
【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30分～17時30分 土日祝 170,000円～245,000円 10
1人 毎　週 実費（上限あり） 3

0766-25-2011 常 用 毎月　20,000円まで 10 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 16020-14052881

39歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日他 170,000円～300,000円 15
3人 その他 一定額 3

0766-53-0005 常 用 毎月　5,000円まで 19 雇用・労災・健康・厚生
射水市 16020-14053281

59歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日他 200,000円～300,000円 15
5人 その他 一定額 3

0766-53-0005 常 用 毎月　5,000円まで 19 雇用・労災・健康・厚生
射水市 16020-14057681

59歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日他 170,000円～300,000円 15
3人 その他 一定額 3

0766-53-0005 常 用 毎月　5,000円まで 19 雇用・労災・健康・厚生
射水市 16020-14058981
不 問 通勤 (1) 7時30分～16時30分 他 173,000円～173,000円 36

1人 (2) 9時00分～18時00分 その他 実費（上限あり） 28
0766-30-2389 (3)12時30分～21時30分 常 用 毎月　10,000円まで 36 雇用・労災・健康・厚生

射水市 16020-14064381
18歳～35歳 通勤 (1) 8時15分～17時30分 日祝他 167,500円～250,000円 55

3人 (2)17時15分～ 2時30分 その他 実費（上限なし） 8
0766-28-1111 常 用 55 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-14065681
59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 他 190,000円～210,000円 39

1人 その他 実費（上限あり） 6
0766-56-3888 常 用 毎月　20,000円まで 55 雇用・労災・健康・厚生・財形

射水市 16020-14066981
59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 他 260,000円～290,000円 39

1人 その他 実費（上限あり） 6
0766-56-3888 常 用 毎月　20,000円まで 55 雇用・労災・健康・厚生・財形

射水市 16020-14067581
18歳以上 通勤 (1)17時00分～ 8時00分 他 141,590円～141,590円 14

1人 (2) 8時00分～17時00分 その他 実費（上限あり） 1
0766-44-0931 臨時(4ヶ月以上) 毎月　21,300円まで 230 雇用・労災・健康・厚生

請負 高岡市 16020-14070081
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 140,000円～168,000円 8

1人 (2) 9時00分～18時00分 その他 実費（上限あり） 7
0766-55-0057 (3) 8時30分～12時00分 常 用 毎月　9,000円まで 8 雇用・労災・健康・厚生

射水市 16020-14071381
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 土日 200,000円～400,000円 6

2人 毎　週 実費（上限あり） 1
0766-22-6016 常 用 毎月　10,000円まで 6 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-14073981
不 問 通勤 (1) 8時15分～17時15分 日祝他 189,000円～250,000円 13

2人 その他 実費（上限なし） 1
0766-30-2447 常 用 42 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-14074581
不 問 通勤 (1) 8時15分～17時15分 日祝他 170,000円～250,000円 68

1人 その他 実費（上限なし） 17
0766-28-1111 常 用 135 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-14076781
44歳以下 通勤 (1) 8時15分～17時15分 日祝 200,000円～300,000円 79

2人 その他 実費（上限なし） 19
0766-28-1111 常 用 135 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-14079181
不 問 通勤 (1) 7時00分～19時00分 他 160,000円～190,000円 40

2人 (2)19時00分～ 7時00分 その他 実費（上限あり） 34
0766-26-5055 常 用 毎月　20,000円まで 180 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-14081981
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 他 230,000円～272,000円 14

1人 (2) 7時00分～16時00分 毎　週 実費（上限あり） 12
0766-21-0991 (3)10時00分～19時00分 常 用 毎月　10,000円まで 30 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-14082581
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 他 230,000円～272,000円 16

1人 (2) 7時00分～16時00分 毎　週 実費（上限あり） 15
0766-21-0991 (3)10時00分～19時00分 常 用 毎月　10,000円まで 30 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-14083481
35歳以下 通勤 (1) 9時00分～17時30分 水他 140,000円～160,000円 2

1人 毎　週 実費（上限あり） 2
0766-28-8228 常 用 毎月　5,000円まで 2 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-14090581
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 土日祝他 170,000円～240,000円 6

1人 毎　週 実費（上限あり） 4
076-444-1551 臨時(4ヶ月以上) 毎月　17,000円まで 600 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-14091481
28歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 月日他 170,000円～190,000円 30

1人 毎　週 実費（上限あり） 13
0766-55-1515 常 用 毎月　10,000円まで 44 雇用・労災・健康・厚生・財形

射水市 16020-14092781
64歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 230,000円～300,000円 7

1人 その他 実費（上限あり） 1
0766-25-6670 常 用 毎月　15,000円まで 7 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-14095181
64歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 250,000円～400,000円 7

1人 その他 実費（上限あり） 1
0766-25-6670 常 用 毎月　15,000円まで 7 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-14096081
不 問 通勤 (1) 8時15分～17時00分 土日祝他 171,392円～233,792円 26

2人 (2) 7時00分～15時45分 毎　週 実費（上限あり） 24
0766-86-3751 (3)10時00分～18時45分 常 用 毎月　20,900円まで 37 雇用・労災・健康・厚生

射水市 16020-14097381
不 問 通勤 (1) 9時30分～18時00分 他 167,820円～237,720円 27

1人 (2)13時00分～20時15分 その他 実費（上限あり） 9
0766-57-8181 (3) 9時30分～20時15分 常 用 毎月　50,000円まで 250 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-14099981
不 問 通勤 (1) 7時00分～19時00分 他 180,000円～225,000円 40

