
【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)10時00分～19時00分 日祝他 136,000円～176,000円 2
1人 毎　週 なし 2

0766-21-4117 常 用 2 雇用・労災
高岡市 16020-11104581

35歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時00分 日祝他 172,000円～211,200円 47
1人 その他 実費（上限あり） 7

0766-64-2328 常 用 毎月　20,900円まで 124 雇用・労災・健康・厚生・財形
高岡市 16020-11106781
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時00分 日祝他 160,000円～240,000円 47

1人 (2) 7時00分～15時30分 その他 実費（上限あり） 7
0766-64-2328 (3)15時30分～ 0時00分 常 用 毎月　20,900円まで 124 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-11108281
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 土日祝他 202,000円～252,000円 78

1人 毎　週 実費（上限あり） 61
0766-21-8688 常 用 毎月　16,000円まで 111 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-11115881
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 16020-11116281
44歳以下 通勤 (1) 8時10分～17時10分 日祝他 180,000円～210,000円 100

2人 その他 実費（上限あり） 40
0766-31-4300 常 用 毎月　24,500円まで 170 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-11117181
不 問 通勤 (1) 8時15分～16時45分 日他 178,500円～221,100円 27

1人 (2)16時15分～ 0時45分 その他 実費（上限あり） 7
0766-63-4561 (3) 0時15分～ 8時45分 常 用 毎月　100,000円まで 27 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-11119381
不 問 通勤 (1) 8時00分～16時20分 日祝他 200,000円～200,000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 16020-11122781
不 問 通勤 (1) 8時20分～17時20分 日祝他 180,000円～295,000円 6

1人 その他 実費（上限あり） 1
0766-44-0234 常 用 毎月　15,000円まで 6 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-11123881
59歳以下 通勤 (1) 8時15分～17時00分 日祝他 170,000円～220,000円 18

1人 その他 実費（上限あり） 5
0766-25-3033 常 用 毎月　7,500円まで 18 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-11127381
不 問 通勤 (1) 9時00分～17時00分 土日祝他 160,000円～180,000円 4

2人 毎　週 一定額 4
0766-24-0845 常 用 毎月　3,500円まで 4 雇用・労災

高岡市 16020-11042281
不 問 通勤 (1) 9時00分～18時30分 日祝他 190,000円～280,000円 9

1人 (2) 9時00分～19時00分 毎　週 実費（上限あり） 8
0766-54-0036 常 用 毎月　10,000円まで 9 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-11044081
59歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 他 171,000円～217,800円 137

2人 (2) 9時30分～18時30分 その他 実費（上限あり） 102
0766-82-5656 常 用 毎月　20,900円まで 903 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-11046681
不 問 通勤 (1) 9時00分～19時00分 日祝他 176,000円～226,000円 5

1人 その他 実費（上限あり） 5
0766-30-2828 常 用 毎月　15,000円まで 73 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-11052081
不 問 通勤 (1) 9時00分～19時00分 日祝他 176,000円～226,000円 3

2人 その他 実費（上限あり） 3
0766-30-2828 常 用 毎月　15,000円まで 73 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-11054681
35歳以下 通勤 (1) 7時30分～15時00分 他 169,220円～232,860円 308

1人 (2)15時00分～22時30分 その他 実費（上限あり） 13
0766-26-2401 (3)22時30分～ 7時30分 常 用 毎月　16,000円まで 796 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-11057481
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 220,000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 16020-11058781
35歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時00分 土日祝 162,420円～221,060円 308

1人 (2) 7時00分～22時00分 毎　週 実費（上限あり） 13
0766-26-2401 (3)10時00分～15時00分 常 用 毎月　16,000円まで 796 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-11059881
35歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時30分 日祝他 150,000円～250,000円 12

1人 その他 実費（上限あり） 3
090-2125-7952 常 用 毎月　30,000円まで 36 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-11060181
28歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 195,000円～232,000円 15

2人 その他 実費（上限あり） 2
0766-24-2488 常 用 毎月　10,000円まで 15 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-11061081
44歳以下 通勤 (1) 8時30分～18時00分 日祝他 200,000円～270,000円 6

1人 (2) 8時30分～12時30分 その他 実費（上限あり） 5
0766-50-8783 常 用 毎月　10,000円まで 6 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-11062381
30歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 175,000円～202,000円 15

1人 その他 実費（上限あり） 2
0766-24-2488 常 用 毎月　10,000円まで 15 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-11065581
35歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時00分 日祝他 157,500円～177,500円 5

2人 その他 なし 1
0766-23-0310 常 用 5 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-11068881
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職   種　　　　　

派　遣
請　負

ネイリスト その他の洗濯・理容・美容・浴場業

Ｎａｉｌ＆Ｂｏｄｙ Ａｒｔ Ｆｒｅｅ Ｓｔｙｌｅ
高岡市赤祖父371-2

営業 化学肥料製造業

いなほ化工 株式会社

正社員以外

高岡市駅南4丁目8-6

製造員(富山工場) 化学肥料製造業

いなほ化工 株式会社
高岡市駅南4丁目8-6

正社員

正社員

管理職候補(幹部候補) 老人福祉・介護事業

社会福祉法人 あかね会
高岡市角561番地

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

製造職(アルミ鋳造) 非鉄金属素形材製造業

北陸アルミニウム株式会社
高岡市笹川2265

正社員

正社員

押出成形オペレータ プラスチックフィルム・シート・床材・合
成皮革製造業高岡明光化成 株式会社

高岡市戸出栄町50番地1
正社員

機械の修理･組立･調整 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

自動車整備士 自動車整備業

伏木自動車工業 株式会社
高岡市伏木錦町1-30

印刷機オペレーター 紙製容器製造業

株式会社 二塚段ボール
高岡市林新80

税理士補助 公認会計士事務所，税理士事務所

堀江麻希 税理士事務所
高岡市本郷1丁目4-15

正社員

歯科衛生士 歯科診療所

のて歯科クリニック
高岡市木津899-1

介護職員業務【正社員】(二上万葉苑デイサービスセンター) 老人福祉・介護事業

社会福祉法人 射水万葉会
射水市朴木211番地1

正社員

正社員

フィットネス施設接客スタッフ【カーブス高岡野村】 スポーツ施設提供業

ウィン 株式会社
高岡市江尻321-1

フィットネス施設接客スタッフ【カーブス高岡博労】 スポーツ施設提供業

ウィン 株式会社
高岡市江尻321-1

正社員

正社員

生産設備のオペレータ業務等 パルプ製造業

中越パルプ工業株式会社 高岡工場
高岡市米島282

購買、調達業務 鉄素形材製造業

株式会社 協和製作所

正社員

高岡市四日市133-12 (四日市工業団地内)

工場構内の建築物管理監督業務 パルプ製造業

中越パルプ工業株式会社 高岡工場
高岡市米島282

正社員

営業 じゅう器小売業

北一 株式会社
高岡市丸の内1-10

正社員

正社員

配管工 電気工事業

西森電気 株式会社
高岡市野村1381-1

歯科衛生士 歯科診療所

つの歯科 口腔外科

正社員

高岡市出来田261-1
正社員

電気工事士 電気工事業

西森電気 株式会社
高岡市野村1381-1

正社員

自動車整備士補助員 自動車整備業

タカコーオート 株式会社
高岡市木津1634-1

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) 8時00分～17時00分 日祝他 195,000円～227,000円 15
1人 その他 実費（上限あり） 2

0766-24-2488 常 用 毎月　10,000円まで 15 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 16020-11069281
不 問 通勤 (1) 9時00分～17時30分 他 212,200円～292,200円 104

2人 (2)16時30分～ 9時30分 その他 実費（上限あり） 71
0766-27-3838 常 用 毎月　15,000円まで 127 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-11070381
40歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時15分 土日祝他 142,600円～168,600円 49

1人 毎　週 実費（上限あり） 41
0766-23-2917 常 用 毎月　55,000円まで 84 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-11073581
59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 280,000円～350,000円 14

