
【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10分 日他 169,600円～186,100円 126
2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- 9737381

39歳以下 通勤 日他 158,000円～200,000円 6
1人 毎　週 実費（上限なし） 6

0766-24-1232 常 用 6 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 16020- 9738681
不 問 通勤 (1) 8時00分～16時30分 日他 180,000円～310,000円 13

1人 その他 実費（上限あり） 2
0766-26-8585 常 用 毎月　10,000円まで 13 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 9740781
不 問 通勤 (1) 7時00分～16時00分 日他 236,000円～286,000円 73

1人 (2) 8時00分～17時00分 毎　週 実費（上限あり） 64
0766-26-6200 (3)15時00分～23時30分 常 用 毎月　25,000円まで 73 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 9745381
30歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 146,000円～156,000円 12

1人 その他 実費（上限あり） 3
0766-63-6010 常 用 毎月　20,000円まで 12 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 9761081
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝 180,000円～250,000円 20

1人 その他 実費（上限あり） 4
0766-21-6126 常 用 毎月　10,000円まで 25 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 9763681
44歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 186,000円～300,000円 20

1人 その他 実費（上限あり） 4
0766-21-6126 常 用 毎月　10,000円まで 25 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 9764981
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 183,000円～300,000円 20

1人 その他 実費（上限あり） 4
0766-21-6126 常 用 毎月　10,000円まで 25 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 9766481
18歳～59歳 通勤 (1) 8時00分～17時00分 土日祝他 180,000円～280,000円 15

1人 毎　週 なし 2
0766-22-0999 常 用 15 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 9768881
35歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 160,000円～220,000円 40

1人 その他 実費（上限なし） 12
0766-27-3010 常 用 65 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 9770381
39歳以下 通勤 (1) 9時00分～17時00分 土日他 230,000円～230,000円 16

1人 毎　週 実費（上限あり） 16
0763-33-2678 常 用 毎月　8,000円まで 130 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 9774481
不 問 通勤 (1) 7時30分～17時00分 他 168,800円～168,800円 38

2人 (2)12時00分～21時30分 毎　週 なし 34
0766-53-5382 臨時(4ヶ月以上) 5000 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 9778181
35歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 190,000円～250,000円 48

2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- 9780981
35歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 190,000円～250,000円 48

2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- 9781581
不 問 通勤 (1)10時00分～19時00分 他 185,000円～335,000円 23

3人 その他 実費（上限なし） 16
0766-63-7777 常 用 78 雇用・労災・健康・厚生
高岡市･射水市 16020- 9782481

44歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時00分 日祝他 180,000円～250,000円 18
1人 その他 実費（上限なし） 5

0766-21-1433 常 用 60 雇用・労災・健康・厚生・財形
高岡市 16020- 9783781
不 問 通勤 (1) 7時15分～16時00分 他 181,000円～201,000円 89

1人 (2) 9時30分～18時15分 その他 実費（上限あり） 73
0766-44-7370 (3)16時00分～ 9時30分 常 用 毎月　12,000円まで 169 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 9679881
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時15分 日他 176,000円～239,700円 89

1人 (2) 9時00分～17時45分 毎　週 実費（上限あり） 73
0766-44-7370 (3) 9時30分～18時15分 常 用 毎月　12,000円まで 169 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 9680181
59歳以下 通勤 (1) 8時10分～17時00分 日他 180,000円～230,000円 40

1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- 9687781
不 問 通勤 (1) 8時10分～17時00分 日他 200,000円～350,000円 40

1人 その他 実費（上限あり） 5
0766-31-0910 常 用 毎月　25,000円まで 40 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 9688881
不 問 通勤 (1) 6時00分～15時00分 他 165,000円～212,000円 70

2人 (2) 9時00分～18時00分 毎　週 実費（上限あり） 60
0766-53-5665 (3)10時30分～19時30分 常 用 毎月　15,000円まで 104 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 9689281
不 問 通勤 (1) 6時00分～15時00分 他 152,000円～167,000円 70

2人 (2) 9時00分～18時00分 毎　週 実費（上限あり） 60
0766-53-5665 (3)10時30分～19時30分 常 用 毎月　15,000円まで 104 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 9690381
39歳以下 通勤 (1) 8時15分～17時00分 日祝他 180,000円～200,000円 4

1人 その他 実費（上限あり） 1
0766-22-2997 常 用 毎月　10,000円まで 4 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 9693581
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高岡市五福町9-19
正社員

