金属素形材製品製造業

宮越工芸 株式会社
高岡市長慶寺995番地

正社員

22

菓子製造及び包装 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

正社員

23

除草作業(６月･７月のみ) 一般土木建築工事業

有限会社 大開工業
高岡市野村1607-1 大地ﾋﾞﾙ2F

正社員以外

24

受付･歯科助手 歯科診療所

山下歯科クリニック
高岡市戸出町6丁目5-43

正社員

25

医療機材の洗浄･組立(高岡市民病院) 各種物品賃貸業

ワタキューセイモア株式会社 名古屋支店 北陸営業所
射水市広上2000番27

正社員以外

26

受付事務 一般診療所

福田医院
高岡市新横町1245

正社員

29

営業 自動車小売業

株式会社 石川自動車
高岡市江尻582

正社員

30

ＤＴＰ･ＷＥＢデザイン制作 印刷業

キクラ印刷 株式会社
高岡市樋詰48-2

正社員

31

営業 印刷業

キクラ印刷 株式会社
高岡市樋詰48-2

正社員

32

介護スタッフ(ユニット型ショートステイ) 老人福祉・介護事業

社会福祉法人新湊福祉会 特別養護老人ホーム 和の郷高岡

高岡市長江464-1
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) 7時00分～16時00分 他 167,000円～177,000円 70
2人 (2)10時00分～19時00分 その他 実費（上限あり） 60

0766-53-5665 (3)17時00分～10時00分 常 用 毎月　15,000円まで 104 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 16020- 6873681
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日他 165,000円～170,000円 70

1人 毎　週 実費（上限あり） 60
0766-54-0352 常 用 毎月　15,000円まで 104 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 6874981
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日他 165,000円～170,000円 70

1人 毎　週 実費（上限あり） 60
0766-54-0352 常 用 毎月　15,000円まで 104 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 6875581
不 問 通勤 (1) 8時45分～17時15分 他 246,000円～273,000円 112

2人 その他 実費（上限あり） 80
0766-23-3737 常 用 毎月　20,000円まで 218 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 6884481
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 158,000円～205,000円 125

1人 その他 実費（上限あり） 5
0766-21-9825 常 用 毎月　30,000円まで 380 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 6886881
18歳～39歳 通勤 (1)15時00分～23時00分 火他 190,000円～230,000円 24

5人 その他 一定額 8
0766-22-3333 常 用 毎月　5,000円まで 60 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 6889081
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時00分 日祝他 186,000円～257,000円 2

2人 その他 一定額 0
0766-36-8250 常 用 毎月　10,000円まで 2 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 6891581
40歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時00分 土日祝他 160,000円～210,000円 8

1人 毎　週 実費（上限あり） 3
0766-31-0522 常 用 毎月　31,600円まで 8 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 6894881
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 300,000円～500,000円 5

2人 その他 実費（上限なし） 1
0766-64-6686 常 用 5 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 6896181
39歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 他 150,096円～214,862円 20

1人 (2)16時30分～ 9時30分 その他 実費（上限あり） 10
0766-36-2600 常 用 毎月　31,600円まで 178 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 6897081
59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 他 152,928円～218,916円 72

2人 (2) 6時30分～15時30分 その他 実費（上限あり） 52
0766-36-2600 (3)12時15分～21時15分 常 用 毎月　31,600円まで 178 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 6898381
44歳以下 通勤 (1) 8時20分～17時30分 日祝他 185,000円～225,000円 40

2人 (2) 8時20分～17時50分 その他 実費（上限あり） 3
0766-45-0100 常 用 毎月　24,000円まで 40 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 6901981
40歳以下 通勤 (1) 8時15分～17時00分 日祝他 155,200円～168,200円 30

1人 (2) 8時15分～17時15分 その他 実費（上限あり） 4
0766-21-4550 (3) 8時15分～17時30分 常 用 毎月　20,000円まで 178 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 6905881
18歳以上 通勤 (1) 8時00分～17時00分 他 147,050円～155,700円 7

1人 (2)17時00分～ 8時00分 その他 実費（上限あり） 0
0766-21-2112 臨時(4ヶ月以上) 毎月　20,000円まで 1400 雇用・労災・健康・厚生

請負 高岡市 16020- 6908081
59歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日他 150,000円～182,600円 40

1人 その他 実費（上限あり） 14
0766-24-6636 常 用 毎月　12,000円まで 90 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 6910581
不 問 通勤 (1) 6時00分～15時00分 他 190,000円～195,000円 5

1人 (2) 8時30分～17時30分 その他 実費（上限なし） 4
0766-26-6021 (3)10時30分～19時30分 臨時(4ヶ月以上) 12000 雇用・労災・健康・厚生