2人 (2)19時00分～ 7時00分 その他 実費（上限あり） 34
0766-26-5055 常 用 毎月　20,000円まで 180 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-14100181
不 問 通勤 (1) 9時30分～18時00分 他 184,820円～247,720円 27

1人 (2)13時00分～20時15分 その他 実費（上限あり） 9
0766-57-8181 (3) 9時30分～20時15分 常 用 毎月　50,000円まで 250 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-14101081

正社員

正社員

正社員

正社員以外

正社員

正社員

24

25

26

20

21

22

23

14

15

16

17

18

19

5

6

7

8

9

整備士【スーパーオートバックス高岡】 機械器具小売業
株式会社ピューマ(オートバックス)
射水市戸破1637

正社員

介護正職員【介護福祉士】(ケアホーム二上あいの風) 老人福祉・介護事業
ユニバーサル株式会社(ケアホームあいの風)
高岡市野村879番地1 ﾀｲﾖｰﾋﾞﾙ2階

正社員

正社員

射水市海竜町118番4

ピットサービス【スーパーオートバックス高岡】 機械器具小売業
株式会社ピューマ(オートバックス)
射水市戸破1637

正社員

現場監督 土木工事業
高見建設 株式会社
高岡市佐野1654

保育士 児童福祉事業
社会福祉法人 かづみ野 堀岡保育園

正社員

射水市手崎472

現場作業員 土木工事業
高見建設 株式会社
高岡市佐野1654

(契約)ホテル･ビル管理のエリアマネージャー候補 建物サービス業
北陸千代田株式会社 高岡営業所
高岡市下関町4-5 北陸読売会館8階

営業(企画営業) その他の物品賃貸業
株式会社 モリタ

高岡市能町南2丁目21番地

営業事務 不動産代理業・仲介業
リブウェル
高岡市野村784

介護支援専門員【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

介護支援専門員【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750

介護正職員(ケアホーム二上あいの風) 老人福祉・介護事業
ユニバーサル株式会社(ケアホームあいの風)
高岡市野村879番地1 ﾀｲﾖｰﾋﾞﾙ2階

正社員

プレカットＣＡＤオペレーター 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≫
高岡市能町750

営業【富山･高岡】 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≫

正社員

配送員(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

正社員

正社員

射水市三ｹ3268

土木施工管理(土日休日･完全週休２日制) 一般土木建築工事業
瀧根工業株式会社
高岡市東中川町10-11

正社員

夜警守 一般貨物自動車運送業
株式会社ヨウコー 伏木営業所
高岡市伏木磯町1番14号 (出光興産株式会社 伏木油槽所内)

医療事務 一般診療所
松本医院

正社員以外

射水市流通ｾﾝﾀｰ水戸田3-5

長距離運転手(１０ｔウイング) 一般貨物自動車運送業
トミレ運輸 株式会社
射水市流通ｾﾝﾀｰ水戸田3-5

正社員

正社員

木造プレカット生産ライン要員 製材業，木製品製造業
株式会社 ウッディパーツ≪サニーライブグループ≫
高岡市能町750

一般貨物自動車運送業
トミレ運輸 株式会社
長距離運転手(４ｔウイング)

正社員

介護職員 老人福祉・介護事業
社会福祉法人 新湊福祉会
射水市殿村136番地

正社員

正社員

射水市串田278-6

建築現場養生等軽作業スタッフ その他の職別工事業
株式会社 ダンテクノコーポレーション
射水市串田278-6

正社員

断熱工事の営業、提案、施工管理 その他の職別工事業
株式会社 ダンテクノコーポレーション
射水市串田278-6

断熱工事工(ウレタン吹き付け工事･施工スタッフ) その他の職別工事業
株式会社 ダンテクノコーポレーション

正社員

職   種　　　　　

派　遣
請　負

配達兼サンプル営業･ＯＡ機器営業 機械器具小売業
株式会社 二口オフィス
高岡市荻布343ｰ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) 9時30分～18時00分 他 226,920円～311,770円 27
1人 (2)13時00分～20時15分 その他 実費（上限あり） 9

0766-57-8181 (3) 9時30分～20時15分 常 用 毎月　50,000円まで 250 雇用・労災・健康・厚生・財形
高岡市 16020-14102381
不 問 通勤 (1) 7時00分～16時15分 日他 170,250円～211,000円 12

1人 その他 実費（上限あり） 0
0766-73-2023 常 用 毎月　20,000円まで 110 雇用・労災・健康・厚生

射水市 16020-14107781
59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時00分 日祝他 180,000円～230,000円 4

1人 その他 一定額 0
0766-82-6608 常 用 毎月　15,000円まで 4 雇用・労災・健康・厚生

射水市 16020-14108881
不 問 通勤 (1) 9時30分～18時00分 他 167,820円～237,720円 15

1人 (2)13時00分～20時15分 その他 実費（上限あり） 8
0766-57-8181 (3) 9時30分～20時15分 常 用 毎月　50,000円まで 250 雇用・労災・健康・厚生・財形

射水市 16020-14110381
不 問 通勤 (1) 9時30分～18時00分 他 167,820円～237,720円 15

1人 (2)13時00分～20時15分 その他 実費（上限あり） 8
0766-57-8181 (3) 9時30分～20時15分 常 用 毎月　50,000円まで 250 雇用・労災・健康・厚生・財形

射水市 16020-14111681
不 問 通勤 (1) 9時30分～18時00分 他 184,820円～247,720円 15

1人 (2)13時00分～20時15分 その他 実費（上限あり） 8
0766-57-8181 (3) 9時30分～20時15分 常 用 毎月　50,000円まで 250 雇用・労災・健康・厚生・財形