調理員 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

梱包及び検品 ブリキ缶・その他のめっき板等製品製
造業株式会社 小林鍍金工業所

正社員

栄養士又は管理栄養士 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

正社員

高岡市辻228番地

設計(プレス金型) 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

正社員

ＮＣ加工機オペレーター その他の金属製品製造業

株式会社 シグマ

機能訓練指導員 老人福祉・介護事業

社会福祉法人 永寿会
高岡市太田58番地

正社員

正社員

高岡市博労本町1番14号

介護職 老人福祉・介護事業

社会福祉法人 永寿会
高岡市太田58番地

正社員

ａｕショップスタッフ 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

技術系総合職(施工管理) 一般土木建築工事業

富山興業 株式会社

正社員

高岡市ｵﾌｨｽﾊﾟｰｸ9-2

技術職(保守サービス) 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

販売スタッフ その他の織物・衣服・身の回り品小売
業株式会社 ジーユー 高岡店

高岡市美幸町1丁目3番2号

技術職(電気工事) 他に分類されない小売業

東洋通信工業 株式会社

又は 7時30分～22時00分の間の8時間程度

砺波市太田1889-10

事務(本社) 建築材料卸売業

株式会社 山田商会
高岡市石瀬917ｰ1

スマイルスタッフ【高岡営業所】≪経験不問≫ 配達飲食サービス業

株式会社 ヨシケイ富山

高岡市二番町76
正社員

設計業務 土木建築サービス業

建設技研コンサルタンツ株式会社
高岡市角602-1

防水工 その他の職別工事業

株式会社 折橋政次郎商店

正社員

営業 土木建築サービス業

建設技研コンサルタンツ株式会社
高岡市角602-1

正社員

正社員

高岡市醍醐933

測量業務 土木建築サービス業

建設技研コンサルタンツ株式会社
高岡市角602-1

正社員

事務 プラスチック成形材料製造業

正和化学工業 株式会社

正社員

高岡市米島862-1

臨床工学技士 一般診療所

医療法人社団 高陵クリニック
高岡市野村23-1

正社員

動物看護師、診療助手、受付(看護師資格･経験不問) 獣医業

株式会社 みさき動物病院
高岡市京田498

9時00分～20時30分の間の8時間程度
金型みがき その他の金属製品製造業

株式会社 エフ アンド エム

正社員

職   種　　　　　

派　遣
請　負

砂型鋳造 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
1
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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30分 日祝他 150,280円～176,800円 12
2人 その他 実費（上限なし） 4

0766-22-1589 常 用 12 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 16020- 9700881
不 問 通勤 (1) 9時00分～17時00分 他 152,000円～187,000円 75

1人 (2) 7時00分～15時00分 その他 実費（上限あり） 60
0766-28-7700 (3)10時30分～18時30分 常 用 毎月　16,000円まで 322 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 9713981
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 193,000円～295,000円 10

2人 その他 実費（上限あり） 2
0766-44-0587 常 用 毎月　8,000円まで 10 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 9718281
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 他 200,000円～210,000円 16

3人 (2) 8時45分～17時45分 その他 実費（上限あり） 13
0766-63-1317 (3) 9時00分～18時00分 常 用 毎月　24,500円まで 35 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 9719181
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時15分 日他 200,000円～260,000円 35

2人 (2)17時00分～ 2時15分 その他 実費（上限あり） 12
0766-63-5152 (3) 1時00分～ 8時15分 臨時(4ヶ月未満) 毎月　10,000円まで 100 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 9720681
59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時00分 他 150,000円～160,000円 97

1人 その他 実費（上限あり） 76
0766-22-0705 常 用 毎月　25,000円まで 97 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 9722581
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- 9727181
44歳以下 通勤 (1) 9時00分～18時00分 日祝他 160,000円～175,000円 22

1人 その他 実費（上限あり） 4
0766-31-0580 常 用 毎月　16,100円まで 22 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 9731481
18歳以上 通勤 (1) 7時00分～15時30分 他 150,000円～180,000円 20

3人 (2) 9時00分～17時30分 その他 実費（上限あり） 14
0766-64-6111 (3)10時30分～19時00分 常 用 毎月　16,100円まで 39 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 9733881
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 155,000円～175,000円 17

1人 その他 実費（上限あり） 6
0766-64-5633 常 用 毎月　10,000円まで 28 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 9611781
44歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 220,000円～250,000円 15

1人 その他 実費（上限あり） 4
0766-23-9518 常 用 毎月　16,000円まで 20 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 9618981
35歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 175,000円～205,000円 15

1人 その他 実費（上限あり） 4
0766-23-9518 常 用 毎月　16,000円まで 20 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 9620881
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 230,000円～270,000円 116

1人 その他 実費（上限あり） 10
0766-31-6001 常 用 毎月　20,000円まで 116 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 9629781
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 170,000円～250,000円 116

2人 (2)12時45分～21時45分 その他 実費（上限あり） 10
0766-31-6001 常 用 毎月　20,000円まで 116 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 9630081
39歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 220,000円～300,000円 115