請負 高岡市 16020- 6914281
30歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 190,000円～232,500円 6

2人 その他 実費（上限あり） 1
0766-24-3751 常 用 毎月　13,000円まで 6 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 6915181
39歳以下 通勤 (1) 7時45分～16時45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- 6916081
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 土日祝他 174,000円～174,000円 185

2人 毎　週 実費（上限あり） 104
0766-63-1220 臨時(4ヶ月未満) 毎月　30,000円まで 1408 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 6925381
30歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 198,000円～278,000円 9

1人 その他 実費（上限なし） 1
0766-31-5577 常 用 14 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 6808981
59歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時10分 土日 152,400円～161,900円 126

1人 毎　週 実費（上限あり） 18
0766-21-2345 常 用 毎月　20,900円まで 129 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 6809581
40歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 200,000円～250,000円 87

2人 その他 実費（上限あり） 49
0766-25-0025 常 用 毎月　10,000円まで 87 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 6810881
不 問 通勤 (1) 9時00分～18時00分 他 157,000円～205,000円 110

2人 (2) 7時00分～16時00分 その他 実費（上限あり） 85
0766-26-5678 (3)17時30分～ 9時30分 常 用 毎月　16,000円まで 180 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 6813081

33

介護スタッフ(ユニット型特別養護老人ホーム) 老人福祉・介護事業

社会福祉法人新湊福祉会 特別養護老人ホーム 和の郷高岡

高岡市長江464-1
正社員

34

介護スタッフ(デイサービス) 老人福祉・介護事業

社会福祉法人新湊福祉会 特別養護老人ホーム 和の郷高岡

高岡市長江464-1
正社員

35

介護スタッフ(認知症対応型通所介護) 老人福祉・介護事業

社会福祉法人新湊福祉会 特別養護老人ホーム 和の郷高岡

高岡市長江464-1
正社員

38

訪問看護師(川田病院) 病院

医療法人社団 あずさ会
高岡市京町8-1

正社員

39

２ｔ地場運転手(ルート配送) 一般貨物自動車運送業

北陸トナミ運輸 株式会社
高岡市上四屋4番42号

正社員

40

接客･調理(やきとり)【高岡駅前店･氷見店】 専門料理店

高岡秋吉 株式会社
高岡市御旅屋町1032-1

正社員

41

外装工 その他の職別工事業

有限会社 中島建材
高岡市下麻生字天洞5331

正社員

43

段ボール製造工及び配送(４ｔ) 紙製容器製造業

広岡紙器 株式会社
高岡市六家1073

正社員

44

基幹システムの開発管理 ソフトウェア業

イセ･エメラルドウエイ 株式会社
高岡市福岡町福岡新181番地

正社員

45

職業指導員兼務生活支援員  (志貴野苑) 障害者福祉事業

社会福祉法人 高岡市身体障害者福祉会
高岡市葦附1239番地の27

正社員

46

介護職員(志貴野ホーム) 障害者福祉事業

社会福祉法人 高岡市身体障害者福祉会
高岡市葦附1239番地の27

正社員

47

工場作業オペレーター 再生資源卸売業

日本総合リサイクル 株式会社
高岡市伏木1丁目1番地1

正社員

49

営業事務(建材事務所) 石油・鉱物卸売業

富源商事 株式会社
高岡市昭和町3丁目3-10

正社員

51

常駐警備員(厚生連高岡病院) 警備業

北陸綜合警備保障株式会社 高岡支社
高岡市あわら町1番1号 農協会館4F

正社員以外

52

工場内作業員 建設用・建築用金属製品製造業

株式会社 関口製作所
高岡市和田263-1

正社員

54

栄養士(雅) 他に分類されない生活関連サービス
業株式会社メフォス北陸事業部 富山支店

高岡市下関町4-5 読売会館7階
正社員以外

55

機械据付、整備、点検 機械器具設置工事業

北世工業 株式会社
高岡市二上1033

正社員

56

大型運転手 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

正社員

60

医薬品の検査･包装作業 医薬品製造業

アステラス ファーマ テック株式会社 高岡工場
高岡市戸出栄町30番地

正社員以外

61

電気通信工業業務･施設及び施工管理 電気工事業

株式会社北日本通信工業
高岡市笹川3204-1

正社員

62

ダイカスト製品の仕上げ 非鉄金属素形材製造業

三協ワシメタル 株式会社
高岡市長慶寺575

正社員

63

仏具の塗装 他に分類されない卸売業

株式会社 本保
高岡市大町16-14

正社員

64

介護職員(長寿苑) 病院

医療法人社団 桑山会
高岡市大坪町1-1-3

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

44歳以下 通勤 (1) 8時45分～17時45分 土日祝他 184,700円～264,000円 5
1人 その他 実費（上限あり） 1

03-5816-5452 常 用 毎月　60,000円まで 2431 雇用・労災・健康・厚生・財形
高岡市 16020- 6814381

64歳以下 通勤 (1) 8時00分～16時20分 日祝他 129,000円～135,000円 160
1人 その他 実費（上限あり） 40

0766-26-0212 常 用 毎月　22,280円まで 160 雇用・労災・健康・厚生

請負 高岡市 16020- 6815681
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 他 300,000円～450,000円 15

1人 その他 なし 1
090-3763-3931 常 用 15 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 6819781
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 土日祝他 155,000円～155,000円 16

6人 毎　週 実費（上限あり） 12
0766-22-6337 臨時(4ヶ月以上) 毎月　35,000円まで 319 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 6821381
59歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 他 178,000円～278,000円 30

1人 毎　週 実費（上限あり） 16
0766-24-2646 常 用 毎月　16,000円まで 30 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 6832581
不 問 通勤 (1) 9時00分～17時00分 土日祝 285,910円～285,910円 34

1人 毎　週 実費（上限あり） 23
0766-21-0672 臨時(4ヶ月以上) 毎月　24,000円まで 17000 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 6833481
35歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時00分 日祝他 156,000円～220,000円 32

1人 その他 実費（上限なし） 8
0766-64-3031 常 用 65 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 6840581
不 問 通勤 (1) 7時00分～16時00分 他 170,000円～170,000円 107

2人 (2) 8時00分～17時00分 毎　週 実費（上限あり） 84
0766-31-5700 (3)10時00分～19時00分 常 用 毎月　45,000円まで 107 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 6846081
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 他 250,000円～366,000円 107

2人 (2)10時00分～19時00分 毎　週 実費（上限あり） 84
0766-31-5700 常 用 毎月　45,000円まで 107 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 6847381
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 他 170,000円～170,000円 107

1人 (2) 9時00分～18時00分 毎　週 実費（上限あり） 84
0766-31-5700 (3)10時00分～19時00分 常 用 毎月　45,000円まで 107 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 6848681
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 他 230,000円～346,000円 107

2人 (2)10時00分～19時00分 毎　週 実費（上限あり） 84
0766-31-5700 常 用 毎月　45,000円まで 107 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 6850781
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 他 185,000円～185,000円 107

1人 (2) 9時00分～18時00分 毎　週 実費（上限あり） 84
0766-31-5700 (3)10時00分～19時00分 常 用 毎月　45,000円まで 107 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 6851881
不 問 通勤 (1) 7時00分～16時00分 他 183,000円～183,000円 107

2人 (2) 8時00分～17時00分 毎　週 実費（上限あり） 84
0766-31-5700 (3)10時00分～19時00分 常 用 毎月　45,000円まで 107 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 6854081
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日他 198,000円～220,000円 15

3人 その他 実費（上限なし） 1
090-3763-3931 常 用 15 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 6855381
40歳以下 通勤 (1) 8時00分～16時00分 日祝他 198,000円～222,000円 25

2人 その他 実費（上限なし） 5
0766-23-0210 常 用 98 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 6861181
不 問 通勤 (1) 8時30分～16時45分 日祝他 176,400円～192,400円 18

2人 (2) 7時00分～15時15分 その他 実費（上限あり） 18
0766-22-4668 (3)10時15分～18時30分 常 用 毎月　7,500円まで 18 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 6862081
40歳以下 通勤 (1) 9時00分～17時00分 日祝他 145,000円～145,000円 4

1人 (2) 9時00分～12時00分 その他 実費（上限あり） 3
0766-36-8606 常 用 毎月　5,000円まで 10 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 6863381
44歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時10分 日他 161,600円～178,100円 126

1人 毎　週 実費（上限あり） 18
0766-21-2345 常 用 毎月　20,900円まで 129 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 6753481
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日他 195,000円～245,000円 14

2人 その他 実費（上限あり） 2
0766-24-3485 常 用 毎月　15,000円まで 14 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 6754781
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 205,000円～265,000円 8

2人 その他 実費（上限あり） 0
090-3760-3075 常 用 毎月　15,000円まで 8 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 6755881
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 土日祝他 237,800円～242,000円 4

2人 毎　週 実費（上限あり） 1
0766-63-4340 常 用 毎月　10,000円まで 15 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 6759381
不 問 通勤 (1) 9時00分～18時00分 土日祝 203,000円～530,000円 7

