
【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

59歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 180,000円～250,000円 27
2人 その他 実費（上限あり） 12

0766-63-6800 常 用 毎月　16,100円まで 34 雇用・労災・健康・厚生・財形
高岡市 16020-12641281
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日他 200,000円～300,000円 18

1人 (2) 9時00分～18時00分 その他 実費（上限あり） 14
0766-73-7773 常 用 毎月　12,900円まで 30 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-12647581
不 問 通勤 (1)10時00分～19時00分 水他 170,000円～230,000円 18

1人 その他 実費（上限あり） 14
0766-73-7773 常 用 毎月　11,300円まで 30 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-12648481
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 他 150,000円～180,000円 3

1人 その他 実費（上限あり） 2
0766-22-4488 常 用 毎月　10,000円まで 15 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-12649781
不 問 通勤 (1) 9時00分～18時00分 日祝 150,000円～250,000円 21

1人 その他 実費（上限あり） 16
0766-25-3300 常 用 毎月　13,700円まで 21 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-12651381
35歳以下 通勤 (1) 8時15分～17時15分 日祝他 170,000円～300,000円 68

1人 その他 実費（上限なし） 19
0766-28-1111 常 用 140 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-12657881
44歳以下 通勤 (1) 8時15分～17時15分 日祝他 189,000円～250,000円 13

1人 その他 実費（上限なし） 1
0766-30-2447 常 用 37 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-12659181
44歳以下 通勤 (1) 8時15分～17時15分 日祝他 189,000円～250,000円 14

1人 その他 実費（上限なし） 1
0766-30-2447 常 用 32 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-12665881
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時15分 土日祝他 136,000円～140,000円 7

1人 (2) 7時45分～16時30分 毎　週 実費（上限あり） 5
0766-36-1636 臨時(4ヶ月以上) 毎月　20,900円まで 105 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-12667181
不 問 通勤 (1) 8時30分～18時00分 日祝他 210,000円～260,000円 16

1人 (2) 8時30分～12時30分 毎　週 実費（上限なし） 16
0766-25-0012 常 用 16 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-12668081
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 190,000円～235,000円 178

2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 16020-12578281
59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 170,000円～280,000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 16020-12579181
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日他 145,520円～162,640円 48

1人 (2) 8時30分～17時30分 その他 実費（上限あり） 35
0766-21-2040 臨時(4ヶ月以上) 毎月　15,000円まで 48 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-12582581
35歳以下 通勤 (1) 8時15分～17時15分 日他 190,000円～260,000円 35

1人 その他 実費（上限あり） 12
0766-63-5152 常 用 毎月　10,000円まで 100 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-12585881
40歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時15分 日祝他 150,000円～250,000円 20

1人 その他 実費（上限なし） 8
0766-64-5745 常 用 65 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-12586281
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日他 200,000円～300,000円 9

2人 その他 実費（上限あり） 1
0766-64-1090 常 用 毎月　10,000円まで 9 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-12606481
59歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日他 220,000円～350,000円 9

1人 その他 実費（上限あり） 1
0766-64-1090 常 用 毎月　10,000円まで 9 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-12608881
44歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日他 184,000円～414,000円 4

1人 その他 実費（上限あり） 1
0766-29-0620 常 用 毎月　10,000円まで 4 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-12613581
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 198,000円～198,000円 17

1人 その他 実費（上限あり） 2
0766-23-1616 常 用 17 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-12616881
40歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 220,000円～280,000円 41

1人 その他 実費（上限あり） 12
0766-28-4599 常 用 毎月　15,000円まで 63 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-12621581
35歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日他 184,000円～448,500円 4

1人 その他 実費（上限あり） 1
0766-29-0620 常 用 毎月　10,000円まで 4 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-12623781
40歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 200,000円～380,000円 4

1人 その他 実費（上限あり） 1
0766-29-0620 常 用 毎月　10,000円まで 4 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-12624881
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時15分 他 160,800円～160,800円 51