射水市 16020-14112981
不 問 通勤 (1) 7時30分～16時30分 他 155,000円～210,000円 25

1人 (2) 8時30分～17時30分 毎　週 実費（上限なし） 25
0766-53-0008 (3) 9時30分～18時30分 常 用 30 雇用・労災・健康・厚生

射水市 16020-14115781
40歳以下 通勤 (1) 8時20分～17時10分 日祝他 152,000円～183,290円 241

5人 (2)14時00分～22時50分 毎　週 実費（上限あり） 120
0766-36-1177 常 用 毎月　50,000円まで 241 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-14166281
不 問 通勤 (1) 8時15分～17時00分 土日祝 200,000円～250,000円 6

1人 毎　週 実費（上限あり） 2
0766-31-1245 常 用 毎月　10,000円まで 6 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-14009481
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 16020-14010281
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 16020-14011181
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 16020-14012081
59歳以下 通勤 (1) 9時00分～18時00分 日祝他 250,000円～400,000円 4

1人 毎　週 実費（上限なし） 1
0766-28-2500 常 用 22 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-14013381
59歳以下 通勤 (1) 9時00分～18時00分 日祝他 210,000円～400,000円 4

1人 毎　週 実費（上限なし） 1
0766-28-2500 常 用 22 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-14014681
不 問 通勤 (1) 9時00分～18時00分 日祝他 170,000円～250,000円 4

1人 毎　週 実費（上限なし） 1
0766-28-2500 常 用 22 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-14015981
不 問 通勤 (1) 9時00分～18時00分 日祝他 200,000円～390,000円 4

1人 毎　週 実費（上限なし） 1
0766-28-2500 常 用 22 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-14016581
不 問 通勤 (1) 7時30分～16時30分 日他 141,212円～141,212円 4

1人 毎　週 実費（上限あり） 4
0766-63-6015 常 用 毎月　25,000円まで 14 雇用・労災・健康・厚生

請負 高岡市 16020-14018781
40歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 184,000円～261,000円 59

2人 その他 実費（上限なし） 7
0766-52-0113 常 用 59 雇用・労災・健康・厚生・財形

射水市 16020-14020181
39歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 174,000円～249,000円 59

3人 その他 実費（上限なし） 7
0766-52-0113 常 用 59 雇用・労災・健康・厚生・財形

射水市 16020-14021081
35歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 184,000円～261,000円 37

1人 その他 実費（上限なし） 7
0766-52-0113 常 用 59 雇用・労災・健康・厚生・財形

射水市 16020-14022381
64歳以下 通勤 (1) 5時30分～13時30分 他 146,000円～157,000円 17

1人 (2)10時30分～19時30分 その他 実費（上限あり） 16
0766-22-3977 常 用 毎月　10,000円まで 38 雇用・労災・健康・厚生・財形

請負 高岡市 16020-14023681
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 210,000円～400,000円 10

1人 その他 実費（上限あり） 2
0766-86-0545 常 用 毎月　15,000円まで 10 雇用・労災・健康・厚生

射水市 16020-14024981
不 問 通勤 (1) 7時00分～16時00分 他 167,000円～177,000円 70

3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 16020-14026481
44歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 195,000円～210,000円 34

4人 その他 実費（上限あり） 6
0766-64-3516 常 用 毎月　28,000円まで 263 雇用・労災・健康・厚生

射水市 16020-14027781
不 問 通勤 (1) 5時30分～14時30分 日祝他 192,000円～225,000円 8

1人 (2) 6時30分～15時30分 その他 実費（上限あり） 2
0766-64-0601 常 用 毎月　10,000円まで 41 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-14028881
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 木日他 145,000円～190,000円 17

1人 (2) 5時00分～14時00分 毎　週 実費（上限あり） 4
0766-22-4894 常 用 毎月　4,200円まで 17 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-14029281

43

44

48

49

50

45

46

37

38

39

40

41

42

30

31

36

27

28

29

又は 5時00分～18時00分の間の8時間程度
正社員

高岡市福岡町木舟99-2

作業員兼配送員 その他の食料品製造業
長井食品
高岡市横田町2丁目2-14

正社員

構内作業員(射水リサイクルセンター) 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

食用廃油のルート回収(２ｔ車運転手) 飼料・有機質肥料製造業
岸化学油脂 富山支店

正社員

介護スタッフ 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

高岡市波岡 185-2

現場管理･舗装オペレーター 一般土木建築工事業
北海建設 株式会社
射水市足洗新町1-1

正社員

営業スタッフ セメント・同製品製造業
株式会社 ケンチ
射水市土合1520

調理員、栄養士(新生苑) 食堂，レストラン（専門料理店を除く）
有限会社 三給

正社員

製造スタッフ セメント・同製品製造業
株式会社 ケンチ
射水市土合1520

正社員

正社員

高岡市駅南3丁目7-6

製造管理 セメント・同製品製造業
株式会社 ケンチ
射水市土合1520

正社員以外

住宅施工管理 木造建築工事業
東山住宅 株式会社 高岡営業所
高岡市北島323-45番地

清掃員 医薬品・化粧品等卸売業
有限会社 高志

正社員

一般事務業･建設補助等 木造建築工事業
東山住宅 株式会社 高岡営業所
高岡市北島323-45番地

正社員

正社員

高岡市北島323-45番地

設計、コーディネーター 木造建築工事業
東山住宅 株式会社 高岡営業所
高岡市北島323-45番地

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

住宅管理(見習い可) 木造建築工事業
東山住宅 株式会社 高岡営業所

正社員以外

営業職【契約社員】：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

正社員以外

正社員以外

高岡市内島160

建築現場施工管理及び営業サポート業務【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

正社員

医薬品等の製造業務 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

フライス工(プレス金型の製造)及び切断工(のこ盤) その他のはん用機械・同部分品製造
業有限会社 金森鉄工所

正社員

介護スタッフ「風乃里水戸田」 老人福祉・介護事業
株式会社 ウェルファイン
射水市水戸田966番地1

正社員

正社員

射水市戸破1637

整備士【オートバックス小杉店】 機械器具小売業
株式会社ピューマ(オートバックス)
射水市戸破1637

正社員

店内販売【オートバックス小杉店】 機械器具小売業
株式会社ピューマ(オートバックス)
射水市戸破1637

ピットサービス【オートバックス小杉店】 機械器具小売業
株式会社ピューマ(オートバックス)