1人 その他 実費（上限あり） 2
0766-21-7733 常 用 毎月　10,000円まで 14 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-11074481
59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 220,000円～320,000円 14

1人 その他 実費（上限あり） 2
0766-21-7733 常 用 毎月　10,000円まで 14 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-11075781
不 問 通勤 (1) 8時05分～17時00分 日祝他 199,000円～279,500円 20

1人 その他 実費（上限あり） 3
0766-31-3545 常 用 毎月　6,000円まで 20 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-11076881
不 問 通勤 (1) 8時10分～17時10分 日祝他 148,000円～180,000円 36

2人 その他 実費（上限なし） 11
0766-64-6411 常 用 36 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-11077281
不 問 通勤 (1) 7時30分～16時30分 日他 208,800円～255,200円 13

2人 その他 実費（上限あり） 2
0766-21-0590 常 用 毎月　5,000円まで 20 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-11079081
64歳以下 通勤 (1) 7時00分～15時30分 日祝他 136,000円～180,000円 48

3人 (2) 7時30分～16時00分 その他 実費（上限あり） 41
0766-26-4000 (3) 8時00分～16時30分 常 用 毎月　15,000円まで 48 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-11087081
59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 他 180,000円～180,000円 21

1人 その他 なし 13
0766-24-1203 常 用 21 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-11091781
不 問 通勤 (1) 9時00分～18時00分 日祝他 260,000円～360,000円 100

1人 (2) 9時00分～13時00分 その他 実費（上限あり） 80
0766-63-1113 常 用 毎月　24,500円まで 100 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-11093281
59歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 土日 260,000円～380,000円 100

1人 毎　週 実費（上限あり） 80
0766-63-1113 常 用 毎月　31,600円まで 100 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-11094181
不 問 通勤 (1) 7時00分～16時00分 日祝他 290,000円～350,000円 100

1人 (2) 8時00分～17時00分 その他 実費（上限あり） 80
0766-63-1113 (3) 8時00分～12時00分 常 用 毎月　24,500円まで 100 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-11095081
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時00分 日祝他 160,344円～252,120円 5

1人 その他 実費（上限あり） 1
0766-31-4626 常 用 毎月　10,500円まで 5 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-10988081
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時00分 日祝他 160,344円～252,120円 5

1人 その他 実費（上限あり） 1
0766-31-4626 常 用 毎月　10,500円まで 5 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-10989381
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時00分 日祝他 160,344円～252,120円 5

1人 その他 実費（上限あり） 1
0766-31-4626 常 用 毎月　10,500円まで 5 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-10990581
39歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 162,200円～191,800円 20

1人 その他 実費（上限あり） 4
0766-23-0576 常 用 毎月　30,000円まで 1026 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-10994281
59歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝 197,036円～197,036円 44

2人 その他 実費（上限あり） 17
0766-25-7770 常 用 毎月　10,600円まで 59 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-10996081
不 問 通勤 他 172,000円～258,000円 147

1人 その他 実費（上限あり） 77
0766-25-4080 臨時(4ヶ月以上) 毎月　16,980円まで 228 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-10998681
59歳以下 通勤 (1) 7時00分～15時45分 日祝他 179,000円～184,000円 20

2人 (2) 8時30分～17時15分 その他 実費（上限あり） 19
080-3047-0922 (3)10時15分～19時00分 常 用 毎月　55,000円まで 50 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-10999981
59歳以下 通勤 (1) 7時00分～15時45分 日祝他 179,000円～184,000円 30

2人 (2) 8時30分～17時15分 その他 実費（上限あり） 29
080-3047-0922 (3)10時15分～19時00分 常 用 毎月　55,000円まで 50 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-11000881
不 問 通勤 他 172,000円～258,000円 147

4人 その他 実費（上限あり） 77
0766-25-4080 臨時(4ヶ月以上) 毎月　16,980円まで 228 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-11001281
不 問 通勤 他 180,000円～270,000円 12

2人 毎　週 実費（上限あり） 8
0766-56-4565 常 用 毎月　10,000円まで 35 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-11009781
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電気工事士(経験者) 電気工事業

西森電気 株式会社
高岡市野村1381-1

看護師(正･准)【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

正社員

正社員

介護福祉士 その他の社会保険・社会福祉・介護事
業社会福祉法人 高岡市社会福祉協議会

高岡市清水町1丁目7番30号

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

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

正社員

ビル建材のＣＡＤ及びＮＣプログラム 建設用・建築用金属製品製造業

株式会社 フジエー
高岡市四日市123番地8 四日市工業団地内

アルミの梱包 建設用・建築用金属製品製造業

有限会社 ナカシマ

正社員

高岡市福岡町土屋685-1

ダンプ運転手(１０ｔダンプ) 建築材料卸売業

有限会社 北陸プランナー
高岡市須田178

正社員

正社員

食品製造職 畜産食料品製造業

高岡フルタ 株式会社
高岡市石瀬820番地

計量および原料投入 農畜産物・水産物卸売業

株式会社 高岡鶏卵ジーピーセンター
高岡市横田本町3-1

正社員

診療放射線技師 病院

医療法人三田会 高岡みなみ病院
高岡市戸出町三丁目14番24号

正社員

正社員

正･准看護師(透析室) 病院

医療法人三田会 高岡みなみ病院
高岡市戸出町三丁目14番24号

臨床工学技士 病院

医療法人三田会 高岡みなみ病院

正社員

高岡市戸出町三丁目14番24号
正社員

金型の調整･組立及び最終検査担当 金属素形材製品製造業

三英工業 株式会社
高岡市福岡町赤丸1014-7

三次元ＣＡＭ金型加工担当 金属素形材製品製造業

三英工業 株式会社
高岡市福岡町赤丸1014-7

正社員

正社員

三次元ＣＡＤ金型設計担当 金属素形材製品製造業

三英工業 株式会社
高岡市福岡町赤丸1014-7

正社員

ルート配送 建築材料卸売業

株式会社 セキノ興産 高岡店
高岡市昭和町2丁目1-3

正社員

運転業務(ＪＲコンテナ専用車) 一般貨物自動車運送業

日通高岡運輸 株式会社
高岡市四屋830番地の1

調理員 旅館，ホテル

株式会社ホテルニューオータニ高岡

正社員

高岡市新横町一番地
8時00分～22時00分の間の8時間程度

保育士(坂ノ下保育園) 幼保連携型認定こども園

社会福祉法人 坂ノ下福祉会
高岡市大手町17番17号

正社員以外

正社員

保育士(能町保育園) 幼保連携型認定こども園

社会福祉法人 坂ノ下福祉会
高岡市大手町17番17号

サービススタッフ(ホテル内各レストラン) 旅館，ホテル

株式会社ホテルニューオータニ高岡

正社員

高岡市新横町一番地
5時30分～ 0時00分の間の8時間程度

正社員以外

コンビニエンスストア社員(高岡中曽根店) その他の各種商品小売業

ファミリーマート 射水太閤山店
射水市黒河4736-2

9時00分～ 8時59分の間の8時間程度
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15分～17時00分 日祝他 170,800円～227,200円 42
1人 その他 実費（上限あり） 4

0766-24-2624 常 用 毎月　10,000円まで 42 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 16020-11013981

40歳以下 通勤 (1) 8時15分～17時00分 日祝他 200,800円～270,000円 42
1人 その他 実費（上限あり） 4

0766-24-2624 常 用 毎月　10,000円まで 42 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 16020-11014581
不 問 通勤 (1) 8時15分～17時00分 日祝他 170,800円～240,000円 42

1人 その他 実費（上限あり） 4
0766-24-2624 常 用 毎月　10,000円まで 42 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-11015481
35歳以下 通勤 (1) 8時15分～17時00分 日祝他 170,800円～227,200円 42

1人 その他 実費（上限あり） 4
0766-24-2624 常 用 毎月　10,000円まで 42 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-11016781
不 問 通勤 (1) 8時15分～17時00分 日祝他 170,800円～240,000円 42