1人 (2)16時30分～ 9時30分 その他 実費（上限あり） 29
0766-31-1820 常 用 毎月　20,900円まで 51 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-12625281
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障害者支援施設の生活支援員(正社員) 障害者福祉事業

社会福祉法人 たかおか新生会
高岡市麻生谷3796

正社員

正社員

高岡市能町南1丁目76番地

営業 その他の職別工事業

有限会社 ポラリス工房
高岡市能町南1丁目76番地

正社員

タイル工(デザインタイル) その他の職別工事業

有限会社 ポラリス工房

機械保守･メンテナンス 他に分類されない卸売業

イセ 株式会社
高岡市佐野1187

正社員

溶解業務補助 非鉄金属第２次製錬・精製業

新保軽合金工業 株式会社
高岡市早川312番地

正社員

高岡市能町南1丁目76番地
正社員

サイディング(外壁)工 その他の職別工事業

有限会社 ポラリス工房

現場管理及び重機オペレーター 土木工事業

有限会社 藤久
高岡市福岡町矢部 524番の1

正社員

高岡市福岡町矢部 524番の1
正社員

土木作業員 土木工事業

有限会社 藤久

高岡市戸出西部金屋414

アルミ形材の加工 建設用・建築用金属製品製造業

ＭＨ工業 株式会社 福岡工場
高岡市福岡町小伊勢領45

介護職員(デイサービス･準職員) 老人福祉・介護事業

株式会社 ケアホームみどり
高岡市横田町1丁目2-25

品質管理 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

高岡市荒屋敷278

生産管理(担当) 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

看護師(正･准) 一般診療所

医療法人社団 皮膚科白崎医院
高岡市駅南3丁目5-33

品質管理 非鉄金属素形材製造業

株式会社 ナガエ

正社員

支援員(サポートかたかご) 障害者福祉事業

社会福祉法人 たかおか万葉福祉会
高岡市滝新15番地

正社員以外

高岡市能町750
正社員

構内作業員(高岡物流センター) その他の道路貨物運送業

株式会社 エコネクト物流 ≪サニーライブグループ≫

高岡市能町750

商品出荷･配車業務(高岡物流センター) その他の道路貨物運送業

株式会社 エコネクト物流 ≪サニーライブグループ≫
高岡市能町750

正社員

正社員

建築材料卸売業

南陽吉久 株式会社 ≪サニーライブグループ≫
入出荷オペレーター

ダンボールの組立･運搬など 衣服卸売業

水持産業 株式会社 (和楽庵)
高岡市問屋町32番地

正社員

正社員

高岡市姫野522-1

事務職 再生資源卸売業

株式会社 安田紙業
高岡市戸出栄町20番地

正社員

店舗･住宅設計、デザイン、現場管理 他に分類されない小売業

ハピアス 株式会社
高岡市姫野522-1

インテリアコーディネーター 他に分類されない小売業

ハピアス 株式会社

正社員

職   種　　　　　

派　遣
請　負

アルミ･真鍮製品の仕上げ加工 非鉄金属素形材製造業

株式会社 高田製作所
高岡市戸出栄町54-7

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

39歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時45分 日祝他 182,800円～222,800円 28
3人 その他 なし 7

0766-24-2217 常 用 28 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 16020-12629681

39歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時45分 日祝他 165,520円～214,160円 28
2人 その他 なし 7

0766-24-2217 常 用 28 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 16020-12630481

39歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 土日他 196,000円～256,000円 14
1人 毎　週 実費（上限あり） 4

0766-21-3465 常 用 毎月　31,600円まで 252 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 16020-12633281

44歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時00分 日祝他 170,000円～200,000円 5
1人 (2) 8時30分～17時30分 その他 実費（上限あり） 1

0766-63-8081 常 用 毎月　18,700円まで 5 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 16020-12639581

35歳以下 通勤 (1) 9時00分～18時00分 土日他 250,000円～500,000円 5
2人 毎　週 実費（上限なし） 2

0766-54-6223 常 用 5 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 16020-12526481