正社員

仕上･加工工 その他のはん用機械・同部分品製造
業株式会社 大塚鉄工

射水市寺塚原685

正社員

正社員

射水市戸破1637

ドライバー･７ｔドライバー 一般貨物自動車運送業
北陸センコー運輸 株式会社 富山営業所
射水市流通ｾﾝﾀｰ青井谷2-2-1

正社員

自動車検査員【スーパーオートバックス高岡】 機械器具小売業
株式会社ピューマ(オートバックス)

32

33

34

35

47

51

52
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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

59歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 155,400円～195,900円 142
1人 その他 実費（上限なし） 24

0766-82-3131 常 用 166 雇用・労災・健康・厚生・財形
射水市 16020-14031681
不 問 通勤 (1) 9時00分～19時00分 月他 160,000円～350,000円 7

1人 (2)11時00分～21時00分 毎　週 実費（上限あり） 4
0766-31-1059 常 用 毎月　10,000円まで 7 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-14032981
18歳～64歳 通勤 (1)23時00分～ 8時00分 日祝 230,000円～250,000円 9

3人 その他 なし 0
0766-25-7265 常 用 15 雇用・労災・健康・厚生

請負 射水市 16020-14035781
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 他 260,000円～300,000円 15

3人 その他 なし 1
0766-25-7265 常 用 15 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-14036881
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日他 162,000円～167,000円 70

2人 その他 実費（上限あり） 60
0766-53-5665 常 用 毎月　15,000円まで 104 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-14040981
不 問 通勤 (1) 8時30分～18時00分 日祝他 165,000円～200,000円 16

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

高岡市 16020-14041581
不 問 通勤 他 148,000円～148,000円 12

3人 その他 実費（上限あり） 12
0766-28-8623 常 用 毎月　20,000円まで 12 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-14042481
18歳～39歳 通勤 (1)16時00分～ 0時00分 他 250,000円～300,000円 7

1人 その他 実費（上限あり） 4
090-4325-2936 常 用 毎月　10,000円まで 28 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-14044881
44歳以下 通勤 (1) 7時55分～17時00分 日祝他 160,000円～175,000円 45

1人 その他 実費（上限あり） 12
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 16020-14049681
44歳以下 通勤 (1) 7時55分～17時00分 日祝他 160,000円～165,000円 45

1人 その他 実費（上限あり） 12
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 16020-14050481
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 170,000円～220,000円 16

1人 その他 実費（上限あり） 3
0766-64-2000 常 用 毎月　10,000円まで 16 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-13932481
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 170,000円～220,000円 16

1人 その他 実費（上限あり） 3
0766-64-2000 常 用 毎月　10,000円まで 16 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-13933781
44歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 188,000円～198,000円 21

2人 その他 実費（上限あり） 6
0766-23-5252 常 用 毎月　10,000円まで 21 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-13940481
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） 12
0766-24-3663 常 用 57 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-13947681
59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 150,000円～180,000円 13

1人 その他 なし 6
0766-25-2525 常 用 13 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-13950881
不 問 通勤 (1) 8時45分～17時15分 他 197,000円～242,000円 107

1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 16020-13951281
不 問 通勤 (1) 8時15分～17時00分 日祝他 180,000円～230,000円 14

1人 (2) 8時15分～12時00分 その他 実費（上限あり） 4
0766-52-5151 常 用 毎月　20,000円まで 14 雇用・労災・健康・厚生

射水市 16020-13953081
不 問 通勤 (1) 9時00分～17時00分 他 191,500円～275,000円 75

2人 (2)16時45分～ 9時15分 その他 実費（上限あり） 60
0766-28-7700 常 用 毎月　16,000円まで 322 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-13956981
不 問 通勤 (1) 7時00分～16時00分 他 160,000円～160,000円 24

1人 (2) 9時30分～18時30分 その他 実費（上限あり） 22
0766-86-6686 (3)16時30分～ 9時00分 常 用 毎月　10,000円まで 24 雇用・労災・健康・厚生

射水市 16020-13957581
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 180,000円～250,000円 33

2人 その他 実費（上限あり） 5
0766-52-0400 常 用 毎月　10,000円まで 33 雇用・労災・健康・厚生

射水市 16020-13959781
39歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 150,000円～200,000円 33

2人 その他 実費（上限あり） 5
0766-52-0400 常 用 毎月　10,000円まで 33 雇用・労災・健康・厚生

射水市 16020-13961381
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 180,000円～250,000円 33

1人 その他 実費（上限あり） 5
0766-52-0400 常 用 毎月　10,000円まで 33 雇用・労災・健康・厚生

射水市 16020-13962681
39歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 180,000円～250,000円 33

2人 その他 実費（上限あり） 5
0766-52-0400 常 用 毎月　10,000円まで 33 雇用・労災・健康・厚生

射水市 16020-13963981
不 問 通勤 (1) 8時10分～17時00分 日祝他 210,000円～230,000円 34

2人 その他 実費（上限あり） 16
0766-20-2777 常 用 毎月　8,000円まで 34 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-13967881
不 問 通勤 (1) 8時10分～17時00分 日祝他 170,000円～190,000円 34