1人 その他 実費（上限あり） 4
0766-24-2624 常 用 毎月　10,000円まで 42 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-11017881
不 問 通勤 (1) 8時00分～16時45分 日祝他 180,000円～230,000円 14

1人 (2) 8時00分～16時15分 その他 実費（上限あり） 0
0766-64-4611 常 用 毎月　30,000円まで 14 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-11032781
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 16020-11037381
不 問 通勤 (1) 9時00分～18時00分 日祝他 170,000円～220,000円 6

1人 毎　週 一定額 2
0766-24-8588 常 用 毎月　10,000円まで 6 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-11038681
18歳以上 通勤 (1) 8時00分～17時00分 他 190,240円～215,760円 5

5人 その他 実費（上限あり） 0
0766-54-6975 常 用 毎月　50,000円まで 65 雇用・労災・健康・厚生

請負 高岡市 16020-10895481
64歳以下 通勤 (1) 8時30分～16時30分 他 168,700円～180,750円 50

1人 その他 実費（上限あり） 7
0766-27-6101 常 用 毎月　13,000円まで 62 雇用・労災・健康・厚生

請負 高岡市 16020-10896781
64歳以下 通勤 (1) 7時30分～15時30分 他 168,000円～183,600円 50

2人 (2)13時30分～21時30分 その他 実費（上限あり） 7
0766-27-6101 (3)21時30分～ 7時30分 常 用 毎月　13,000円まで 62 雇用・労災・健康・厚生

請負 高岡市 16020-10897881
59歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日他 198,400円～347,200円 13

5人 その他 なし 1
090-4325-3974 常 用 13 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-10926481
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 他 210,000円～240,000円 141

1人 毎　週 実費（上限あり） 115
0766-27-8288 常 用 毎月　20,900円まで 240 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-10937281
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 他 200,000円～250,000円 141

1人 毎　週 実費（上限あり） 115
0766-27-8288 常 用 毎月　20,900円まで 240 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-10938181
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 160,000円～220,000円 178

1人 その他 実費（上限あり） 66
0766-31-1278 常 用 毎月　20,000円まで 182 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-10946181
44歳以下 通勤 (1) 7時00分～16時00分 日祝他 169,000円～255,000円 22

1人 その他 実費（上限あり） 2
0766-89-1180 常 用 毎月　30,000円まで 4962 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-10948381
39歳以下 通勤 (1) 9時00分～17時30分 日祝他 230,000円～230,000円 3

1人 その他 なし 2
0766-28-4145 常 用 70 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-10963081
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 240,000円～300,000円 8

1人 その他 実費（上限あり） 4
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 16020-10966981
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時15分 土日祝他 172,000円～225,500円 3

1人 毎　週 実費（上限あり） 3
0766-31-4567 常 用 毎月　11,000円まで 220 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-10974581
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

1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 16020-10984781
不 問 通勤 (1)10時15分～19時00分 日祝他 190,000円～230,000円 7

2人 (2) 8時00分～17時30分 毎　週 実費（上限あり） 4
0766-28-7272 (3) 9時00分～18時30分 常 用 毎月　5,000円まで 10 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-11019181
不 問 通勤 (1)10時15分～19時00分 日祝他 190,000円～230,000円 7

2人 (2) 8時00分～17時30分 毎　週 実費（上限あり） 4
0766-28-7272 (3) 9時00分～18時30分 常 用 毎月　5,000円まで 10 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-11021981
不 問 通勤 (1)10時15分～19時00分 日祝他 190,000円～230,000円 7

2人 (2) 8時00分～17時30分 毎　週 実費（上限あり） 4
0766-28-7272 (3) 9時00分～18時30分 常 用 毎月　5,000円まで 10 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-11023481

87

88

89

塗装工 鉄素形材製造業

株式会社 若野鋳造所
高岡市早川558

営業 鉄素形材製造業

株式会社 若野鋳造所
高岡市早川558

正社員

正社員

製造スタッフ 鉄素形材製造業

株式会社 若野鋳造所
高岡市早川558

品質保証 鉄素形材製造業

株式会社 若野鋳造所

正社員

高岡市早川558

中子製作 鉄素形材製造業

株式会社 若野鋳造所
高岡市早川558

正社員

正社員

大型タンクローリー運転手 一般貨物自動車運送業

富士運輸 株式会社
高岡市福岡町福岡新177番地

正社員

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

営業 不動産代理業・仲介業

新生開発 株式会社

正社員

高岡市駅南3丁目10番16号
正社員

道路工事現場等での交通誘導業務(呉西地区) 警備業

北陸交通整理 株式会社 射水営業所
射水市太閤山10丁目9 ﾊｲﾂｵｶｻﾞｷB棟

構内作業【日勤】(仕上げ) 管理，補助的経済活動を行う事業所

高岡サポート 株式会社

正社員

高岡市米島282

(請)原料仕込み【中越パルプ高岡工場】 管理，補助的経済活動を行う事業所

高岡サポート 株式会社
高岡市米島282

正社員

正社員

鳶工 一般土木建築工事業

有限会社 井上組
高岡市千石町8-14

介護支援専門員 老人福祉・介護事業

社会福祉法人 早川福祉会『特別養護老人ホーム藤園苑』

正社員

高岡市早川390番1

生活相談員 老人福祉・介護事業

社会福祉法人 早川福祉会『特別養護老人ホーム藤園苑』

高岡市早川390番1

正社員

検査･トリミング 非鉄金属素形材製造業

株式会社 ナガエ
高岡市荒屋敷278

正社員

正社員

大型集配ドライバー 一般貨物自動車運送業

トナミ運輸株式会社 通運高岡支店
射水市津幡江95番地

正社員

管理責任者 労働者派遣業

株式会社 エキスパンド
高岡市野村1373-4 いわせの創ﾋﾞﾙ3FA

墓石工事の工程進捗管理 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

正社員

事務職(福鳳会 事務局勤務) 老人福祉・介護事業

社会福祉法人 福鳳会
高岡市蔵野町3番地

正社員

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

児童支援、介助等【正社員･各種免許必要】 児童福祉事業

アスイコ 合同会社
高岡市向野町3丁目43番26

正社員

正社員

児童支援、介助等【正社員･経験必要】 児童福祉事業

アスイコ 合同会社
高岡市向野町3丁目43番26

児童支援、介助等 児童福祉事業

アスイコ 合同会社

正社員

高岡市向野町3丁目43番26
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)10時00分～19時00分 日祝他 155,000円～165,000円 7
1人 (2) 9時00分～18時00分 その他 実費（上限あり） 7

0766-54-0013 常 用 毎月　5,000円まで 8 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 16020-10792481

59歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日他 250,000円～400,000円 15
2人 その他 実費（上限あり） 2

0766-22-1214 常 用 毎月　8,000円まで 15 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 16020-10793781

59歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日他 230,000円～350,000円 15
1人 その他 実費（上限あり） 2

0766-22-1214 常 用 毎月　7,500円まで 15 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 16020-10794881

59歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日他 230,000円～350,000円 15
1人 その他 実費（上限あり） 2

0766-22-1214 常 用 毎月　7,500円まで 15 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 16020-10795281
不 問 通勤 (1) 8時45分～17時15分 他 246,000円～273,000円 107

2人 その他 実費（上限あり） 70
0766-23-3737 常 用 毎月　20,000円まで 192 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-10796181
44歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 他 189,700円～250,000円 18

1人 (2) 8時30分～12時30分 その他 実費（上限あり） 11
0766-25-1506 常 用 毎月　6,000円まで 18 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-10801981
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 土日祝他 250,000円～350,000円 15

1人 毎　週 実費（上限なし） 3
0766-24-4480 臨時(4ヶ月未満) 70 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-10806281
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 土日祝他 200,000円～300,000円 15

1人 毎　週 実費（上限なし） 3
0766-24-4480 常 用 70 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-10807181
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 他 188,000円～255,000円 18