1人 その他 実費（上限あり） 9
0766-31-6001 常 用 毎月　20,000円まで 115 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 9631381
不 問 通勤 (1) 7時50分～17時00分 日祝他 166,250円～209,250円 8

2人 その他 実費（上限あり） 0
0766-31-6001 常 用 毎月　20,000円まで 8 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 9633981
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日他 400,000円～450,000円 14

2人 その他 なし 2
0766-54-6418 常 用 14 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 9635481
18歳以上 通勤 (1) 4時00分～13時00分 日他 250,000円～250,000円 14

2人 (2)16時00分～ 0時00分 その他 なし 2
0766-54-6418 常 用 14 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 9636781
44歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 147,400円～147,400円 9

1人 その他 なし 7
0766-64-3073 常 用 15 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 9639181
44歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 147,400円～147,400円 9

1人 その他 なし 7
0766-64-3073 常 用 15 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 9640681
不 問 通勤 (1) 7時00分～16時00分 土日祝 184,000円～184,000円 8

5人 (2)11時30分～20時30分 毎　週 なし 2
0766-50-8907 臨時(4ヶ月以上) 80 雇用・労災・健康・厚生

派遣 高岡市 16020- 9642581
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時10分 土日祝他 184,000円～184,000円 8

3人 毎　週 なし 2
0766-50-8907 臨時(4ヶ月以上) 80 雇用・労災・健康・厚生

派遣 高岡市 16020- 9643481
不 問 通勤 (1) 9時00分～18時00分 土日祝他 155,610円～155,610円 62

1人 (2) 8時30分～17時30分 毎　週 実費（上限あり） 55
0766-29-2810 臨時(4ヶ月以上) 毎月　50,000円まで 94140 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 9647181

高岡市福岡町一歩二歩465番地

ショールームでの受付業務及び一般事務

71

72

74

65

66

67

68

69

55

59

64

61

62

63

43

50

45

40

41

42

36

事務員【ニチイケアセンター能町】 その他の専門サービス業

株式会社 ニチイ学館 高岡支店
高岡市あわら町1-1 高岡市農協会館6F

正社員以外

ルート配送＆ピッキング 労働者派遣業

株式会社 フローム
高岡市駅南4丁目11番地27号 ﾄﾅﾐﾎｰﾑﾋﾞﾙ1階

有期雇用派遣

タブレット端末で在庫管理 労働者派遣業

株式会社 フローム
高岡市駅南4丁目11番地27号 ﾄﾅﾐﾎｰﾑﾋﾞﾙ1階

有期雇用派遣

段ボール加工業務 加工紙製造業

有限会社 木村パッケージ
高岡市福岡町三日市280-1

正社員

高岡市中保1388番地 ﾓﾝﾃｰﾆｭ2 105号室
又は 0時00分～23時59分の間の8時間程度

事務兼段ボール加工 加工紙製造業

有限会社 木村パッケージ
高岡市福岡町三日市280-1

正社員

正社員

運送員(大型) 一般貨物自動車運送業

株式会社 眞永
高岡市中保1388番地 ﾓﾝﾃｰﾆｭ2 105号室

運送員(中型･地場) 一般貨物自動車運送業

株式会社 眞永

正社員

高岡市四日市133-12 (四日市工業団地内)

鋳物仕上工 鉄素形材製造業

協和サポート 株式会社
高岡市長慶寺831

正社員

正社員

鋳物製造工 鉄素形材製造業

株式会社 協和製作所
高岡市四日市133-12 (四日市工業団地内)

経理、総務業務 鉄素形材製造業

株式会社 協和製作所

正社員

高岡市野村1688

営業(セールスエンジニア) 鉄素形材製造業

株式会社 協和製作所
高岡市四日市133-12 (四日市工業団地内)

正社員

正社員

営業(電気工事材料など)【本社】 電気機械器具卸売業

立山電機 株式会社
高岡市野村1688

配送【本社】 電気機械器具卸売業

立山電機 株式会社

正社員

事務(本社) 他に分類されない卸売業

株式会社 エイワ
高岡市福岡町大滝 160

正社員

正社員

自動車小売業

長沢自動車総合センター
高岡市宝来町959

介護職 老人福祉・介護事業

株式会社 あゆみ

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

正社員

作業療法アシスタント 病院

医療法人 明心会 柴田病院
高岡市永楽町5-1

正社員

高岡市戸出西部金屋414
正社員以外

介護職員 管理，補助的経済活動を行う事業所

株式会社医療コーポレーション
高岡市戸出町3丁目15-54

射出成形技能士 その他のプラスチック製品製造業

戸出化成 株式会社

正社員

配管工･溶接工 その他の金属製品製造業

株式会社 中村工作所
高岡市伏木古府2丁目4-32

正社員

正社員

介護職員 病院

医療法人社団 志貴野会 サンバリー高岡病院
高岡市鷲北新477

正社員以外

プラスチック原料加工【Ｂ】 その他のプラスチック製品製造業

タカオカ化成 株式会社
高岡市佐加野434番地

54
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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