2人 その他 実費（上限あり） 16
0766-20-2777 常 用 毎月　8,000円まで 34 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-13968281
不 問 通勤 (1) 8時10分～17時00分 日祝他 158,000円～158,000円 34

2人 その他 実費（上限あり） 16
0766-20-2777 常 用 毎月　8,000円まで 34 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-13969181
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78
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67
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56

57

58

59

64
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62

63

製造スタッフ(検査) 建設用・建築用金属製品製造業
株式会社 双共
高岡市長江29-2

正社員

正社員

高岡市長江29-2

製造スタッフ(加工) 建設用・建築用金属製品製造業
株式会社 双共
高岡市長江29-2

正社員

車両整備 自動車整備業
有限会社 ティーディーエス
射水市中野620-1

ライン管理者 建設用・建築用金属製品製造業
株式会社 双共

正社員

射水市中野620-1

車両整備(経験者) 自動車整備業
有限会社 ティーディーエス
射水市中野620-1

正社員

正社員

溶接(経験者) 自動車整備業
有限会社 ティーディーエス
射水市中野620-1

事務員 自動車整備業
有限会社 ティーディーエス

正社員

高岡市鷲北新477

介護職(ショートステイ) 老人福祉・介護事業
株式会社 パーソナルライフサポート
射水市片口828

正社員

正社員

金属加工技能工 金属加工機械製造業
株式会社 武部商店
射水市中野693-1

正看護師【夜勤あり】 病院
医療法人社団 志貴野会 サンバリー高岡病院

正社員

高岡市問屋町40

精神保健福祉士業務 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

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

一般事務及び軽作業 衣服卸売業
有限会社 沖商店

正社員

高岡市福岡町小伊勢領162

配達員 建築材料卸売業
株式会社 スミカ
高岡市井口本江110番地

正社員

正社員

機械工 その他のはん用機械・同部分品製造
業水谷精機 株式会社

高岡市福岡町小伊勢領162

配達及び工場内作業 その他のはん用機械・同部分品製造
業水谷精機 株式会社

正社員

高岡市内島47

事務 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

調理スタッフ【遊屋「魚山人」】 食堂，レストラン
株式会社 遊屋
高岡市京田641番地1

組立加工･製品梱包 その他の金属製品製造業
株式会社 高岡ケージ工業

正社員

高岡市駅南3丁目5-33

エステティシャン 美容業
株式会社 クール高岡
高岡市野村1536-17

正社員

正社員

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

医療事務員 一般診療所
医療法人社団 皮膚科白崎医院

正社員

正社員

高岡市向野町5丁目46番地の6

機器メンテナンス･重量物取り扱い 大工工事業
イズミ産業 株式会社
高岡市向野町5丁目46番地の6

正社員

調理師 すし店
有限会社 栄寿し
高岡市六家25-2

積込み･結束作業員 大工工事業
イズミ産業 株式会社

正社員

一般事務 建設用・建築用金属製品製造業
三精工業 株式会社
射水市奈呉の江13番地の8

正社員

9時00分～20時30分の間の8時間程度
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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00分～17時00分 土日祝他 181,000円～235,000円 673
1人 毎　週 実費（上限あり） 61

0766-20-2111 常 用 毎月　50,000円まで 5600 雇用・労災・健康・厚生・財形
高岡市･射水市 16020-13970681

不 問 通勤 (1) 8時30分～17時00分 土日祝他 200,000円～270,000円 22
2人 毎　週 実費（上限あり） 4

0766-57-1400 常 用 毎月　18,000円まで 24 雇用・労災・健康・厚生
射水市 16020-13971981
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時00分 土日祝他 200,000円～270,000円 22

1人 毎　週 実費（上限あり） 4
0766-57-1400 常 用 毎月　18,000円まで 24 雇用・労災・健康・厚生

射水市 16020-13972581
35歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時00分 土日祝他 180,000円～250,000円 22

1人 毎　週 実費（上限あり） 4
0766-57-1400 常 用 毎月　18,000円まで 24 雇用・労災・健康・厚生

射水市 16020-13973481
不 問 通勤 (1) 9時00分～18時00分 日祝他 156,400円～184,000円 13

1人 その他 実費（上限あり） 6
0766-62-0120 常 用 毎月　5,000円まで 60 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-13974781
不 問 通勤 (1) 9時00分～18時00分 日祝他 142,000円～150,000円 9

1人 その他 実費（上限あり） 3
0766-56-5544 常 用 毎月　10,000円まで 9 雇用・労災・健康・厚生

射水市 16020-13977181
44歳以下 通勤 (1) 8時20分～17時10分 日祝他 152,000円～183,290円 241

1人 毎　週 実費（上限あり） 120
0766-36-1177 常 用 毎月　50,000円まで 241 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-13978081
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 16020-13979381
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 160,000円～200,000円 4

1人 その他 実費（上限あり） 1
0766-24-7781 常 用 毎月　20,000円まで 4 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-13981481
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 250,000円～380,000円 35

1人 (2) 8時00分～17時30分 その他 実費（上限あり） 1
0766-84-6330 常 用 毎月　6,000円まで 65 雇用・労災・健康・厚生・財形

射水市 16020-13982781
不 問 通勤 (1) 9時00分～18時00分 他 200,000円～220,000円 31

1人 その他 実費（上限あり） 11
0766-21-3821 常 用 毎月　15,000円まで 31 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-13983881
30歳以下 通勤 (1) 9時00分～18時00分 日他 150,000円～200,000円 31

1人 その他 実費（上限あり） 11
0766-21-3821 常 用 毎月　15,000円まで 31 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-13984281
40歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日他 183,000円～204,000円 11