3人 毎　週 実費（上限あり） 1
0766-28-3711 常 用 毎月　50,000円まで 7 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 6763881
不 問 通勤 (1) 9時00分～18時00分 土日祝 203,000円～530,000円 7

3人 毎　週 実費（上限あり） 1
0766-28-3711 常 用 毎月　50,000円まで 7 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 6764281

65

営業職(業務用冷蔵庫販売)【高岡営業所】 その他の電気機械器具製造業

大和冷機工業株式会社 高岡営業所
高岡市駅南1-8-34 ｱﾗﾔﾋﾞﾙ2-C

正社員

66

農薬製剤品の充填･包装 無機化学工業製品製造業

有限会社 エヌエイチジ－
高岡市向野本町300番地

正社員

67

長距離運転手(１０ｔウィング車) 産業廃棄物処理業

有限会社 三新工業
高岡市石瀬東町520-2

正社員

68

幼稚園常勤講師       保育園常勤保育士 高等教育機関

学校法人 高岡第一学園
高岡市戸出石代307番地3

正社員以外

73

精肉加工･販売 各種食料品小売業

株式会社 サンコー本店
高岡市御旅屋町21

正社員

74

損害保険の事故に関する損害調査、賠償交渉、各種相談対応 損害保険業

損害保険ジャパン日本興亜株式会社
北陸保険金サービス部 高岡保険金サービス課

正社員以外
高岡市駅南5丁目4-12 BIZﾋﾞﾙ4階

78

検査及び事務 製鋼を行わない鋼材製造業

株式会社 北陸ヨシナカ 富山工場
高岡市福岡町下老子22番地

正社員

80

介護職 老人福祉・介護事業

社会福祉法人 立野福祉会 香野苑
高岡市上渡161

正社員

81

看護師(正看護師) 老人福祉・介護事業

社会福祉法人 立野福祉会 香野苑
高岡市上渡161

正社員

82

生活相談員 老人福祉・介護事業

社会福祉法人 立野福祉会 香野苑
高岡市上渡161

正社員

83

看護師(准看護師) 老人福祉・介護事業

社会福祉法人 立野福祉会 香野苑
高岡市上渡161

正社員

84

介護支援専門員(ケアマネージャー) 老人福祉・介護事業

社会福祉法人 立野福祉会 香野苑
高岡市上渡161

正社員

85

介護職(介護福祉士) 老人福祉・介護事業

社会福祉法人 立野福祉会 香野苑
高岡市上渡161

正社員

86

大型ダンプ運転手 産業廃棄物処理業

有限会社 三新工業
高岡市石瀬東町520-2

正社員

88

倉庫内荷役 一般貨物自動車運送業

荻布倉庫 株式会社
高岡市荻布字川開688番地

正社員

89

保育士 児童福祉事業

社会福祉法人 正徳保育園
高岡市木町1番地

正社員

90

人形劇の上演･制作 興行場（別掲を除く），興行団

人形芝居かすぺる
高岡市中田4805-1

正社員
又は 5時00分～20時00分の間の7時間程度

92

製品梱包･出荷 非鉄金属素形材製造業

三協ワシメタル 株式会社
高岡市長慶寺575

正社員

93

現場作業員 舗装工事業

日建工業 株式会社
高岡市下伏間江520-11

正社員

94

液化石油ガスボンベ配送 一般貨物自動車運送業

株式会社 城北
高岡市野村1070-16

正社員

95

切断工･粉砕 その他のプラスチック製品製造業

株式会社サンヨーポリマー 富山営業所
高岡市戸出栄町13番地

正社員

96

Ｃ、Ｃ＋＋、Ｃ＃システム開発技術者 情報処理・提供サービス業

株式会社北陸ソフタス
高岡市あわら町8-25

正社員

97

システム運用管理 情報処理・提供サービス業

株式会社北陸ソフタス
高岡市あわら町8-25

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) 9時00分～18時00分 土日祝 203,000円～530,000円 7
3人 毎　週 実費（上限あり） 1

0766-28-3711 常 用 毎月　50,000円まで 7 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 16020- 6765181
不 問 通勤 (1) 9時00分～18時00分 土日祝 203,000円～530,000円 7

3人 毎　週 実費（上限あり） 1
0766-28-3711 常 用 毎月　50,000円まで 7 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 6766081
35歳以下 通勤 (1)12時00分～21時00分 月日祝 206,000円～206,000円 8

1人 (2)11時00分～20時00分 毎　週 実費（上限あり） 7
0766-23-4409 常 用 毎月　50,000円まで 630 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 6767381
不 問 通勤 (1)15時00分～21時00分 月日祝他 171,000円～171,000円 8