35歳以下 通勤 (1) 9時00分～18時00分 土日他 250,000円～500,000円 5
2人 毎　週 実費（上限なし） 2

0766-54-6223 常 用 5 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 16020-12528881

35歳以下 通勤 (1) 9時00分～18時00分 土日他 250,000円～500,000円 5
2人 毎　週 実費（上限なし） 2

0766-54-6223 常 用 5 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 16020-12530381

59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 他 160,800円～178,800円 12
1人 (2) 9時30分～18時30分 毎　週 実費（上限なし） 12

0766-44-8060 (3) 7時00分～16時00分 常 用 360 雇用・労災・健康・厚生・財形
高岡市 16020-12540981
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 他 150,800円～168,800円 12

1人 (2) 9時30分～18時30分 毎　週 実費（上限なし） 12
0766-44-8060 (3) 7時00分～16時00分 常 用 360 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-12541581
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 他 150,800円～168,800円 12

1人 (2) 9時30分～18時30分 毎　週 実費（上限なし） 12
0766-44-8060 (3) 7時00分～16時00分 常 用 360 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-12543781
不 問 通勤 (1) 8時30分～18時00分 日祝 215,000円～290,000円 6

1人 (2) 8時30分～12時30分 その他 実費（上限あり） 6
0766-22-0880 常 用 毎月　15,000円まで 6 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-12547081
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時00分 日祝他 200,000円～240,000円 70

2人 (2)16時30分～ 1時00分 毎　週 実費（上限あり） 65
0766-24-2163 (3) 0時30分～ 9時00分 常 用 毎月　22,000円まで 70 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-12549681
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時00分 他 175,000円～195,000円 70

3人 (2)16時30分～ 1時00分 毎　週 実費（上限あり） 65
0766-24-2163 (3) 0時30分～ 9時00分 常 用 毎月　22,000円まで 70 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-12551781
59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時00分 他 165,000円～195,000円 70

3人 (2) 6時45分～15時15分 毎　週 実費（上限あり） 65
0766-24-2163 (3)10時00分～18時30分 常 用 毎月　22,000円まで 70 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-12552881
59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時00分 他 150,000円～150,000円 70

2人 (2)16時30分～ 1時00分 毎　週 実費（上限あり） 65
0766-24-2163 (3) 0時30分～ 9時00分 常 用 毎月　22,000円まで 70 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-12553281
59歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 250,000円～350,000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 16020-12555081
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 16020-12556381
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時15分 日他 185,400円～207,800円 244

1人 (2) 8時30分～12時30分 その他 実費（上限あり） 173
0766-44-1181 常 用 毎月　31,600円まで 244 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-12564381
44歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 211,000円～350,000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 16020-12565681
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 土日他 160,000円～190,000円 8

1人 毎　週 実費（上限なし） 8
090-2128-6716 常 用 65 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-12574581
44歳以下 通勤 (1) 9時00分～18時00分 土日祝他 225,000円～280,000円 7

1人 毎　週 実費（上限なし） 5
0766-73-2812 常 用 27 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-12456881
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時15分 他 160,800円～160,800円 51

1人 (2)16時30分～ 9時30分 その他 実費（上限あり） 29
0766-31-1820 臨時(4ヶ月以上) 毎月　20,900円まで 51 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-12461581
29歳以下 通勤 (1) 8時30分～16時30分 日祝他 157,750円～173,750円 59

1人 その他 実費（上限あり） 6
0766-26-3130 常 用 毎月　15,000円まで 261 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-12473281
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物流営業 紙製品製造業

中越ロジスティクス 株式会社
高岡市米島282番地

正社員

障害者支援施設の生活支援員 障害者福祉事業

社会福祉法人 たかおか新生会
高岡市麻生谷3796

正社員以外

高岡市戸出春日626
又は 8時00分～18時00分の間の8時間

営業･労務管理 労働者派遣業

テンプラス 株式会社 高岡支店
高岡市芳野185 ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨ芳野1-B