35歳以下 通勤 (1) 9時00分～18時00分 土日他 230,000円～350,000円 7
2人 毎　週 実費（上限なし） 3

0766-50-8907 常 用 80 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 16020- 9652781

59歳以下 通勤 (1) 7時00分～15時45分 他 151,500円～171,500円 90
1人 (2) 8時30分～17時15分 毎　週 実費（上限あり） 79

0766-22-5445 (3)11時00分～19時45分 常 用 毎月　20,000円まで 90 雇用・労災・健康・厚生・財形
高岡市 16020- 9654281

59歳以下 通勤 (1) 8時00分～16時45分 日他 218,500円～328,500円 90
1人 (2) 9時00分～17時45分 毎　週 実費（上限あり） 79

0766-22-5445 (3)15時30分～23時30分 常 用 毎月　20,000円まで 90 雇用・労災・健康・厚生・財形
高岡市 16020- 9655181

59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時15分 他 218,500円～308,500円 90
1人 (2)16時30分～ 1時00分 毎　週 実費（上限あり） 79

0766-22-5445 (3) 0時30分～ 9時00分 常 用 毎月　20,000円まで 90 雇用・労災・健康・厚生・財形
高岡市 16020- 9656081

59歳以下 通勤 (1) 8時00分～16時45分 日他 203,500円～343,500円 90
1人 (2) 9時00分～17時45分 毎　週 実費（上限あり） 79

0766-22-5445 (3)15時30分～23時30分 常 用 毎月　20,000円まで 90 雇用・労災・健康・厚生・財形
高岡市 16020- 9657381
不 問 通勤 (1) 9時00分～18時00分 土日祝他 280,000円～350,000円 15

1人 毎　週 なし 7
0766-27-6666 常 用 80 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 9662281
30歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日他 170,000円～209,900円 118

2人 (2)17時00分～ 2時00分 その他 実費（上限なし） 10
0766-63-7132 常 用 158 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 9663181
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日他 162,000円～167,000円 91

2人 毎　週 実費（上限あり） 55
0766-53-5665 常 用 毎月　15,000円まで 124 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 9665381
不 問 通勤 (1) 7時00分～16時00分 他 167,000円～177,000円 91

2人 (2)10時00分～19時00分 その他 実費（上限あり） 55
0766-53-5665 (3)17時00分～10時00分 常 用 毎月　15,000円まで 124 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 9666681
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 土日 192,000円～222,000円 91

2人 (2) 9時00分～18時00分 毎　週 実費（上限あり） 55
0766-53-5665 常 用 毎月　15,000円まで 124 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 9667981
不 問 通勤 他 200,000円～300,000円 17

2人 その他 実費（上限なし） 10
0766-24-6964 常 用 43 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 9675981
59歳以下 通勤 (1) 8時20分～17時10分 日祝他 170,610円～316,150円 228

1人 (2)14時00分～22時50分 毎　週 実費（上限あり） 132
0766-36-1177 常 用 毎月　50,000円まで 228 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 9677481
不 問 通勤 (1) 9時30分～19時00分 月他 135,000円～200,000円 4

2人 毎　週 実費（上限あり） 2
0766-20-5155 常 用 毎月　10,000円まで 4 雇用・労災

高岡市 16020- 9692981
不 問 通勤 (1) 8時40分～18時00分 日祝他 215,000円～240,000円 30

1人 毎　週 実費（上限なし） 30
0766-22-1976 常 用 30 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 9526181
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日他 200,000円～400,000円 316

1人 その他 実費（上限あり） 39
0766-21-1448 常 用 毎月　25,000円まで 950 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 9527081
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日他 200,000円～400,000円 316

1人 その他 実費（上限あり） 39
0766-21-1448 常 用 毎月　25,000円まで 950 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 9528381
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日他 200,000円～400,000円 316

1人 その他 実費（上限あり） 39
0766-21-1448 常 用 毎月　25,000円まで 950 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 9530481
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日他 200,000円～400,000円 316

1人 その他 実費（上限あり） 39
0766-21-1448 常 用 毎月　25,000円まで 950 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 9531781
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日他 200,000円～400,000円 316

1人 その他 実費（上限あり） 39
0766-21-1448 常 用 毎月　25,000円まで 950 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 9532881
40歳以下 通勤 (1) 9時00分～18時00分 日祝他 170,000円～185,000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- 9534181
35歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 161,000円～231,000円 11