1人 (2)11時00分～20時00分 毎　週 実費（上限あり） 7
0766-23-4409 臨時(4ヶ月以上) 毎月　50,000円まで 630 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 6768681
不 問 通勤 (1) 8時30分～18時00分 日祝他 236,600円～316,600円 9

1人 (2)14時00分～18時00分 その他 実費（上限なし） 8
0766-25-2218 (3) 8時30分～17時00分 常 用 9 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 6772281
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 土日祝他 220,000円～300,000円 8

1人 毎　週 一定額 2
0766-25-1666 常 用 毎月　5,000円まで 8 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 6778581
不 問 通勤 (1) 5時00分～14時00分 日祝他 175,000円～300,000円 12

2人 その他 なし 3
0766-24-0248 常 用 12 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 6782081
不 問 通勤 (1) 8時00分～16時45分 日祝他 160,000円～160,000円 9

2人 毎　週 実費（上限あり） 2
0766-28-5200 臨時(4ヶ月以上) 100000 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 6784681
59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 220,000円～320,000円 13

1人 その他 実費（上限あり） 2
0766-21-7733 常 用 毎月　10,000円まで 13 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 6786581
59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 280,000円～350,000円 13

1人 その他 実費（上限あり） 2
0766-21-7733 常 用 毎月　10,000円まで 13 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 6787481
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日他 230,000円～345,000円 5

1人 その他 実費（上限あり） 2
0766-21-0388 常 用 毎月　10,000円まで 7 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 6790181
35歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 203,300円～228,300円 14

1人 (2) 8時30分～15時00分 その他 実費（上限あり） 6
090-2031-5467 常 用 毎月　10,000円まで 15 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 6791081
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 180,000円～250,000円 11

1人 その他 実費（上限あり） 2
0766-23-6010 常 用 毎月　10,000円まで 11 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 6792381
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 250,000円～350,000円 11

1人 その他 実費（上限あり） 2
0766-23-6010 常 用 毎月　10,000円まで 11 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 6793681
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 300,000円～400,000円 11

1人 その他 実費（上限あり） 2
0766-23-6010 常 用 毎月　10,000円まで 11 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 6794981
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 木日祝他 142,300円～182,000円 99

1人 (2) 9時00分～18時00分 毎　週 実費（上限あり） 74
0766-64-3535 臨時(4ヶ月以上) 毎月　16,000円まで 270 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 6795581
44歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 146,000円～146,000円 24

1人 その他 実費（上限あり） 8
0766-21-5880 常 用 毎月　15,000円まで 24 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 6797781
44歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 156,000円～280,000円 18

1人 その他 実費（上限あり） 5
0766-23-7201 常 用 毎月　12,000円まで 62 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 6799281
40歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 200,000円～266,000円 24

1人 その他 実費（上限あり） 8
0766-21-5880 常 用 毎月　15,000円まで 24 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 6800481
59歳以下 通勤 (1) 8時45分～17時45分 日祝他 175,000円～175,000円 2

1人 その他 実費（上限あり） 0
0766-55-4048 常 用 毎月　20,000円まで 245 雇用・労災・健康・厚生

請負 高岡市 16020- 6806381
不 問 通勤 (1) 9時00分～19時00分 水日祝 168,000円～220,000円 4

1人 毎　週 実費（上限あり） 3
0766-24-1110 常 用 毎月　10,000円まで 4 雇用・労災

高岡市 16020- 6818481
不 問 通勤 (1) 9時00分～19時00分 水日祝 190,000円～240,000円 4

1人 毎　週 実費（上限あり） 3
0766-24-1110 常 用 毎月　10,000円まで 4 雇用・労災

高岡市 16020- 6830681
不 問 通勤 (1) 9時00分～17時30分 土日祝他 169,100円～169,100円 6

1人 毎　週 実費（上限なし） 2
0766-22-0464 臨時(4ヶ月以上) 600 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 6760581