2人 (2) 7時00分～16時00分 毎　週 実費（上限あり） 14
0766-21-0991 (3)10時00分～19時00分 常 用 毎月　10,000円まで 20 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-10810581
39歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 163,100円～349,500円 0

1人 その他 なし 0
090-3294-0626 常 用 0 労災

高岡市 16020-10811481
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 16020-10812781
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 16020-10813881
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 16020-10814281
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 16020-10815181
59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 土日祝 151,156円～238,288円 0

2人 毎　週 実費（上限あり） 0
0766-36-1200 常 用 毎月　31,600円まで 184 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-10824081
59歳以下 通勤 (1) 7時00分～16時00分 他 154,008円～242,784円 0

16人 (2) 9時00分～18時00分 その他 実費（上限あり） 0
0766-36-1200 (3)10時15分～19時15分 常 用 毎月　31,600円まで 184 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-10825381
59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 他 213,620円～292,784円 0

3人 その他 実費（上限あり） 0
0766-36-1200 常 用 毎月　31,600円まで 184 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-10826681
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 151,900円～271,250円 110

2人 その他 実費（上限なし） 10
0766-23-4636 臨時(4ヶ月以上) 161 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-10831181
35歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 180,000円～280,000円 110

2人 その他 実費（上限なし） 10
0766-23-4636 常 用 161 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-10832081
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 165,000円～350,000円 110

2人 その他 実費（上限なし） 10
0766-23-4636 常 用 161 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-10833381
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 16020-10839881
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 16020-10841081
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 16020-10842381

114

115

116

保育士 大工工事業

株式会社 オウル工務店
高岡市赤祖父468 ﾊﾟｰｸｻｲﾄﾞﾔﾏﾀﾞ

正社員

土木工事技術者 一般土木建築工事業

清水工業 株式会社
高岡市佐野513-2

土木作業員 一般土木建築工事業

清水工業 株式会社

正社員

高岡市佐野513-2

掘削機オペレーター 一般土木建築工事業

清水工業 株式会社
高岡市佐野513-2

正社員

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

正社員

カット野菜の製造管理 その他の飲食料品小売業

サンフーズ 株式会社
高岡市早川430

正社員

ＳＥ／プログラマー(契約社員)【高岡オフィス】 労働者派遣業

株式会社ニクス
高岡市問屋町212

ＳＥ／プログラマー【高岡オフィス】 労働者派遣業

株式会社ニクス
高岡市問屋町212

介護福祉士【能町】 老人福祉・介護事業

株式会社 ＷＡＬＫ(グループホーム白寿園)

正社員以外

正社員

高岡市能町南2丁目21番地

大工 大工工事業

木谷大工工事店
高岡市木津1575-5

正社員

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

正社員

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

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

正社員

高岡市あわら町8-25

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

生活相談員(養護老人ホーム 志貴野長生寮) 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

正社員

生活支援員(養護老人ホーム 志貴野長生寮) 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

看護師(養護老人ホーム 志貴野長生寮) 障害者福祉事業

社会福祉法人 高岡市身体障害者福祉会

正社員

高岡市葦附1239番地の27

土木建築工事の作業員 一般土木建築工事業

塩谷建設 株式会社
高岡市石瀬6-1

正社員

オペレーター(ウォータージェット)に準ずる作業全般 一般土木建築工事業

塩谷建設 株式会社
高岡市石瀬6-1

正社員以外

正社員

建築施工管理･土木施工管理 一般土木建築工事業

塩谷建設 株式会社
高岡市石瀬6-1

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

正社員

高岡市上渡161

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

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

正社員

117

118

124

125

126

121

123

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139
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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 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 16020-10843681
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 16020-10846481
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 他 175,000円～180,000円 23

1人 (2) 9時00分～18時00分 その他 実費（上限あり） 17
090-2031-5196 (3)21時00分～ 8時00分 常 用 毎月　5,000円まで 23 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-10848881
不 問 通勤 他 211,000円～270,000円 11

1人 毎　週 実費（上限なし） 1
0766-45-1225 常 用 849 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-10849281
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 160,000円～175,000円 15

1人 その他 実費（上限あり） 6
0766-63-4134 常 用 毎月　6,000円まで 23 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-10851681
不 問 通勤 (1) 8時15分～17時00分 日祝他 195,000円～215,000円 15

1人 毎　週 実費（上限なし） 11
0766-64-6032 常 用 25 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-10853581
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 210,000円～350,000円 110

1人 その他 実費（上限なし） 10
0766-23-4636 常 用 161 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-10860981
44歳以下 通勤 (1) 8時20分～17時00分 日他 174,000円～245,000円 8

1人 その他 実費（上限あり） 2
0766-64-2501 常 用 毎月　6,500円まで 8 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-10861581
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日他 240,000円～348,000円 0

2人 その他 なし 0
0766-23-7566 常 用 0 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-10863781
59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 他 180,000円～200,000円 100

3人 (2)16時30分～ 9時30分 その他 実費（上限あり） 80
0766-63-1113 常 用 毎月　24,500円まで 100 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-10867081
不 問 通勤 (1) 9時00分～18時00分 日祝他 350,000円～600,000円 100

1人 (2) 9時00分～13時00分 その他 実費（上限あり） 80
0766-63-1113 常 用 毎月　24,500円まで 100 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-10868381
不 問 通勤 (1) 7時30分～16時30分 他 155,000円～195,000円 0

7人 (2) 8時30分～17時30分 その他 実費（上限あり） 0
0766-84-8778 (3) 9時30分～18時30分 常 用 毎月　10,000円まで 7 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-10870481
不 問 通勤 (1) 8時30分～19時30分 木日祝他 165,000円～165,000円 3

1人 毎　週 実費（上限あり） 2
0766-28-1121 常 用 毎月　20,000円まで 3 雇用・労災

高岡市 16020-10872881
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 他 188,000円～255,000円 0

2人 (2) 7時00分～16時00分 毎　週 実費（上限あり） 0
0766-21-0991 (3)10時00分～19時00分 常 用 毎月　10,000円まで 20 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-10873281
不 問 通勤 (1) 7時00分～16時00分 他 183,000円～210,000円 18

3人 (2) 8時30分～17時30分 毎　週 実費（上限あり） 14
0766-21-0991 (3)10時00分～19時00分 常 用 毎月　10,000円まで 20 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-10874181
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 他 167,500円～302,500円 13

1人 その他 実費（上限あり） 4
0766-23-4656 常 用 毎月　5,000円まで 19 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-10875081
不 問 通勤 (1)16時30分～ 9時30分 他 260,000円～260,000円 56

1人 その他 実費（上限あり） 43
0766-26-0311 常 用 毎月　20,000円まで 72 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-10706381
44歳以下 通勤 (1) 3時00分～12時30分 日祝他 170,000円～200,000円 80

2人 その他 実費（上限あり） 35
0766-23-1447 常 用 毎月　10,000円まで 80 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-10711281
44歳以下 通勤 (1) 8時10分～17時00分 日他 198,500円～314,000円 48

1人 その他 実費（上限あり） 16
0766-23-1680 常 用 毎月　18,000円まで 171 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-10717581
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 16020-10721381
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 240,000円～359,000円 15

1人 その他 実費（上限あり） 2
0766-24-2716 常 用 毎月　18,000円まで 15 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-10724581
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 217,000円～329,000円 15

1人 その他 実費（上限あり） 2
0766-24-2716 常 用 毎月　18,000円まで 15 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-10725481
40歳以下 通勤 (1) 8時15分～17時15分 日他 170,000円～230,000円 140

1人 その他 実費（上限あり） 22
0766-64-5667 常 用 毎月　25,000円まで 140 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-10726781