1人 毎　週 実費（上限あり） 2
0766-31-2992 常 用 毎月　25,000円まで 11 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-13986081
44歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 250,000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 16020-13992281
44歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 180,000円～250,000円 27

1人 (2)14時30分～23時30分 その他 実費（上限あり） 17
0766-56-3131 (3)23時00分～ 8時00分 常 用 毎月　18,000円まで 27 雇用・労災・健康・厚生

射水市 16020-13993181
60歳～65歳 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 200,000円～300,000円 20

2人 その他 実費（上限あり） 3
0766-55-0104 常 用 毎月　20,000円まで 20 雇用・労災・健康・厚生・財形

射水市 16020-13994081
59歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 200,000円～400,000円 20

2人 その他 実費（上限あり） 3
0766-55-0104 常 用 毎月　20,000円まで 20 雇用・労災・健康・厚生・財形

射水市 16020-13996681
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 205,000円～330,000円 14

1人 その他 実費（上限あり） 3
0766-52-4270 常 用 毎月　18,000円まで 14 雇用・労災・健康・厚生・財形

射水市 16020-14000781
40歳以下 通勤 (1) 6時00分～15時00分 日他 171,250円～250,000円 6

2人 その他 一定額 2
0766-63-8200 常 用 毎月　3,000円まで 6 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-14001881
不 問 通勤 (1) 9時00分～18時00分 日祝他 238,000円～380,000円 2

2人 その他 実費（上限あり） 1
076-428-8300 常 用 毎月　15,000円まで 20 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-14007981
29歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時30分 日祝他 175,000円～220,000円 6

1人 その他 なし 2
0766-26-1580 常 用 6 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-13846881
不 問 通勤 (1) 7時00分～16時00分 他 100,000円～220,000円 14

2人 (2)12時30分～21時30分 その他 実費（上限あり） 2
0766-64-2031 (3)17時00分～ 0時00分 常 用 毎月　4,000円まで 14 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-13847281
60歳以上 通勤 (1) 8時30分～17時15分 他 145,000円～145,000円 16

1人 (2) 8時45分～ 8時44分 その他 実費（上限あり） 9
0766-22-6767 臨時(4ヶ月以上) 毎月　23,340円まで 16 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-13848181
59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時15分 他 153,000円～178,000円 16

2人 (2) 8時45分～ 8時44分 その他 実費（上限あり） 9
0766-22-6767 常 用 毎月　23,340円まで 16 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-13849081
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 210,000円～350,000円 100

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 16020-13852481
不 問 通勤 (1) 8時00分～16時30分 日他 150,000円～175,000円 32

2人 その他 実費（上限あり） 3
0766-86-2260 常 用 毎月　15,000円まで 32 雇用・労災・健康・厚生・財形

射水市 16020-13853781
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射水市片口久々江字錦799-26
正社員

総務(経理事務) 一般土木建築工事業
塩谷建設 株式会社
高岡市石瀬6-1

一般事務 金属加工機械製造業
伊勢領製作所 株式会社

正社員

クルン高岡とその周辺施設のビル管理業務全般【正社員】 不動産賃貸業
株式会社 高岡ステーションビル
高岡市下関町6番1号

正社員以外

正社員

高岡市福岡町下蓑2344-1
又は 7時00分～ 0時00分の間の6時間以上

クルン高岡とその周辺施設のビル管理業務全般【契約社員】 不動産賃貸業
株式会社 高岡ステーションビル
高岡市下関町6番1号

正社員

現場管理者 一般土木建築工事業
株式会社 北陸リフォーム
高岡市内免3丁目9-8

タクシー乗務員 一般乗用旅客自動車運送業
株式会社 福岡タクシー

正社員

自動車整備士【高岡店】 自動車整備業
株式会社 ハーベスト富山(Ｊネットレンタカー)
高岡市上四屋814

正社員

正社員

射水市八塚227-3

和菓子の製造及び仕上げ作業 糖類製造業
有限会社 稲向
高岡市戸出西部金屋259

正社員

施工管理及び配管工 管工事業
株式会社 織田
射水市戸破4112-1

土木工(水道布設工) 管工事業
株式会社 伸和設備工業

正社員

配管工及び土工 管工事業
株式会社 織田
射水市戸破4112-1

正社員

正社員

高岡市角602-1

プラスチック製品成形加工 工業用プラスチック製品製造業
タケウチゴーセイ 株式会社
射水市戸破針原8-15

正社員

ルートセールス(自動販売機への商品補充) 自動販売機による小売業
合同会社 エス･ブイ北陸
高岡市宝来町827

ＣＡＤ図面作成等 土木建築サービス業
建設技研コンサルタンツ株式会社

正社員

自動車板金塗装工 自動車小売業
タナベ自動車 株式会社
高岡市三女子128番地

正社員

正社員

高岡市堀岡又新16番地

整備士 自動車小売業
タナベ自動車 株式会社
高岡市三女子128番地

正社員

自動車鈑金･塗装 自動車整備業
有限会社 さかい自動車
高岡市四屋849-1

ＣＡＤオペレーター     (木造軸組設計) 製材業，木製品製造業
株式会社アプト･シンコー

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

正社員

射水市一条2-1

資材の受け入れ、払い出し 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

事務(本社) 運送代理店
株式会社 ＨＲＳ
高岡市二塚1170

事務員 自動車小売業
有限会社 大坪自動車

正社員

営業職 その他の金属製品製造業
北陸テクノ 株式会社
射水市流通ｾﾝﾀｰ青井谷一丁目8-3

正社員

正社員

射水市流通ｾﾝﾀｰ青井谷一丁目8-3

制御盤設計 その他の金属製品製造業
北陸テクノ 株式会社
射水市流通ｾﾝﾀｰ青井谷一丁目8-3

正社員

産業保健スタッフ 金属素形材製品製造業
三協立山 株式会社
高岡市早川70番地

機械技術職 その他の金属製品製造業
北陸テクノ 株式会社

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

59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 199,400円～201,500円 42
1人 その他 実費（上限あり） 3