2人 その他 実費（上限あり） 2
0766-21-1300 常 用 毎月　26,000円まで 11 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 9536381
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 250,000円～350,000円 5

1人 その他 実費（上限あり） 1
0766-23-3083 常 用 毎月　5,000円まで 5 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 9537681
18歳～30歳 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 180,000円～230,000円 5

1人 その他 実費（上限あり） 1
0766-23-3083 常 用 毎月　5,000円まで 5 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 9538981

97

98

99

100

101

91

92

93

94

95

96

77

78

79

80

86

82

83

84

85

76

正社員

高岡市清水町2丁目6-1

左官工(見習)【左官訓練校に通学しながらの勤務です】 左官工事業

有限会社 吉江左官工業所
高岡市清水町2丁目6-1

正社員

総合職 非鉄金属第１次製錬・精製業

株式会社 シマダ
高岡市羽広2-1-3

左官工(経験者) 左官工事業

有限会社 吉江左官工業所

正社員

一般事務 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

正社員

高岡市守護町2丁目12-1

配管機器の切削ねじ加工(正社員) 表面処理鋼材製造業

シーケー金属 株式会社
高岡市守護町2丁目12-1

正社員

防食加工の塗装･接着剤塗布及びコア部品の組立(正社員) 表面処理鋼材製造業

シーケー金属 株式会社
高岡市守護町2丁目12-1

配管機器の歪とりおよび研削作業(正社員) 表面処理鋼材製造業

シーケー金属 株式会社

正社員

めっき加工の前処理･後処理 (正社員) 表面処理鋼材製造業

シーケー金属 株式会社
高岡市守護町2丁目12-1

正社員

正社員

高岡市坂下町73

配管機器の検査･組立(正社員) 表面処理鋼材製造業

シーケー金属 株式会社
高岡市守護町2丁目12-1

正社員

美容師･理容師 美容業

ヘアースタジオ Ｌａ．ｌｉｅｎ
高岡市中川上町10-2 FLAPﾋﾞﾙ1階

正看護師 一般診療所

小沢眼科医院

正社員

設備保全 医薬品製造業

株式会社 パナケイア製薬
高岡市中田4576番地

正社員

高岡市丸の内1-40 高岡商工ﾋﾞﾙ10階
8時00分～21時30分の間の7時間以上

正社員

調理(和食･洋食･中華) 食堂，レストラン

株式会社 商工レストラン

生活相談員 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

正社員

高岡市長江464-1

介護職員(特養･ユニット･小規模多機能) 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

旋削工･鍛造工 その他のはん用機械・同部分品製造
業ＮＳＫ富山 株式会社

高岡市戸出春日796-1

介護職員(デイサービス･認知デイ) 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

正社員

建築現場管理 建築工事業

インサイト総合建設 株式会社
高岡市宮脇町1003番地

正社員

高岡市五福町1番8号
正社員

正看護師(病棟) 病院

医療法人社団 睦心会 あさなぎ病院
高岡市五福町1番8号

臨床工学技士 病院

医療法人社団 睦心会 あさなぎ病院

正社員

正看護師(透析室) 病院

医療法人社団 睦心会 あさなぎ病院
高岡市五福町1番8号

正社員

正社員

高岡市駅南4丁目11番地27号 ﾄﾅﾐﾎｰﾑﾋﾞﾙ1階

介護スタッフ 病院

医療法人社団 睦心会 あさなぎ病院
高岡市五福町1番8号

正社員

コーディネーター･営業 労働者派遣業

株式会社 フローム

88
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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30分 他 152,600円～229,200円 11
1人 (2) 9時30分～18時30分 その他 実費（上限あり） 8

0766-45-0300 常 用 毎月　40,000円まで 140 雇用・労災・健康・厚生・財形
高岡市 16020- 9540881
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 138,800円～158,800円 18

1人 その他 実費（上限あり） 1
0766-21-0517 常 用 毎月　20,900円まで 32 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 9542181
不 問 通勤 (1) 9時00分～17時30分 他 163,200円～173,200円 89

2人 (2)16時30分～ 9時30分 その他 実費（上限あり） 70
0766-27-3838 (3) 7時00分～15時30分 常 用 毎月　15,000円まで 126 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 9552681
44歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 180,000円～250,000円 0

1人 その他 実費（上限あり） 0
0766-64-5605 常 用 毎月　10,000円まで 0 労災・健康

高岡市 16020- 9553981
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時00分 他 240,000円～270,000円 97

1人 (2)16時30分～ 9時00分 その他 実費（上限あり） 76
0766-22-0705 常 用 毎月　25,000円まで 97 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 9558281
59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時00分 他 181,000円～191,000円 97