149

150

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

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

正社員

高岡市上渡161

介護職員(樹楽 高岡) 老人福祉・介護事業

株式会社 ＹＵＳＩＮ
高岡市明野町6-1

正社員

タンクローリードライバー 特定貨物自動車運送業

上野輸送株式会社 富山事業所
高岡市伏木磯町78-23

5時30分～20時00分の間の8時間程度

正社員

正社員

総務･経理事務 他に分類されない小売業

株式会社 ヤマダ産業
高岡市醍醐1132-2

鍼灸、あんま、マッサージ指圧師 老人福祉・介護事業

株式会社 ファインライフ

正社員

高岡市福岡町本領259-7
正社員

安全管理･品質管理(ＩＳＯ)関連業務 一般土木建築工事業

塩谷建設 株式会社
高岡市石瀬6-1

アルミ鋳物加工 その他のはん用機械・同部分品製造
業株式会社 北田製作所

正社員

高岡市福岡町荒屋敷522

内装工事スタッフ(未経験者、経験者) 床・内装工事業

株式会社Ｎ．Ｓ．内装
高岡市あわら町17番6ｰ801号 ｱﾊﾟｶﾞｰﾃﾞﾝﾋﾟｱ高岡

正社員

正社員

看護助手 病院

医療法人三田会 高岡みなみ病院
高岡市戸出町三丁目14番24号

薬剤師 病院

医療法人三田会 高岡みなみ病院

正社員

高岡市戸出町三丁目14番24号

介護職員【グループホームむら花･Ｈ３０年１０月新規開設】 老人福祉・介護事業

八起商事 株式会社
高岡市五福町15-21

正社員

正社員

動物病院補助業務 獣医業

西岡動物病院
高岡市出来田262-3

介護福祉士【戸出】 老人福祉・介護事業

株式会社 ＷＡＬＫ(グループホーム白寿園)

正社員

高岡市能町南2丁目21番地

介護職員【能町】 老人福祉・介護事業

株式会社 ＷＡＬＫ(グループホーム白寿園)
高岡市能町南2丁目21番地

正社員

正社員

園芸装飾植栽管理業務、お花や植物の配送･管理 その他の物品賃貸業

株式会社 晴香園
高岡市広小路5-47

介護福祉士(夜勤専門：正社員) 老人福祉・介護事業

社会福祉法人 あいの風福祉会

正社員

高岡市内免5丁目50番1
正社員

販売･営業 農畜産物・水産物卸売業

丸果株式会社 高岡青果市場
高岡市下黒田777-56

正社員

ネットワーク管理(エンジニア) 金属被覆・彫刻業，熱処理業

立山電化工業 株式会社
高岡市赤祖父546

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

土木施工管理技術者 一般土木建築工事業

株式会社 大高
高岡市二塚1219-1

正社員

正社員

機器据付工及び機械鳶 一般土木建築工事業

株式会社 大高
高岡市二塚1219-1

アルミ加工の品質保証 その他のはん用機械・同部分品製造
業株式会社 マスオカ

正社員

高岡市福岡町土屋705
正社員

140
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147

148

142

143

144

145

151

154

155

156

157

152
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159

163

164

165

166

167
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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 日祝他 195,500円～276,000円 15
1人 その他 実費（上限あり） 2

0766-24-2716 常 用 毎月　18,000円まで 15 雇用・労災・健康・厚生・財形
高岡市 16020-10727881

59歳以下 通勤 (1) 8時15分～17時15分 日他 170,000円～230,000円 140
1人 その他 実費（上限あり） 22

0766-64-5667 常 用 毎月　25,000円まで 140 雇用・労災・健康・厚生・財形
高岡市 16020-10729181

59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時40分 水祝他 200,000円～350,000円 8
2人 その他 実費（上限なし） 6

0766-84-6110 常 用 179 雇用・労災・健康・厚生・財形
高岡市 16020-10730681

59歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 150,000円～170,000円 11
1人 その他 実費（上限あり） 6

0766-22-5799 常 用 毎月　10,000円まで 11 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 16020-10736281
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 他 230,000円～260,000円 10

1人 (2) 9時00分～18時00分 毎　週 実費（上限あり） 10
0766-84-8778 常 用 毎月　10,000円まで 10 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-10740581
35歳以下 通勤 (1) 7時55分～17時00分 日祝他 180,000円～280,000円 45

1人 その他 実費（上限あり） 13
0766-31-1007 常 用 毎月　10,000円まで 45 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-10743881
44歳以下 通勤 (1) 7時55分～17時00分 日祝他 170,000円～260,000円 45

1人 (2) 5時00分～14時05分 その他 実費（上限あり） 13
0766-31-1007 (3)14時00分～23時00分 常 用 毎月　10,000円まで 45 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-10744281
44歳以下 通勤 (1) 7時55分～17時00分 日祝他 170,000円～260,000円 45

1人 (2) 5時00分～14時05分 その他 実費（上限あり） 13
0766-31-1007 (3)14時00分～23時00分 常 用 毎月　10,000円まで 45 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-10745181
44歳以下 通勤 (1) 7時55分～17時00分 日祝他 170,000円～240,000円 45

1人 (2) 5時00分～14時05分 その他 実費（上限あり） 13
0766-31-1007 (3)14時00分～23時00分 常 用 毎月　10,000円まで 45 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-10746081
不 問 通勤 (1) 7時55分～17時00分 日祝他 170,000円～270,000円 45

2人 その他 実費（上限あり） 13
0766-31-1007 常 用 毎月　10,000円まで 45 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-10747381
59歳以下 通勤 (1) 9時00分～18時00分 他 168,000円～252,000円 4

2人 毎　週 実費（上限あり） 0
052-221-8884 常 用 毎月　10,000円まで 80 雇用・労災・健康・厚生・財形

請負 高岡市 16020-10748681
59歳以下 通勤 (1) 9時00分～18時00分 他 240,000円～270,000円 4

3人 毎　週 実費（上限あり） 0
052-221-8884 常 用 毎月　10,000円まで 80 雇用・労災・健康・厚生・財形

請負 高岡市 16020-10749981
44歳以下 通勤 (1) 8時15分～17時00分 日他 170,000円～210,000円 86

1人 その他 実費（上限あり） 48
0766-44-0550 常 用 毎月　11,340円まで 86 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-10755381
44歳以下 通勤 (1) 8時20分～17時00分 日祝他 160,000円～230,000円 27

2人 その他 実費（上限あり） 2
0766-26-2651 常 用 毎月　15,000円まで 27 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-10757981
不 問 通勤 (1) 7時00分～16時00分 水他 165,000円～200,000円 10

1人 (2)11時00分～20時00分 毎　週 実費（上限あり） 3
0766-20-2487 (3)13時00分～22時00分 臨時(4ヶ月以上) 毎月　30,000円まで 135 雇用・労災・健康・厚生

請負 高岡市 16020-10761181
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日他 192,000円～288,000円 3

2人 (2) 8時00分～15時00分 その他 実費（上限あり） 1
0766-64-4254 常 用 毎月　7,000円まで 3 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-10762081
39歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 210,000円～230,000円 174

2人 (2)15時00分～ 0時00分 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 16020-10773681
35歳以下 通勤 (1) 8時20分～17時10分 土日祝他 160,000円～175,000円 9

1人 毎　週 実費（上限あり） 7
0766-44-5566 常 用 毎月　10,000円まで 9 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-10774981
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 222,000円～287,100円 6

1人 その他 実費（上限あり） 0
0766-25-2237 常 用 毎月　5,000円まで 6 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-10776481
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 他 147,000円～160,000円 8

1人 その他 実費（上限あり） 8
0766-28-8433 常 用 毎月　2,000円まで 15 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-10779281
不 問 通勤 (1) 8時10分～16時55分 土日祝他 200,000円～250,000円 80

2人 毎　週 実費（上限なし） 7
0766-64-3061 臨時(4ヶ月以上) 115 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-10786881
不 問 通勤 (1) 8時10分～16時55分 土日祝他 200,000円～250,000円 80

2人 毎　週 実費（上限なし） 7
0766-64-3061 臨時(4ヶ月以上) 115 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-10787281
不 問 通勤 (1) 9時00分～18時00分 日祝他 220,500円～319,300円 5