正社員

正社員

支援員【戸出おおかみの家】 老人福祉・介護事業

エスエイチ株式会社

高岡市伏木古府元町8-5

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

正社員

薬剤師 病院

独立行政法人 地域医療機能推進機構 高岡ふしき病院

高岡市石瀬920

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

正社員

正社員

看護補助者 病院

医療法人社団 川岸会 万葉病院
高岡市西海老坂字大坪362

技術開発 一般土木建築工事業

株式会社 グランテック

正社員以外

高岡市西海老坂字大坪362

介護福祉士(日勤) 病院

医療法人社団 川岸会 万葉病院
高岡市西海老坂字大坪362

正社員

正社員

正看護師、准看護師 病院

医療法人社団 川岸会 万葉病院
高岡市西海老坂字大坪362

介護福祉士 病院

医療法人社団 川岸会 万葉病院

正社員

正看護師 一般診療所

みやこし内科医院
高岡市波岡282-1

正社員

介護職(あっとほーむ米島) 老人福祉・介護事業

医療法人社団 明寿会 アルカディア雨晴
高岡市太田桜谷23番地1

正社員

高岡市太田桜谷23番地1
正社員

介護福祉士(正社員／グループホームあっとほーむ米島) 老人福祉・介護事業

医療法人社団 明寿会 アルカディア雨晴
高岡市太田桜谷23番地1

介護職(グループホームあっとほーむ米島) 老人福祉・介護事業

医療法人社団 明寿会 アルカディア雨晴

正社員

正社員

労務管理 労働者派遣業

株式会社サンクライフ
高岡市赤祖父747

営業及び幹部候補 労働者派遣業

株式会社サンクライフ
高岡市赤祖父747

正社員

正社員

人材コーディネーター･労務管理 労働者派遣業

株式会社サンクライフ
高岡市赤祖父747

正社員

一般事務員【高岡市醍醐(高岡市戸出地域)】 その他の物品賃貸業

株式会社 北陸流通企画
高岡市醍醐878番地

製造員 金属被覆・彫刻業，熱処理業

旭千代田工業株式会社 高岡工場
高岡市長慶寺849

正社員

高岡市長慶寺1031
正社員

アルミ鋳物造型工 建設用・建築用金属製品製造業

株式会社 松樹メタル
高岡市長慶寺1031

アルミ鋳物仕上げ工 建設用・建築用金属製品製造業

株式会社 松樹メタル

正社員

60
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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 183,000円～213,000円 9
1人 その他 実費（上限あり） 1

0766-23-2228 常 用 毎月　18,000円まで 280 雇用・労災・健康・厚生・財形
高岡市 16020-12474181

44歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 150,000円～300,000円 9
2人 その他 実費（上限あり） 1

0766-24-5735 常 用 毎月　24,400円まで 9 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 16020-12475081

44歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 150,000円～300,000円 9
2人 な　し 実費（上限あり） 1

0766-24-5735 常 用 毎月　24,400円まで 9 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 16020-12476381

44歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 190,000円～290,000円 9
1人 その他 実費（上限あり） 1

0766-24-5735 常 用 毎月　24,400円まで 9 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 16020-12479581

40歳以下 通勤 (1) 8時30分～18時00分 他 150,000円～160,000円 9
1人 (2) 7時30分～17時00分 毎　週 実費（上限あり） 6

0766-21-0976 常 用 毎月　20,000円まで 9 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 16020-12481281

30歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時15分 日祝他 175,000円～190,000円 42
1人 その他 実費（上限あり） 23

0766-31-5885 常 用 毎月　18,000円まで 60 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 16020-12482181
不 問 通勤 (1) 8時05分～17時00分 日祝他 210,500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 16020-12491381
不 問 通勤 (1) 8時05分～17時00分 日祝他 210,500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 16020-12492681
40歳以下 通勤 (1) 8時05分～17時00分 日祝他 159,600円～188,590円 20

1人 その他 実費（上限あり） 3
0766-31-3545 常 用 毎月　5,000円まで 20 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-12493981
44歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 175,000円～245,000円 21