0766-55-5678 常 用 毎月　25,000円まで 290 雇用・労災・健康・厚生
射水市 16020-13855281

59歳以下 通勤 (1) 7時30分～16時30分 日祝他 205,000円～255,000円 42
1人 その他 実費（上限あり） 3

0766-55-5678 常 用 毎月　25,000円まで 280 雇用・労災・健康・厚生
射水市 16020-13856181

44歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時30分 日祝他 169,000円～255,000円 151
3人 (2) 8時15分～17時45分 その他 実費（上限あり） 8

0766-84-8011 (3) 8時30分～18時00分 常 用 毎月　30,000円まで 3921 雇用・労災・健康・厚生
射水市 16020-13858381
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日他 329,400円～431,500円 42

1人 その他 実費（上限あり） 3
0766-55-5678 常 用 毎月　25,000円まで 290 雇用・労災・健康・厚生

射水市 16020-13859681
44歳以下 通勤 (1)18時30分～ 4時00分 他 252,000円～339,000円 151

3人 その他 実費（上限あり） 8
0766-84-8011 常 用 毎月　30,000円まで 3921 雇用・労災・健康・厚生

射水市 16020-13860481
18歳以上 通勤 (1)18時30分～ 3時00分 他 269,400円～347,400円 33

2人 その他 実費（上限あり） 5
0766-64-1292 常 用 毎月　13,000円まで 1148 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-13861781
18歳以上 通勤 (1)18時30分～ 3時30分 土日祝他 178,500円～178,500円 151

5人 毎　週 実費（上限あり） 8
0766-84-8011 臨時(4ヶ月以上) 毎月　20,000円まで 3921 雇用・労災・健康・厚生

射水市 16020-13862881
35歳以下 通勤 (1) 7時30分～16時30分 他 175,800円～274,500円 33

3人 (2) 8時00分～17時00分 その他 実費（上限あり） 5
0766-64-1292 常 用 毎月　13,000円まで 1148 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-13863281
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日他 175,000円～225,000円 3

1人 その他 実費（上限あり） 0
0766-55-5678 常 用 毎月　25,000円まで 280 雇用・労災・健康・厚生

請負 射水市 16020-13865081
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時10分 日祝他 195,000円～280,000円 10

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

高岡市 16020-13868981
35歳以下 通勤 (1) 8時10分～16時50分 日他 150,000円～170,000円 150

1人 その他 実費（上限あり） 35
0766-23-1251 常 用 毎月　13,000円まで 150 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-13870881
不 問 通勤 (1) 6時30分～15時30分 他 170,000円～170,000円 10

1人 その他 実費（上限あり） 5
0766-25-0028 常 用 毎月　10,000円まで 12 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-13871281
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時15分 土日祝他 184,576円～198,481円 100

1人 毎　週 実費（上限あり） 30
076-445-6037 臨時(4ヶ月以上) 毎月　55,000円まで 2900 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-13874381
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 土日祝他 148,000円～275,000円 4

1人 毎　週 実費（上限なし） 2
0766-22-0044 常 用 13 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-13875681
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 245,000円～400,000円 9

1人 その他 一定額 2
0766-73-2218 常 用 毎月　5,000円まで 9 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-13877581
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 220,000円～386,000円 9

1人 その他 一定額 2
0766-73-2218 常 用 毎月　5,000円まで 9 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-13878481
39歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 170,000円～170,000円 9

1人 その他 一定額 2
0766-73-2218 常 用 毎月　5,000円まで 9 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-13879781
39歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 170,000円～170,000円 9

1人 その他 一定額 2
0766-73-2218 常 用 毎月　5,000円まで 9 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-13880081
39歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 170,000円～170,000円 9

1人 その他 一定額 2
0766-73-2218 常 用 毎月　5,000円まで 9 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-13881381
35歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時10分 日祝他 190,000円～250,000円 19

1人 その他 実費（上限なし） 3
0766-84-6110 常 用 30 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-13882681
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時15分 日他 176,000円～192,000円 152

1人 その他 実費（上限あり） 79
0766-22-2525 臨時(4ヶ月以上) 毎月　20,000円まで 835 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-13883981
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 他 240,000円～300,000円 23

1人 (2) 9時00分～18時00分 毎　週 実費（上限あり） 21
090-1316-5469 常 用 毎月　10,000円まで 45 雇用・労災・健康・厚生

射水市 16020-13891981
不 問 通勤 (1) 8時15分～17時15分 日他 165,000円～210,000円 23

2人 毎　週 実費（上限あり） 21
0766-52-8899 常 用 毎月　10,000円まで 45 雇用・労災・健康・厚生

射水市 16020-13894781
不 問 通勤 (1) 7時30分～16時30分 他 165,000円～200,000円 23

3人 (2) 8時30分～17時30分 その他 実費（上限あり） 21
090-1316-5469 (3)10時00分～19時00分 常 用 毎月　10,000円まで 45 雇用・労災・健康・厚生

射水市 16020-13895881
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 他 186,110円～186,110円 47

1人 (2) 8時30分～17時30分 その他 実費（上限あり） 43
0766-29-2810 (3) 9時00分～18時00分 常 用 毎月　50,000円まで 94140 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-13897181
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 他 186,110円～186,110円 36