1人 (2)16時30分～ 9時00分 その他 実費（上限あり） 76
0766-22-0705 常 用 毎月　25,000円まで 97 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 9559181
59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時00分 他 160,000円～170,000円 97

1人 (2)16時30分～ 9時00分 その他 実費（上限あり） 76
0766-22-0705 常 用 毎月　25,000円まで 97 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 9560681
59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時00分 他 160,000円～160,000円 97

1人 (2) 5時30分～14時00分 その他 実費（上限あり） 76
0766-22-0705 (3) 6時30分～15時00分 常 用 毎月　25,000円まで 97 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 9562581
不 問 通勤 (1)10時00分～19時00分 日祝他 180,000円～210,000円 6

1人 (2) 9時00分～17時00分 その他 一定額 6
0766-21-0995 (3) 9時00分～13時00分 常 用 毎月　4,000円まで 6 雇用・労災

高岡市 16020- 9566281
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- 9567181
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 270,000円～350,000円 11

1人 その他 実費（上限あり） 1
0766-84-8890 常 用 毎月　10,000円まで 11 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 9569381
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 220,000円～270,000円 11

1人 その他 実費（上限あり） 1
0766-84-8890 常 用 毎月　10,000円まで 11 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 9570581
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 185,000円～255,000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- 9571481
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- 9572781
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- 9576081
不 問 通勤 (1) 9時00分～18時00分 他 160,000円～170,000円 4

1人 その他 実費（上限あり） 1
0763-58-5720 常 用 毎月　10,000円まで 40 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 9578681
不 問 通勤 (1) 9時00分～18時00分 水他 155,000円～180,000円 41

3人 その他 実費（上限なし） 8
0766-26-3888 常 用 41 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 9581881
59歳以下 通勤 (1) 9時50分～19時10分 他 250,000円～300,000円 6

2人 その他 実費（上限あり） 4
0766-21-0632 常 用 毎月　10,000円まで 95 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 9591181
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 土日祝他 207,500円～283,590円 44

1人 毎　週 実費（上限あり） 8
076-492-1771 臨時(4ヶ月以上) 毎月　30,000円まで 970 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 9597481
61歳以下 通勤 他 220,000円～410,000円 160

1人 その他 なし 35
0766-23-1251 常 用 160 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 9598781
不 問 通勤 (1)10時00分～19時00分 他 153,000円～211,600円 13

1人 その他 実費（上限なし） 10
0766-24-3663 常 用 57 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 9605281
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 238,000円～373,000円 28

2人 その他 実費（上限なし） 5
0766-23-1261 常 用 43 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 9619581
59歳以下 通勤 (1) 7時30分～16時30分 他 170,000円～235,000円 15

2人 その他 実費（上限あり） 3
0766-64-4528 常 用 毎月　8,000円まで 15 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 9625681