98

Ｊａｖａシステム開発技術者 情報処理・提供サービス業

株式会社北陸ソフタス
高岡市あわら町8-25

正社員

99

システムエンジニア･プログラマー 情報処理・提供サービス業

株式会社北陸ソフタス
高岡市あわら町8-25

正社員

100

アミティーこども英語講師／正社員 学習塾

株式会社アミティー 高岡校
高岡市芳野178 FISTA芳野1F

正社員

101

アミティーこども英語講師／契約社員常勤／高岡又は富山校 学習塾

株式会社アミティー 高岡校
高岡市芳野178 FISTA芳野1F

正社員以外

103

看護師または准看護師 一般診療所

医療法人社団 清水小児科医院
高岡市白金町5-30

正社員

106

建築工事施工管理 一般土木建築工事業

大栄建設 株式会社
高岡市中川栄町3-1

正社員

108

２ｔ運転手 一般貨物自動車運送業

有限会社 平成運送
高岡市下黒田777番地28

正社員

109

郵便物の配達【福岡郵便局】 郵便業

日本郵便株式会社 郵便事業総本部 高岡郵便局
高岡市御馬出町34

正社員以外

110

営業(フォークリフトの販売やメンテナンス等) 他に分類されない小売業

新生リフト 株式会社
高岡市荒屋敷66番地

正社員

111

整備士(フォークリフトなど) 他に分類されない小売業

新生リフト 株式会社
高岡市荒屋敷66番地

正社員

112

土木工事･さく泉工事 その他の設備工事業

一真工業 株式会社
高岡市東中川町8-21

正社員

113

営業(ＯＡ機器、オフィス家具、事務用品の販売) 家具・建具・じゅう器等卸売業

株式会社 昌文堂
高岡市問屋町28番地

正社員

114

配管工 管工事業

丸三工業 株式会社
高岡市博労本町10-27

正社員

115

工事の設計、積算、現場管理 管工事業

丸三工業 株式会社
高岡市博労本町10-27

正社員

116

工事の設計、積算、管理(１級管工事施工管理技術者) 管工事業

丸三工業 株式会社
高岡市博労本町10-27

正社員

117

医療事務員(産休･育休代替) 病院

医療法人社団志貴野会 サンバリ－福岡病院
高岡市福岡町大野 150

正社員以外

119

事務員及び営業アシスタント 他に分類されない卸売業

株式会社 坂井
高岡市横田町2丁目10-24

正社員

120

サッシ、窓、ドア等の配送他 各種商品卸売業

株式会社 竹中製作所
高岡市長慶寺987番地

正社員

121

営業職及び営業アシスタント 他に分類されない卸売業

株式会社 坂井
高岡市横田町2丁目10-24

正社員

124

車両運搬業務(北陸ふそう自動車販売)(請) 一般貨物自動車運送業

株式会社フェイス
射水市浄土寺1680

正社員

125

歯科助手 歯科診療所

かわふち歯科医院
高岡市大坪町1-4-8

正社員

126

歯科衛生士 歯科診療所

かわふち歯科医院
高岡市大坪町1-4-8

正社員

129

一般事務 仏教系宗教

真宗大谷派高岡教務所
高岡市丸の内2-15

正社員以外
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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) 5時00分～14時30分 他 170,000円～240,000円 10
1人 (2) 8時30分～17時30分 毎　週 実費（上限あり） 9

076-262-3380 (3)10時30分～20時00分 臨時(4ヶ月以上) 毎月　35,000円まで 9000 雇用・労災・健康・厚生・財形

請負 高岡市 17010-14261281
18歳以上 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 158,400円～167,200円 14

10人 その他 実費（上限あり） 2
0767-22-8422 常 用 毎月　40,000円まで 230 雇用・労災・健康・厚生

請負 高岡市 17031- 1393781
不 問 通勤 日他 221,520円～306,720円 1

2人 隔　週 実費（上限なし） 1
090-4197-1895 臨時(4ヶ月以上) 1000 雇用・労災・健康・厚生

派遣 高岡市 22022- 1545181
不 問 通勤 (1)16時00分～22時00分 他 140,000円～140,000円 1

3人 (2)14時30分～20時30分 その他 実費（上限あり） 0
092-283-1188 臨時(4ヶ月以上) 毎月　15,000円まで 415 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 40010-40004181
不 問 通勤 (1)10時00分～20時00分 他 194,650円～217,550円 3

1人 その他 実費（上限あり） 3
03-5740-2731 臨時(4ヶ月以上) 毎月　30,000円まで 160 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 13040-58902681
44歳以下 通勤 (1) 7時00分～16時00分 他 204,300円～249,000円 13

1人 (2) 9時00分～18時00分 その他 実費（上限あり） 8
0422-36-6788 (3)11時00分～20時00分 常 用 毎月　50,000円まで 27982 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 13170-23215581
59歳以下 通勤 (1) 9時00分～18時00分 他 180,000円～214,000円 13

2人 (2)11時00分～20時00分 毎　週 実費（上限なし） 9
025-383-4141 常 用 968 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 15010-19725381
30歳以下 通勤 (1) 9時15分～18時30分 月他 175,000円～250,000円 15