2人 その他 実費（上限あり） 10
0766-30-5525 常 用 毎月　20,000円まで 43 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-12494581
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時15分 土日祝他 152,900円～152,900円 2784

10人 毎　週 実費（上限なし） 1715
0766-20-1221 臨時(4ヶ月以上) 2784 雇用・公災・健康・厚生

高岡市 16020-12501881
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時15分 日祝他 159,800円～159,800円 34

1人 (2) 8時30分～12時30分 隔　週 実費（上限あり） 33
0766-20-1379 (3)12時30分～16時30分 臨時(4ヶ月以上) 毎月　31,600円まで 2000 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-12504081
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時15分 日祝他 159,800円～159,800円 16

1人 (2) 8時30分～12時30分 隔　週 実費（上限あり） 16
0766-20-1379 (3)12時30分～16時30分 臨時(4ヶ月以上) 毎月　31,600円まで 2000 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-12505381
44歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 180,000円～250,000円 35

1人 その他 実費（上限あり） 22
0766-22-6672 常 用 毎月　10,000円まで 35 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-12506681
44歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 200,000円～300,000円 35

2人 その他 実費（上限あり） 22
0766-22-6672 常 用 毎月　10,000円まで 35 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-12507981
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 180,000円～250,000円 35

1人 その他 実費（上限あり） 22
0766-22-6672 常 用 毎月　10,000円まで 35 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-12508581
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝 184,000円～200,200円 10

1人 その他 実費（上限あり） 6
0766-24-4465 常 用 毎月　10,000円まで 25 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-12514681
不 問 通勤 (1) 8時15分～17時05分 日祝他 142,000円～200,000円 15

1人 その他 実費（上限あり） 8
0766-24-2888 常 用 毎月　5,000円まで 15 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-12521081
39歳以下 通勤 (1) 8時15分～17時00分 日祝他 142,000円～180,000円 30

1人 その他 実費（上限あり） 6
0766-22-8505 常 用 毎月　10,000円まで 30 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-12471781
不 問 通勤 (1) 8時45分～17時30分 日祝他 153,450円～170,500円 7

1人 その他 なし 2
0766-23-9036 臨時(4ヶ月未満) 62 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16010-22064481
64歳以下 通勤 (1) 8時15分～17時15分 他 186,752円～202,752円 12

2人 (2)16時00分～ 8時30分 毎　週 実費（上限なし） 11
076-443-8800 常 用 260 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16010-22097581
不 問 通勤 (1)10時00分～22時00分 他 200,000円～350,000円 14

1人 その他 実費（上限あり） 9
0766-32-1821 常 用 毎月　15,000円まで 70 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16050- 5549181
不 問 通勤 (1)10時00分～22時00分 他 200,000円～400,000円 14

1人 その他 実費（上限あり） 9
0766-32-1821 常 用 毎月　10,000円まで 70 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16050- 5550681
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店舗管理者候補 食堂，レストラン