2人 (2) 9時00分～13時00分 その他 実費（上限あり） 5
0766-29-2220 常 用 毎月　10,000円まで 5 雇用・労災・厚生

高岡市 16020-10789081

196

197

198

199

200

201

195

184

185

187

188

178

179

180

181

歯科衛生士 歯科診療所

よねもり歯科
高岡市昭和町1-2-2

正社員

鉄道分岐器の設計･開発 鉄道車両・同部分品製造業

鉄道機器 株式会社 富山工場
高岡市福岡町下蓑1151

正社員以外

汎用フライス盤･マシニングセンタ等の機械加工技術職 鉄道車両・同部分品製造業

鉄道機器 株式会社 富山工場
高岡市福岡町下蓑1151

正社員以外

成犬の世話係【ドッグフレンズ】 他に分類されない生活関連サービス
業シスプロフレンズ有限会社

高岡市西藤平蔵721番地
正社員

ダンプ運転手(１０ｔ車) 一般貨物自動車運送業

株式会社 橋口興業
高岡市二塚708

正社員

一般事務 行政書士事務所

杉林行政書士事務所
高岡市太田1223番地

正社員

選別作業員(重液選別) 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

鉄筋工 建築工事業

有限会社 茂古沼鉄筋
高岡市福岡町矢部733番

正社員

フロント受付ほか運営全般および送迎運転 配達飲食サービス業

三協興産 株式会社
高岡市早川70番地

正社員以外

ＮＣオペレーター その他のはん用機械・同部分品製造
業株式会社 島井

高岡市岩坪23-9
正社員

機械オペレータ、製品検査 その他のはん用機械・同部分品製造
業速水発条 株式会社

高岡市伏木国分2丁目2番2号
正社員

ルート営業(ＣＡＴＶの各種サービスのＰＲ) その他の各種商品小売業

株式会社 グローバルセレクション 高岡営業所
高岡市昭和町1丁目2番10号高岡ｹｰﾌﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ株式会社内

正社員

ルート営業(ケーブルひかり工事説明) その他の各種商品小売業

株式会社 グローバルセレクション 高岡営業所
高岡市昭和町1丁目2番10号高岡ｹｰﾌﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ株式会社内

正社員

溶接工 その他の金属製品製造業

株式会社 高岡ケージ工業
高岡市内島47

正社員

材料供給、搬出及び製品検査 その他の金属製品製造業

株式会社 高岡ケージ工業
高岡市内島47

正社員

土木作業員 一般土木建築工事業

株式会社 大高
高岡市二塚1219-1

営業事務アシスタント その他のはん用機械・同部分品製造
業株式会社 マスオカ

高岡市福岡町土屋705

正社員

正社員

グラフィックデザイナー 一般土木建築工事業

石友リフォームサービス株式会社
高岡市下牧野36-2

正社員

転造ネジ製作工 洋食器・刃物・手道具・金物類製造業

株式会社 トヨバックス
高岡市波岡364

その他の金属製品製造業

株式会社 高岡ケージ工業

介護支援専門員 老人福祉・介護事業

八起商事 株式会社
高岡市五福町15-21

正社員

その他の金属製品製造業

株式会社 高岡ケージ工業
高岡市内島47

正社員

製品設計及び作業補助

ＮＣブレーキプレスオペレーター その他の金属製品製造業

株式会社 高岡ケージ工業
高岡市内島47

正社員

正社員

高岡市内島47

ＮＣ自動溶接機オペレーター

正社員

168

169

170

175

176

177

173

172
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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 250,000円～350,000円 5
1人 その他 実費（上限あり） 3

0766-27-3100 常 用 毎月　15,000円まで 5 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 16020-10805881
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 200,000円～300,000円 5

1人 その他 実費（上限なし） 3
0766-27-3100 常 用 5 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-10808081
35歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 188,000円～200,000円 4

1人 その他 実費（上限あり） 1
0766-22-0872 常 用 毎月　15,000円まで 15 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-10709581
不 問 通勤 (1) 9時00分～18時00分 他 280,000円～280,000円 0

1人 毎　週 実費（上限なし） 0
027-345-8725 臨時(4ヶ月以上) 18179 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 10020-15024181
不 問 通勤 (1) 9時30分～18時00分 他 175,000円～212,000円 116

2人 (2) 9時45分～18時15分 その他 実費（上限なし） 6
076-237-6555 (3)11時00分～19時30分 常 用 6500 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 13080-68433781
45歳以下 通勤 (1) 7時00分～15時50分 他 210,000円～421,000円 10

1人 (2) 8時00分～16時50分 その他 実費（上限あり） 7
0256-66-1100 (3)11時30分～20時20分 常 用 毎月　50,000円まで 1769 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 15110- 5336081
45歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時30分 他 180,200円～234,600円 10

1人 (2)11時00分～20時30分 その他 実費（上限あり） 7
0256-66-1100 常 用 毎月　50,000円まで 1769 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 15110- 5354681
不 問 通勤 (1) 9時00分～18時00分 土日祝他 200,000円～350,000円 5

1人 毎　週 実費（上限あり） 1
050-3805-1620 常 用 毎月　5,000円まで 8 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16050- 4865981
不 問 通勤 他 155,520円～155,520円 2

1人 その他 一定額 0
0766-73-2776 臨時(4ヶ月未満) 800 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 11020- 7511181
59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 土日祝 166,200円～166,200円 1

1人 毎　週 実費（上限なし） 0
03-5737-2822 常 用 3518 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 13060-16470281
59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時40分 水祝他 210,000円～500,000円 12

3人 その他 実費（上限なし） 2
0766-84-6110 常 用 17 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16010-19370181
59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時40分 水祝他 242,000円～532,000円 12

3人 その他 実費（上限なし） 2
0766-84-6110 常 用 17 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16010-19373681
59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時40分 水祝他 242,000円～532,000円 12

2人 その他 実費（上限なし） 2
076-424-5505 常 用 17 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16010-19374981
59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時40分 水祝他 242,000円～532,000円 12

3人 その他 実費（上限なし） 2
0766-84-6110 常 用 17 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16010-19377781
不 問 通勤 (1) 9時00分～17時00分 土日祝 300,000円～500,000円 153

1人 毎　週 一定額 90
0766-21-2037 臨時(4ヶ月以上) 毎月　4,000円まで 27352 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16010-19382981
59歳以下 通勤 (1) 8時30分～19時00分 日祝他 216,000円～236,400円 9

1人 その他 実費（上限あり） 2
076-422-0800 常 用 毎月　21,000円まで 165 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16010-19427981
不 問 通勤 他 195,000円～350,000円 20

2人 その他 実費（上限あり） 13
076-451-0808 常 用 毎月　20,000円まで 80 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16060- 1899481
40歳以下 通勤 (1)10時00分～19時00分 他 180,000円～260,000円 3

1人 毎　週 実費（上限あり） 1
076-238-7780 常 用 毎月　10,000円まで 8 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 17010-22475981
44歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 250,000円～300,000円 3

3人 隔　週 実費（上限あり） 1
076-246-8080 常 用 毎月　10,000円まで 45 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 17080- 7382281
44歳以下 通勤 (1) 9時00分～17時30分 日祝他 180,100円～356,200円 23

1人 その他 実費（上限なし） 1
048-612-9853 常 用 6307 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 11030-25158881
18歳以上 通勤 (1) 8時00分～17時00分 他 156,240円～208,320円 30

3人 その他 実費（上限あり） 0
0766-21-5522 臨時(4ヶ月以上) 毎月　40,000円まで 730 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16010-19270781
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 土日他 217,100円～267,200円 170

1人 毎　週 実費（上限あり） 19
076-443-5888 臨時(4ヶ月以上) 毎月　40,000円まで 730 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16010-19275381
35歳以下 通勤 (1) 9時00分～17時30分 日祝他 177,000円～205,600円 26

1人 その他 実費（上限あり） 1
076-439-2211 常 用 毎月　25,000円まで 52 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16010-19303281