1人 その他 実費（上限あり） 3
0766-21-1500 常 用 毎月　31,600円まで 110 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16010-12082381
不 問 通勤 他 205,000円～305,000円 20

9人 毎　週 実費（上限なし） 19
0572-27-3356 常 用 6477 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 21030- 7195081
不 問 通勤 (1) 9時45分～20時00分 他 155,200円～170,800円 10

1人 (2)13時45分～21時00分 その他 実費（上限あり） 5
0120-27-8010 臨時(4ヶ月以上) 毎月　50,000円まで 1110 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 13080-42554881
不 問 通勤 (1)10時00分～22時00分 他 200,000円～350,000円 9

1人 その他 実費（上限あり） 3
0766-32-1821 常 用 毎月　15,000円まで 96 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16050- 3083381
不 問 通勤 他 140,000円～170,000円 3

2人 毎　週 実費（上限あり） 3
0766-74-3126 常 用 毎月　10,000円まで 22 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16060- 1166181
不 問 通勤 (1)10時30分～19時30分 他 154,560円～154,560円 5

1人 その他 実費（上限あり） 3
03-6778-8389 臨時(4ヶ月以上) 毎月　50,000円まで 4300 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 22010-18210681
不 問 通勤 (1)10時30分～19時30分 他 154,560円～154,560円 3

1人 その他 実費（上限あり） 1
03-6778-8389 臨時(4ヶ月以上) 毎月　50,000円まで 4300 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 22010-18212581
18歳～40歳 通勤 (1) 7時30分～16時30分 他 205,000円～232,000円 15

1人 (2)10時00分～19時00分 毎　週 実費（上限なし） 12
03-3802-1522 (3)15時30分～ 0時30分 常 用 6595 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 13110-10951581
18歳～40歳 通勤 (1) 7時30分～16時30分 他 205,000円～232,000円 15

1人 (2)10時00分～19時00分 毎　週 実費（上限なし） 12
03-3802-1522 (3)15時30分～ 0時30分 常 用 6595 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 13110-10954881
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 土日祝他 130,560円～130,560円 14

1人 毎　週 実費（上限あり） 12
076-434-1881 常 用 毎月　10,000円まで 460 雇用・労災・健康・厚生

請負 高岡市 16010-11878881
44歳以下 通勤 (1) 9時00分～17時30分 他 141,950円～216,400円 42

5人 その他 実費（上限あり） 32
076-431-0878 常 用 毎月　24,000円まで 600 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16010-11889081
30歳以下 通勤 (1) 9時30分～18時30分 他 196,000円～230,000円 4

1人 (2)10時00分～19時00分 その他 実費（上限あり） 4
06-6343-4666 常 用 毎月　30,000円まで 3635 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 27020-32921581
不 問 通勤 (1)10時00分～19時00分 他 200,000円～350,000円 16

1人 毎　週 なし 13
076-433-7773 臨時(4ヶ月未満) 20 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16010-11812181
18歳以上 通勤 (1) 9時30分～18時45分 他 161,000円～201,000円 4

1人 (2)11時00分～20時15分 その他 実費（上限あり） 4
090-5133-4089 (3)13時00分～22時15分 常 用 毎月　30,000円まで 120 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16050- 3039781
不 問 通勤 (1) 8時00分～16時40分 日祝他 150,000円～250,000円 8

2人 隔　週 実費（上限あり） 1
0766-86-3499 常 用 毎月　11,000円まで 45 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16060- 1144981
不 問 通勤 (1)10時30分～19時30分 他 192,650円～192,650円 5

1人 その他 実費（上限あり） 3
03-6778-8389 臨時(4ヶ月以上) 毎月　50,000円まで 4300 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 22010-17733081
不 問 通勤 (1)10時30分～19時30分 他 192,650円～192,650円 3

1人 その他 実費（上限あり） 1
03-6778-8389 臨時(4ヶ月以上) 毎月　50,000円まで 4300 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 22010-17735681

132

調理師 食堂，レストラン

日本ゼネラルフード株式会社 北陸支社
石川県金沢市西念4丁目18番地40号 NYﾋﾞﾙ 601号

正社員以外

133

交通誘導員 警備業

東洋警備保障(株)羽咋営業所
石川県羽咋市南中央町ｷ154-14番地

正社員以外

134

携帯電話販売スタッフ(富山県砺波市･高岡市) 自動車・同附属品製造業

株式会社 Ｈ＆Ｉ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ
静岡県浜松市浜北区中瀬7135-223 ﾌﾟﾚｼｬｽｱｰｽ浜北区101