139

141

143

136

137

127

130

132

124

125

126

121

122

123

108

112

104

102

清掃員 建物サービス業

有限会社 北砺ビルサービス
高岡市福岡町三日市342

正社員

高岡市中川本町14-18
正社員

建築施工管理 一般土木建築工事業

寺崎工業 株式会社

ドコモショップ携帯電話店舗 スタッフ【高岡中央店】 他に分類されない小売業

株式会社 トリニティ
高岡市二塚322-3

正社員

高岡市二塚754-1
9時00分～17時30分の間の6時間以上

正社員

建物･外構工事のプランニング･設計【契約】高岡支店 建築材料卸売業

三協テック株式会社
高岡市早川70番地

バスドライバー 一般乗用旅客自動車運送業

高岡交通 株式会社

正社員以外

販売員(寝具と睡眠のアドバイザー)【鐘紡店】 呉服・服地・寝具小売業

株式会社 布屋商店
高岡市御旅屋町95番地

正社員

正社員

事務職及び顧客応対 自動車小売業

高岡ホンダ自販 株式会社(ＨｏｎｄａＣａｒｓ高岡中央)
高岡市赤祖父752

一般事務(高岡南店) その他の職別工事業

サン･エクステリア株式会社
高岡市福岡町江尻658

正社員

正社員

高岡市福岡町下老子736

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

経理事務、総務事務【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

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

正社員

正社員

高岡市中曽根57番地

土木作業員 一般土木建築工事業

紘洋興産 株式会社
高岡市中曽根57番地

正社員

技術職 電気工事業

株式会社サンシステム
高岡市佐野1514

現場管理･重機オペレーター 一般土木建築工事業

紘洋興産 株式会社

正社員

正社員

歯科衛生士 歯科診療所

金山歯科医院
高岡市小馬出町31

高岡市永楽町5-1
正社員

調理員(交替制あり) 病院

医療法人 明心会 柴田病院

看護補助 病院

医療法人 明心会 柴田病院
高岡市永楽町5-1

正社員

正社員

高岡市永楽町5-1

介護福祉士 病院

医療法人 明心会 柴田病院
高岡市永楽町5-1

正社員

正･准看護師 病院

医療法人 明心会 柴田病院

高岡市福岡町福岡新300
正社員

介護職員【やすらぎ】 病院

医療法人社団 誠林会
高岡市本郷二丁目1番34号

電気工事及び制御盤製造 電気工事業

白石電機

正社員

高岡市荻布96-3
正社員

一般事務 一般貨物自動車運送業

東夥油漕 株式会社

事務員(ケアハウス伏木万葉の里) 老人福祉・介護事業

社会福祉法人 伏木会
高岡市伏木国分1-10-10

正社員

116

107

120

113

114
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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 土日祝他 140,000円～250,000円 4
1人 毎　週 実費（上限あり） 0

076-422-6428 常 用 毎月　20,000円まで 6 雇用・労災・健康・厚生

請負 高岡市 16010-17168581
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日他 150,000円～250,000円 28

1人 (2) 8時00分～12時00分 隔　週 なし 4
0766-24-8283 常 用 28 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16060- 1649881
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日他 200,000円～350,000円 28

1人 (2) 8時00分～12時00分 その他 なし 4
0766-24-8283 常 用 28 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16060- 1650181
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日他 200,000円～350,000円 28

1人 (2) 8時00分～12時00分 その他 なし 4
0766-24-8283 常 用 28 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16060- 1651081
18歳以上 通勤 (1) 8時00分～17時00分 他 190,000円～190,000円 23

1人 (2)19時00分～ 2時00分 その他 実費（上限なし） 7
0766-91-5872 常 用 38 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16060- 1662981
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 150,000円～170,000円 21

1人 その他 実費（上限あり） 12
080-4257-2400 常 用 毎月　15,000円まで 21 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16060- 1663581
59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 土日祝他 214,000円～334,000円 53

2人 毎　週 実費（上限なし） 18
076-239-2270 常 用 225 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 17010-19597281
30歳以下 通勤 (1)11時00分～20時00分 金他 180,000円～180,000円 4

2人 毎　週 実費（上限あり） 4
076-260-8660 常 用 毎月　10,000円まで 20 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 17010-19676881
不 問 通勤 (1) 9時30分～18時00分 他 176,000円～193,600円 2

1人 毎　週 実費（上限なし） 2
03-6867-1540 臨時(4ヶ月以上) 600 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 13040-83582381
59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 130,000円～188,500円 1

1人 その他 実費（上限あり） 1
076-432-0408 常 用 毎月　24,500円まで 18 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16010-17129781
59歳以下 通勤 (1) 9時00分～19時00分 他 165,000円～220,000円 6

1人 その他 実費（上限なし） 6
03-3563-2775 常 用 440 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 13010-85392081
59歳以下 通勤 (1) 9時00分～18時00分 日祝他 170,000円～200,000円 2

2人 (2) 9時00分～12時00分 隔　週 実費（上限あり） 1
090-4938-6728 常 用 毎月　20,000円まで 50 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 13130-22154781
59歳以下 通勤 (1) 9時00分～18時00分 日祝他 230,000円～350,000円 3

2人 (2) 9時00分～12時00分 隔　週 実費（上限あり） 1
090-4938-6728 常 用 毎月　20,000円まで 50 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 13130-22163881
59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 土日祝他 240,000円～400,000円 100

2人 毎　週 実費（上限なし） 10
076-481-6091 常 用 1130 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16010-16850681
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 他 190,000円～220,000円 10

1人 (2)16時30分～ 9時30分 その他 実費（上限あり） 10
0766-67-5158 (3) 7時00分～16時00分 常 用 毎月　11,300円まで 91 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16050- 4274681
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 他 160,000円～175,000円 10

1人 (2)16時30分～ 9時30分 その他 実費（上限あり） 10
0766-67-5158 (3) 7時00分～16時00分 臨時(4ヶ月以上) 毎月　11,300円まで 91 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16050- 4275981
44歳以下 通勤 他 185,800円～259,200円 20

1人 その他 実費（上限なし） 15
086-237-5309 常 用 5000 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 33010-28508681
不 問 通勤 (1) 8時15分～17時15分 土日祝他 147,840円～147,840円 37

1人 毎　週 実費（上限あり） 23
0766-21-4180 臨時(4ヶ月以上) 毎月　55,000円まで 22000 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 13080-58103281
18歳以上 通勤 (1)10時30分～20時30分 他 212,000円～212,000円 0

6人 (2)11時30分～21時30分 その他 実費（上限あり） 0
0256-35-5717 (3)12時30分～22時30分 常 用 毎月　24,500円まで 406 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 15040- 6704881
不 問 通勤 (1) 5時30分～15時00分 他 154,000円～176,000円 17