227

228

229

220

221

222

225

214

215

216

217

218

208

209

210

212

213

202

203

204

205

206

207

整備 産業機械器具卸売業

トヨタＬ＆Ｆ富山 株式会社
富山市千歳町二丁目5番26号

正社員

営業員(高岡支社) 警備業

富山県綜合警備保障 株式会社
富山市金屋2715-10

正社員以外

交通誘導員(高岡市、砺波市および近郊) 警備業

富山県綜合警備保障 株式会社
富山市金屋2715-10

正社員以外

自動車(トラック)の整備作業［高岡ＣＣ］ 自動車・同附属品製造業

ＵＤトラックス 株式会社
埼玉県上尾市大字壱丁目1番地

正社員

建築外壁工(サイディング工)高岡営業所 建築材料卸売業

ウエルド 株式会社
石川県野々市市二日市町1丁目110番地

正社員

店頭販売及び事務 その他の各種商品小売業

有限会社 エム・シー・ケ－
石川県金沢市南新保町ﾁ26

正社員

寿司製造 接客(粋鮨 富山店・高岡店) その他の飲食料品小売業

有限会社 美人家
氷見市柳田1110-1

正社員
8時30分～21時30分の間の8時間

ルート営業員(富山西営業所) 医薬品・化粧品小売業

広貫堂薬品販売 株式会社
富山市東中野1-1-1

正社員

企画営業職※最長５年の研修期間を経て保険募集人へ。 損害保険業

損害保険ジャパン日本興亜 株式会社 富山支店
富山市本町3-21

正社員以外

住宅リフォーム営業【富山店・高岡店】 建築工事業

株式会社 インカムハウス
富山市黒瀬468-1

正社員

不動産仕入れ、販売及び管理全般(中古物件取扱い含む) 建築工事業

株式会社 インカムハウス
富山市黒瀬468-1

正社員

中古住宅仕入れ・リフォーム販売【富山店・高岡店】 建築工事業

株式会社 インカムハウス
富山市黒瀬468-1

正社員

リフォーム工事施工管理【富山店・高岡店】 建築工事業

株式会社 インカムハウス
富山市黒瀬468-1

正社員

所長アシスタント(富山高岡営業所)《ワタミの宅食》 食堂，レストラン

ワタミ 株式会社(宅食事業部)
東京都大田区羽田1-1-3 ﾜﾀﾐｸﾞﾙｰﾌﾟ本社ﾋﾞﾙ6F 人材開発部

正社員

店舗販売スタッフ(アストロプロダクツ高岡店) その他の機械器具卸売業

株式会社 ワールドツール
埼玉県深谷市白草台2909-50

正社員以外
9時45分～20時15分の間の8時間程度

営業職(ＩＴ営業) 機械器具小売業

株式会社 サンシックス
小矢部市石動町1-31

正社員

地域正社員(高岡店)〔店舗運営スタッフ〕 各種食料品小売業

株式会社 オーシャンシステム 業務スーパー事業部
新潟県燕市佐渡5129TEL 0256-66-1100

正社員

幹部候補社員(高岡店)〔店長・ＳＶ候補〕 各種食料品小売業

株式会社 オーシャンシステム 業務スーパー事業部
新潟県燕市佐渡5129TEL 0256-66-1100

正社員

ドコモショップスタッフ 他に分類されない小売業

コネクシオ 株式会社
東京都新宿区西新宿8-17-1住友不動産新宿ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾀﾜｰ37階

正社員
又は 9時00分～20時00分の間の7時間以上

嘱託／法人営業／高岡店 機械器具小売業

株式会社 ヤマダ電機
群馬県高崎市栄町1番1号

正社員以外

自動車タイヤ 販売修理 自動車整備業

有限会社 堀井タイヤ商会
高岡市あわら町3-4

正社員

建築現場作業員 木造建築工事業

有限会社 商美
高岡市能町南2丁目63番地

正社員

建築現場管理 木造建築工事業

有限会社 商美
高岡市能町南2丁目63番地

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45分～17時30分 日祝他 170,500円～170,500円 7
1人 その他 実費（上限あり） 2

0766-23-9036 臨時(4ヶ月以上) 毎月　30,000円まで 62 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 16010-19310881
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- 1876281
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･射水市 21030-11371981

44歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 土日祝 180,000円～400,000円 6
1人 毎　週 実費（上限あり） 1

0766-22-1709 常 用 毎月　100,000円まで 50 雇用・労災・健康・厚生・財形
高岡市 22040- 6633881

35歳以下 通勤 (1)10時00分～19時00分 他 202,000円～214,000円 4
1人 (2)11時00分～20時00分 その他 実費（上限なし） 3

052-414-4151 (3)12時00分～21時00分 常 用 1900 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 26010-25036481

18歳～64歳 通勤 (1) 9時30分～18時30分 他 233,400円～233,400円 7
1人 (2)11時00分～20時00分 その他 実費（上限なし） 7

03-6859-0783 (3)13時30分～22時30分 常 用 1400 雇用・労災・健康・厚生・財形
高岡市 14100- 9259381
不 問 通勤 (1)10時45分～19時45分 他 149,600円～176,000円 14

1人 毎　週 実費（上限あり） 9
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 16010-19082681
不 問 通勤 (1) 8時45分～17時00分 土日祝他 250,000円～450,000円 4

2人 毎　週 実費（上限なし） 4
0766-54-5437 常 用 12 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16060- 1862681
59歳以下 通勤 (1) 9時40分～18時40分 他 190,000円～250,000円 8

1人 (2) 8時40分～17時40分 毎　週 実費（上限なし） 3
03-3379-3166 常 用 2288 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 13070-74060881
18歳～40歳 通勤 (1) 7時30分～16時30分 他 155,000円～182,000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 13110-18588781
18歳～40歳 通勤 (1) 7時30分～16時30分 他 155,000円～182,000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 13110-18591081
44歳以下 通勤 (1) 9時00分～17時30分 他 143,600円～203,600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 16010-18931381
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 200,000円～250,000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

請負 高岡市 16060- 1844181
不 問 通勤 (1) 9時00分～17時30分 他 271,500円～309,500円 7

1人 (2)10時00分～17時30分 その他 実費（上限なし） 5
076-222-3663 臨時(4ヶ月以上) 35 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 17010-22016981
不 問 通勤 (1) 9時00分～17時30分 他 211,500円～259,500円 7

2人 (2)10時00分～17時30分 その他 実費（上限なし） 5
076-222-3663 臨時(4ヶ月以上) 35 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 17010-22018481
不 問 通勤 (1) 9時30分～18時30分 水他 203,050円～266,260円 13

1人 毎　週 実費（上限あり） 2
076-225-8111 臨時(4ヶ月以上) 毎月　150,000円まで 409 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 17010-22071081
不 問 通勤 (1) 9時30分～18時30分 水他 194,140円～260,220円 13

1人 毎　週 実費（上限あり） 2
076-225-8111 臨時(4ヶ月以上) 毎月　150,000円まで 409 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 17010-22080381
不 問 通勤 (1) 6時00分～15時00分 他 190,000円～210,000円 3

1人 (2)10時30分～19時30分 毎　週 実費（上限あり） 3
06-6224-3068 常 用 毎月　15,000円まで 40 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 27010-55608581
59歳以下 通勤 (1) 9時00分～17時30分 日祝他 250,000円～400,000円 8

1人 その他 実費（上限あり） 3
06-7711-3082 常 用 毎月　30,000円まで 90 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 27070-19802181
18歳以上 通勤 他 160,000円～500,000円 9

1人 その他 実費（上限あり） 6
058-624-1604 臨時(4ヶ月以上) 毎月　100,000円まで 7523 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 13040-92660081
18歳以上 通勤 他 160,000円～500,000円 9

1人 その他 実費（上限あり） 7
058-624-1604 臨時(4ヶ月以上) 毎月　100,000円まで 7523 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 13040-92666781
18歳以上 通勤 他 160,000円～500,000円 13