有期雇用派遣

9時45分～19時45分の間の8時間

135

個別指導塾の教室スタッフ／魚津市、黒部市、高岡市 学習塾

株式会社 個別指導塾スタンダード
福岡市博多区店屋町8-17-7F

正社員以外

137

接客･販売(アパレル)／大和百貨店高岡店 繊維品卸売業

クールカレアン株式会社
東京都品川区西五反田2-7-12 五反田第一生命ﾋﾞﾙ別館

正社員以外

138

店舗社員(深夜勤務なし)  目利きの銀次 高岡北口駅前店 酒場，ビヤホール

株式会社 モンテローザフーズ
東京都武蔵野市中町1-17-3 6.ﾓﾝﾃﾛｰｻﾞ三鷹本社ﾋﾞﾙ

正社員
又は 5時00分～22時00分の間の8時間

139

販売(一般職･エリア限定社員／高岡市内島) じゅう器小売業

株式会社 ひらせいホームセンター
新潟市西区寺尾台2丁目3番3号

正社員

140

営業(フォルクスワーゲン高岡) 自動車小売業

株式会社 ファーレン富山
富山市掛尾町513-2

正社員

141

登録販売者／一般社員(Ｖ･ｄｒｕｇ 高岡エリア) 医薬品・化粧品小売業

中部薬品 株式会社(Ｖ･ｄｒｕｇ)
岐阜県多治見市高根町4-29

正社員
8時00分～22時00分の間の8時間程度

142

きものの販売 イオンモール高岡店 呉服・服地・寝具小売業

株式会社 やまと
東京都新宿区新宿3-28-16 ｺﾙﾈﾋﾞﾙ

正社員以外

143

日本料理 調理師 食堂，レストラン

株式会社 柿里
砺波市高道113ｰ4

正社員

144

販売員(ＭｌＸ－Ｏ イオンモール高岡) 婦人・子供服小売業

有限会社リトルボックス
氷見市中央町9-47

正社員
10時00分～22時00分の間の8時間

146

店舗スタッフ(パートナー) 写真機・時計・眼鏡小売業

株式会社 メガネトップ (眼鏡市場･アルク･レンズスタイル･レンズダイレクト)

静岡県静岡市葵区伝馬町8-6
正社員以外

147

店舗スタッフ(パートナー) 写真機・時計・眼鏡小売業

株式会社 メガネトップ (眼鏡市場･アルク･レンズスタイル･レンズダイレクト)

静岡県静岡市葵区伝馬町8-6
正社員以外

152

店舗管理業務Ａ／ダイナム高岡店 食堂，レストラン

株式会社 日本ヒュウマップ
東京都荒川区西日暮里5-15-7 ﾀﾞｲﾅﾑ綜合投資ﾋﾞﾙ3階

正社員
又は 7時30分～ 0時30分の間の8時間程度

153

店舗管理業務Ａ／ダイナム富山高岡波岡店 食堂，レストラン

株式会社 日本ヒュウマップ
東京都荒川区西日暮里5-15-7 ﾀﾞｲﾅﾑ綜合投資ﾋﾞﾙ3階

正社員
又は 7時30分～ 0時30分の間の8時間程度

154

清掃･洗濯(アステラスファーマテック(株)高岡工場) 建物サービス業

株式会社 北陸バロン美装
富山市北代5298

正社員以外

157

生花製作(高岡店) 他に分類されない小売業

オークス株式会社 フラワー事業部
富山市中島2-3-8

正社員

161

写真スタジオ業務全般(高岡市西町) 写真業

株式会社 スタジオアリス
大阪府大阪市北区梅田1-8-17 大阪第一生命ﾋﾞﾙ7階

正社員

162

総務･管理 機械器具小売業

エコプランナーズ 株式会社
富山市田中町3丁目3-6 岩田ﾋﾞﾙ2階

正社員以外

164

アクセサリーの販売ｔｏｍｅイオンモール高岡店 その他の織物・衣服・身の回り品小売
業株式会社 時女

南砺市舘125
正社員

165

アルミサッシ組立作業 (高岡工場) 建設用・建築用金属製品製造業

株式会社 能田アルミ
氷見市大野1269

正社員

167

店舗スタッフ(準社員)／高岡店 写真機・時計・眼鏡小売業

株式会社 メガネトップ (眼鏡市場･アルク･レンズスタイル･レンズダイレクト)

静岡県静岡市葵区伝馬町8-6
正社員以外

168

店舗スタッフ(準社員)／高岡昭和町店 写真機・時計・眼鏡小売業

株式会社 メガネトップ (眼鏡市場･アルク･レンズスタイル･レンズダイレクト)

静岡県静岡市葵区伝馬町8-6
正社員以外
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