1人 毎　週 実費（上限あり） 15
076-441-7657 常 用 毎月　10,000円まで 750 雇用・労災・健康・厚生

請負 高岡市 16010-16738381
59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 土日祝他 210,000円～310,000円 7

1人 毎　週 実費（上限あり） 6
076-467-5151 常 用 毎月　30,000円まで 370 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16010-16742881
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日他 135,373円～135,373円 5

1人 その他 実費（上限あり） 4
076-442-0055 常 用 毎月　3,000円まで 150 雇用・労災・健康・厚生

請負 高岡市 16010-16754381
不 問 通勤 (1) 8時00分～ 7時59分 他 177,750円～197,500円 27

1人 その他 実費（上限あり） 19
076-421-9330 常 用 毎月　10,000円まで 1850 雇用・労災・健康・厚生

請負 高岡市 16010-16820481
不 問 通勤 (1) 9時00分～18時00分 土日祝 160,000円～180,000円 5

1人 毎　週 実費（上限あり） 4
076-256-5278 臨時(4ヶ月以上) 毎月　20,000円まで 98 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 17010-19298281

171

175

177

173

166

167

169

170

159

162

163

151

154

155

156

157

158

152

153

146

147

148

富山市二口町3丁目5番地-5

正社員

(契約)管理栄養士／薬局勤務◎勤務先は、ご希望に応じる。 医薬品・化粧品小売業

株式会社 瑠璃光(瑠璃光薬局)
石川県金沢市小立野1丁目2-7

正社員以外

正社員以外

設備管理業務(富山県済生会高岡病院) 建物サービス業

アルコット 株式会社

清掃員(高岡ふしき病院) 建物サービス業

株式会社 北栄産業
富山市下新町17-23

富山市上二杉420-2
正社員

調理員(老健さくら苑) 食堂，レストラン

日本海給食 株式会社
富山市上赤江町1丁目8番13号

看護職員(外来のみ･本荘リウマチクリニック･高岡市京田) 病院

医療法人社団 双星会

正社員以外

調理･接客 店長候補 食堂，レストラン

株式会社 サルーン
新潟県三条市石上1-4-12

正社員

東京都杉並区高井戸西3丁目5番24号
正社員以外

イオンモール高岡店またはイオンモールとなみ店／店長 喫茶店

株式会社サンマルクカフェ
岡山市北区平田173-104

8時00分～23時00分の間の8時間程度
一般事務／高岡年金事務所 【特定業務契約職員】 行政機関

日本年金機構

正社員

小矢部市埴生2839-9
正社員以外

介護支援専門員 老人福祉・介護事業

株式会社 ハートフル
小矢部市埴生2839-9

介護職員(ふくおか) 老人福祉・介護事業

株式会社 ハートフル

正社員

空調管工事の施工管理(高岡支店) 電気工事業

北陸電気工事 株式会社
富山市小中269

正社員

東京都江戸川区松島1-28-11

営業 他に分類されない卸売業

株式会社 開店市場
東京都江戸川区松島1-28-11

正社員

正社員

洋菓子販売･接客／大和高岡店 パン・菓子製造業

株式会社 ブールミッシュ
東京都中央区銀座1-2-3

営業事務 他に分類されない卸売業

株式会社 開店市場

正社員

東京都港区六本木1-6-1 泉ｶﾞｰﾃﾞﾝﾀﾜｰ21階

接客及び事務 機械器具小売業

株式会社 小川商会
富山市北新町1丁目1-8

正社員以外

正社員

エステティシャン 美容業

有限会社 ブランシェ
石川県金沢市もりの里2‐99

カジュアルウェア販売スタッフ 外衣・シャツ製造業

双日インフィニティ株式会社

正社員

氷見市十二町25-1

医薬品の研究開発 医薬品・化粧品等卸売業

キョーリンリメディオ 株式会社
石川県金沢市諸江町下丁287番地1

正社員

正社員

クリーンスタッフ 建物サービス業

有限会社 そうじのアライ
氷見市仏生寺116

事務員 金属素形材製品製造業

有限会社 田中製作所

正社員

氷見市触坂917

大型自動車･トレーラー･クローラークレーン運転手 鉄骨・鉄筋工事業

有限会社 宮下重建
氷見市触坂917

正社員

正社員

営業 鉄骨・鉄筋工事業

有限会社 宮下重建
氷見市触坂917

鳶工 鉄骨・鉄筋工事業

有限会社 宮下重建

正社員

正社員

工場内設備保全要員 電気工事業

株式会社 たくみ設備
富山市藤木1850-2

149

150

Page 5



【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
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