1人 その他 実費（上限あり） 10
058-624-1604 臨時(4ヶ月以上) 毎月　100,000円まで 7523 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 13040-92670681
不 問 通勤 (1)10時00分～21時00分 他 170,000円～300,000円 4

1人 その他 実費（上限なし） 2
0120-006-052 常 用 1088 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 13070-73655981

262

263

264

265

266

267

256

259

252

253

254

255

244

246

247

248

238

241

233

234

235

230

231

美容師／イオンモール高岡店 美容業

キュービーネット 株式会社
東京都渋谷区渋谷2-12-24 東建・長井ﾋﾞﾙ7F

正社員

店舗管理・運営(店長候補)／高岡駅南店 その他の娯楽業

株式会社 コシダカ
東京都港区浜松町2丁目4-1 世界貿易ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ23階

正社員以外
9時00分～ 6時00分の間の8時間程度

店舗管理・運営(店長候補)／高岡姫野店 その他の娯楽業

株式会社 コシダカ
東京都港区浜松町2丁目4-1 世界貿易ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ23階

正社員以外
10時00分～ 5時00分の間の8時間程度

店舗管理・運営(店長候補)／高岡御旅屋通り店 その他の娯楽業

株式会社 コシダカ
東京都港区浜松町2丁目4-1 世界貿易ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ23階

正社員以外
10時00分～ 5時00分の間の8時間程度

機械・電気・電子系の設計開発 化学製品卸売業

タカラ産業 株式会社
東大阪市長田中2-2-30 長田ｴﾐﾈﾝｽﾋﾞﾙ2F

正社員

調理師 療術業

株式会社 コンブリオ
大防市鶴見区焼野1丁目8番3号

正社員

(契約)技術サービススタッフ(整備職) 自動車小売業

株式会社 ホンダ四輪販売北陸
石川県金沢市大豆田本町甲560

正社員以外

(契約)カーライフアドバイザー(営業・販売職) 自動車小売業

株式会社 ホンダ四輪販売北陸
石川県金沢市大豆田本町甲560

正社員以外

(契約)調理 食堂，レストラン

株式会社 レストランダイワ
金沢市片町2-2-5片町きらら4階

正社員以外
又は 9時00分～21時00分の間の12時間程度

(契約)調理(幹部候補) 食堂，レストラン

株式会社 レストランダイワ
金沢市片町2-2-5片町きらら4階

正社員以外
又は 9時00分～21時00分の間の12時間程度

生産管理者(候補) 金属素形材製品製造業

有限会社 田中製作所
氷見市十二町25-1

正社員

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

店舗管理業務Ｂ／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

店舗管理業務Ｂ／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

【急募】理・美容師／アートネイチャー高岡店 装身具・装飾品・ボタン・同関連品製
造業（貴金属・宝石製を除く株式会社アートネイチャー

東京都渋谷区代々木3-40-7
正社員

薬剤師「扇町薬局」 医薬品・化粧品小売業

株式会社 マイケミスト
氷見市堀田465-1 鈴木薬局

正社員

調理補助(済生会高岡病院) 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

正社員以外

手作りコスメの販売(店長候補)イオンモール高岡店 化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品
製造業株式会社 ラッシュジャパン

神奈川県愛甲郡愛川町中津4027-3
正社員

携帯電話(ソフトバンク)の販売・サービス 電気通信に附帯するサービス業

株式会社 コスモネット
京都市中京区烏丸通四条上る笋町689番地 京都御幸ﾋﾞﾙ6階

正社員

電気・計装工事技術者 電気工事業

夏目電気工業 株式会社
静岡県静岡市清水区鳥坂95

正社員

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

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

配送業務(高岡営業所) 化学製品卸売業

東洋ゴム北陸販売 株式会社
富山市呉羽町7271-1

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)10時00分～21時00分 他 170,000円～300,000円 4
1人 その他 実費（上限なし） 2

0120-006-052 常 用 1088 雇用・労災・健康・厚生・財形
高岡市 13070-73656581
不 問 通勤 (1) 9時45分～19時00分 他 190,000円～190,000円 6

1人 毎　週 実費（上限あり） 3
0120-033-412 臨時(4ヶ月以上) 毎月　100,000円まで 4041 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 13130-24728181
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 195,000円～332,000円 68

1人 その他 実費（上限なし） 14
076-435-5560 常 用 82 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16010-18741581
44歳以下 通勤 (1) 8時55分～17時30分 水祝他 181,000円～260,000円 6

2人 その他 実費（上限あり） 2
076-492-1350 常 用 毎月　20,000円まで 46 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16010-18763081
不 問 通勤 (1) 5時30分～14時30分 他 180,000円～250,000円 10

3人 (2) 9時00分～18時00分 毎　週 実費（上限あり） 8
076-421-5712 (3)10時30分～19時30分 常 用 毎月　10,000円まで 150 雇用・労災・健康・厚生

請負 高岡市 16010-18835081
不 問 通勤 他 204,000円～304,000円 8

3人 毎　週 実費（上限あり） 6
076-253-9595 常 用 毎月　37,000円まで 510 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 17010-21733881
不 問 通勤 (1)12時00分～21時00分 日祝他 228,000円～228,000円 460

2人 (2)11時00分～20時00分 その他 実費（上限あり） 400
052-563-4710 臨時(4ヶ月以上) 毎月　50,000円まで 2300 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 23020-59455781
39歳以下 通勤 (1)12時00分～21時00分 日祝他 210,000円～217,000円 8

2人 (2)11時00分～20時00分 その他 実費（上限あり） 4
052-563-4710 常 用 毎月　50,000円まで 2300 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 23020-59469681
不 問 通勤 (1)12時00分～21時00分 日祝他 218,000円～218,000円 8

2人 (2)11時00分～20時00分 その他 実費（上限あり） 4
052-563-4710 臨時(4ヶ月以上) 毎月　50,000円まで 2300 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 23020-59490081
40歳以下 通勤 (1)12時00分～21時00分 日祝他 206,000円～213,000円 8

2人 (2)11時00分～20時00分 その他 実費（上限あり） 4
052-563-4710 常 用 毎月　50,000円まで 2300 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 23020-59660681

274

276

277

278

279

268

270

271

272

273

主任英会話講師／富山市・高岡市 専修学校，各種学校

株式会社 イーオン 中部本部
愛知県名古屋市中村区名駅南4丁目12-22 1階

正社員

アシスタントマネージャー［富山・高岡市］ 専修学校，各種学校

株式会社 イーオン 中部本部
愛知県名古屋市中村区名駅南4丁目12-22 1階

正社員以外

スクールマネージャー［富山市・高岡市］ 専修学校，各種学校

株式会社 イーオン 中部本部
愛知県名古屋市中村区名駅南4丁目12-22 1階

正社員

常勤英会話講師［富山市・高岡市］ 専修学校，各種学校

株式会社 イーオン 中部本部
愛知県名古屋市中村区名駅南4丁目12-22 1階

正社員以外

店舗販売員(店長候補) 医薬品・化粧品小売業

株式会社 示野薬局(シメノドラッグ)
石川県金沢市高柳町1字48-1

正社員
9時00分～22時00分の間の8時間程度

調理員(駅南あずさ病院) 食堂，レストラン

株式会社 ディライフ
富山市開653-1

正社員

営業(売買仲介) 不動産代理業・仲介業

株式会社 とやまサンホーム
富山市太郎丸西町一丁目7番9

正社員

技術社員(ＮＴＴ設備等の構築・保守) 電気通信・信号装置工事業

トヤマ電話工事 株式会社
富山市四方荒屋1262番地

正社員

ドコモショップスタッフ＜上北島店＞ その他の専門サービス業

ＭＸモバイリング 株式会社
東京都江東区豊洲3丁目2-24 豊洲ﾌｫﾚｼｱ

正社員以外

理容師／ＱＢハウスイオンモール高岡店 美容業

キュービーネット 株式会社
東京都渋谷区渋谷2-12-24 東建・長井ﾋﾞﾙ7F

正社員
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