株式会社 柿里
砺波市高道113ｰ4

正社員

正社員

富山市金屋555

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

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

介護福祉士(けんせいきょう･輝 城東) 他に分類されない非営利的団体

富山県生活協同組合

正社員以外

正社員

一般事務 建設用・建築用金属製品製造業

有限会社 西保製作所
高岡市波岡294

軽金属加工 建設用・建築用金属製品製造業

セイケン工業 株式会社
高岡市長慶寺945

正社員

高岡市問屋町212
正社員

生産技術 和装製品・その他の衣服・繊維製身の
回り品製造業丸和ケミカル 株式会社

高岡市野村1636-1

営業事務･ネット受注対応 繊維品卸売業

金商 株式会社

正社員

営業員(作業用品や防災用品、ノベルティ商材など) 和装製品・その他の衣服・繊維製身の
回り品製造業丸和ケミカル 株式会社

高岡市野村1636-1

正社員

正社員

高岡市広小路7番50号

手袋製造 和装製品・その他の衣服・繊維製身の
回り品製造業丸和ケミカル 株式会社

高岡市野村1636-1

正社員以外

保育士(万葉なかよし保育園) 市町村機関

高岡市役所
高岡市広小路7番50号

保育士(中央保育園) 市町村機関

高岡市役所

正社員以外

事務職(臨時的任用職員･産育休代替職員) 市町村機関

高岡市役所
高岡市広小路7番50号

正社員以外

正社員

高岡市四日市123番地8 四日市工業団地内

アルミ切断、プレス加工、梱包 非鉄金属素形材製造業

石丸工業 株式会社
高岡市荻布88-1

正社員

溶接･組立工 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

事務員 建設用・建築用金属製品製造業

株式会社 フジエー

正社員

機械工 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

正社員

高岡市本保53
正社員

介護職員 老人福祉・介護事業

特定非営利活動法人 デイケアハウス 手をつなごう
高岡市本丸町13-18

生産事務【本社工場】 工業用プラスチック製品製造業

株式会社 プラコー

正社員

ルート営業 機械修理業

株式会社 ローリング
高岡市荻布川西35-2

正社員

正社員

高岡市荻布川西35-2

現場作業スタッフ(コンベアベルトの交換･修理など) 機械修理業

株式会社 ローリング
高岡市荻布川西35-2

正社員

解体工事の作業員 一般廃棄物処理業

株式会社 高岡市衛生公社
高岡市材木町 731番地

タイヤ整備スタッフ 機械修理業

株式会社 ローリング

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 他 150,000円～180,000円 6
1人 (2)15時00分～23時00分 毎　週 実費（上限あり） 4

0766-91-2009 常 用 毎月　25,000円まで 6 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 16060- 2180681

18歳～35歳 通勤 (1) 6時00分～ 0時00分 他 180,000円～250,000円 10
1人 その他 実費（上限あり） 4

0766-82-7800 常 用 毎月　16,100円まで 1000 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 13010-14764982

29歳以下 通勤 (1) 9時00分～17時45分 日祝他 156,000円～156,000円 290
2人 その他 実費（上限あり） 236

076-441-1331 常 用 毎月　50,000円まで 290 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 16010-22038581

18歳以上 通勤 (1) 8時00分～17時00分 土日他 136,000円～136,000円 27
1人 毎　週 実費（上限あり） 20

076-421-9330 常 用 毎月　15,000円まで 1850 雇用・労災

請負 高岡市 16010-22052381
18歳～35歳 通勤 (1) 3時00分～12時00分 日祝他 200,000円～260,000円 28

1人 その他 実費（上限なし） 8
0766-25-5150 常 用 28 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16060- 2163081
不 問 通勤 (1) 9時00分～18時00分 土日祝 326,400円～326,400円 5

1人 毎　週 実費（上限なし） 5
0120-33-1350 臨時(4ヶ月未満) 4451 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 13010-13521182
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 土日祝他 200,000円～250,000円 1

1人 毎　週 実費（上限なし） 0
076-433-6171 臨時(4ヶ月以上) 170 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16010-21890581
59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 他 180,000円～250,000円 7

1人 (2) 8時30分～ 8時29分 その他 実費（上限あり） 0
076-433-6171 常 用 毎月　30,000円まで 170 雇用・労災・健康・厚生・財形

請負 高岡市 16010-21892781
不 問 通勤 (1) 8時15分～17時15分 日祝他 164,000円～220,000円 16

1人 (2) 8時15分～11時45分 その他 実費（上限あり） 5
076-441-2461 臨時(4ヶ月未満) 毎月　20,000円まで 141 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16010-21895181
59歳以下 通勤 (1) 9時00分～18時00分 土日他 279,200円～329,200円 18

1人 毎　週 実費（上限あり） 17
076-429-8766 常 用 毎月　21,000円まで 50 雇用・労災・健康・厚生
高岡市･射水市 16010-21901081

不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 他 165,000円～165,000円 20
1人 (2) 9時30分～18時30分 その他 実費（上限あり） 15

0766-23-6655 (3)10時00分～19時00分 常 用 毎月　10,000円まで 185 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 16040- 5714081
不 問 通勤 (1) 8時50分～17時20分 日祝他 135,082円～135,082円 15

1人 隔　週 実費（上限あり） 4
0766-21-2382 臨時(4ヶ月以上) 毎月　10,000円まで 121 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 17010-25343281
59歳以下 通勤 (1) 9時00分～18時00分 土日祝 275,110円～308,410円 5

1人 毎　週 実費（上限なし） 5
0120-33-1350 常 用 4451 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 13010-12878782
不 問 通勤 日祝他 150,000円～150,000円 4

1人 その他 なし 1
025-290-7919 臨時(4ヶ月以上) 7 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 15010-35374381
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- 5645981
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日他 160,000円～350,000円 28

2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- 2108581
64歳以下 通勤 他 200,000円～300,000円 1

2人 その他 実費（上限なし） 0
0776-34-7877 常 用 11 雇用・労災・健康・厚生

請負 高岡市 18010-18220781
59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 土日祝他 215,000円～325,000円 5502

2人 毎　週 実費（上限なし） 4818
06-4709-8510 常 用 43391 雇用・労災・健康・厚生・財形

派遣 高岡市 27020-61085681
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129

130

131

132

117

118

124

126

111

福井県福井市羽水1丁目706番地
9時00分～20時00分の間の8時間程度

化学分析技術者(品質管理)

正社員

無期雇用派遣

他に分類されない事業サービス業

株式会社 スタッフサービス 大阪第一オフィス
大阪市北区角田町8-1 梅田阪急ﾋﾞﾙｵﾌｨｽﾀﾜｰ

正社員

移動式クレーンオペレーター 鉄骨・鉄筋工事業

有限会社 宮下重建
氷見市触坂917

店頭通信サービス販売･未経可能 電気通信に附帯するサービス業

株式会社 Ｓ－Ｌｉｎｋ

正社員

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

新潟市江南区山二ﾂ603
7時00分～20時00分の間の8時間程度

正社員以外

薬剤師(宝町店) 医薬品・化粧品小売業

クラフト 株式会社
東京都千代田区丸の内1丁目1番1号 ﾊﾟﾚｽﾋﾞﾙ10階

運転手(回送業) その他の道路貨物運送業

株式会社 トランスアームネクスト

正社員

(契約)商品管理業務 自動車小売業

日産部品北陸販売 株式会社
石川県金沢市湊4丁目66

正社員

正社員以外

富山市黒崎338-1

一般事務員 洗濯業

株式会社 富山第一ドライクリーニング
魚津市三ｹ739-1

正社員

営業事務･庶務 各種商品卸売業

北酸 株式会社
富山市本町11番5号

ケアマネ 老人福祉・介護事業

株式会社 うちくる富山

正社員以外

設備管理 管工事業

株式会社 日本空調北陸
富山市稲荷元町1丁目1-11

正社員以外

正社員以外

電気保安管理 管工事業

株式会社 日本空調北陸
富山市稲荷元町1丁目1-11

薬剤師(宝町店) 医薬品・化粧品小売業

クラフト 株式会社
東京都千代田区丸の内1丁目1番1号 ﾊﾟﾚｽﾋﾞﾙ10階

正社員以外

仕入及び販売 農畜産物・水産物卸売業

株式会社 宮崎青果
氷見市朝日丘12-19

正社員以外

正社員

富山市牛島町1番4号

待機業務(守衛･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
富山市二口町3丁目5番地-5

正社員

薬局事務 医薬品・化粧品小売業

チューリップ調剤 株式会社

正社員

マネージャー／セルフガソリンスタンド 燃料小売業

株式会社 ジェイ･クエスト
東京都中央区新川1-10-14 FORECAST茅場町6階

ゴルフ練習場の受付スタッフ スポーツ施設提供業

氷見ゴルフガーデン 株式会社
氷見市柳田12-1

正社員

113

116
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