1人 (2) 8時30分～17時30分 その他 実費（上限あり） 30
0766-29-2810 (3) 9時00分～18時00分 常 用 毎月　50,000円まで 94140 雇用・労災・健康・厚生

射水市 16020-13898081
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112

105

106

正社員

高岡市あわら町1-1 高岡市農協会館6F

訪問介護スタッフ【ニチイケアセンターいみず】 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

介護職員(グループホーム) 老人福祉・介護事業
アイムケア株式会社『ケアホーム春らんまん』
射水市小島21-1 

訪問介護スタッフ【ニチイケアセンター高岡】 その他の専門サービス業
株式会社 ニチイ学館 高岡支店

正社員

デイサービス介護職員 老人福祉・介護事業
アイムケア株式会社『ケアホーム春らんまん』
射水市小島21-1 

正社員

正社員

高岡市鐘紡町3-1

正看護師 老人福祉・介護事業
アイムケア株式会社『ケアホーム春らんまん』
射水市小島21-1 

正社員以外

事務職 建築材料卸売業
株式会社 ウッドフレンド
高岡市下牧野35-1

医薬品製造にかかわる倉庫業務 医薬品・化粧品小売業
クラシエ製薬 株式会社 高岡工場

正社員

正社員

高岡市問屋町262-3

施工管理技士(見習い) 電気工事業
株式会社 たきでん
高岡市問屋町262-3

正社員

電気工事士(見習い) 電気工事業
株式会社 たきでん
高岡市問屋町262-3

電気工事の設計･積算(見習い) 電気工事業
株式会社 たきでん

正社員

正社員

高岡市問屋町262-3

電気施工管理技士 電気工事業
株式会社 たきでん
高岡市問屋町262-3

正社員

経理･人事･庶務業務(総務業務全般) 不動産管理業
末広開発 株式会社
高岡市末広町1-8 ｳｲﾝｸﾞ･ｳｲﾝｸﾞ高岡5階

電気工事士 電気工事業
株式会社 たきでん

正社員以外

正社員

高岡市京田140-1

事務職員(臨時的採用)(芸術文化学部総務課) 高等教育機関
国立大学法人 富山大学 高岡キャンパス
高岡市二上町180番地

正社員

経理事務 一般乗用旅客自動車運送業
高岡交通 株式会社
高岡市二塚754-1

和菓子製造者(職人) パン・菓子製造業
株式会社 不破福寿堂

正社員

金物荷出し作業 一般土木建築工事業
石友ホーム株式会社
高岡市下牧野36-2

正社員

正社員

高岡市福岡町本領711-1

４ｔ構内運転手 一般貨物自動車運送業
吉沢運送 株式会社
射水市小杉白石713番地

正社員

大型ドライバー(契約社員) 一般貨物自動車運送業
トナミ運輸株式会社 中央支店
射水市津幡江95番地

集配ドライバー 一般貨物自動車運送業
甲信越福山通運 株式会社 高岡営業所

正社員以外

大型運転手 一般貨物自動車運送業
甲信越福山通運 株式会社 高岡営業所
高岡市福岡町本領711-1

正社員

正社員

射水市小杉白石713番地

運行乗務員(大型ドライバー) 一般貨物自動車運送業
トナミ運輸株式会社 中央支店
射水市津幡江95番地

正社員

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 中央支店
射水市津幡江95番地

長距離運転手(ウイング車もしくは平ボディ車) 一般貨物自動車運送業
吉沢運送 株式会社

正社員

４ｔ地場運転手(県内) 一般貨物自動車運送業
吉沢運送 株式会社
射水市小杉白石713番地

正社員

正社員

タンクローリー乗務員 一般貨物自動車運送業
吉沢運送 株式会社
射水市小杉白石713番地

115

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

59歳以下 通勤 (1) 9時00分～17時30分 土日祝他 185,000円～235,000円 2
1人 毎　週 実費（上限あり） 1

0766-62-1001 常 用 毎月　30,000円まで 10 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 16020-13901181

59歳以下 通勤 (1) 9時00分～17時30分 土日祝他 195,000円～330,000円 2
1人 毎　週 実費（上限あり） 1

0766-62-1001 常 用 毎月　30,000円まで 10 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 16020-13902081

44歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日他 184,000円～299,000円 6
1人 その他 実費（上限あり） 1

0766-64-6055 常 用 7 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 16020-13903381

44歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 200,000円～260,000円 28
1人 その他 なし 13

0766-86-2266 常 用 30 雇用・労災・健康・厚生
射水市 16020-13904681

44歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 180,000円～250,000円 28
1人 その他 実費（上限あり） 13

0766-86-2266 常 用 毎月　15,000円まで 30 雇用・労災・健康・厚生
射水市 16020-13906581
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 他 186,110円～186,110円 62

1人 (2) 8時30分～17時30分 その他 実費（上限あり） 55
0766-29-2810 (3) 9時00分～18時00分 常 用 毎月　50,000円まで 94140 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-13907481
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 16020-13910181
44歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 土日祝他 180,000円～240,000円 8

2人 毎　週 なし 2
0766-62-0050 常 用 8 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-13912381
39歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時00分 土日祝他 207,500円～350,000円 80

5人 毎　週 実費（上限あり） 24
0766-22-6337 常 用 毎月　55,000円まで 319 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-13918881
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日他 176,860円～176,860円 36

1人 (2) 8時30分～17時30分 その他 実費（上限あり） 30
0766-29-2810 (3) 9時00分～18時00分 常 用 毎月　50,000円まで 94140 雇用・労災・健康・厚生

射水市 16020-13922981
35歳以下 通勤 (1) 7時00分～15時20分 他 180,000円～300,000円 54

2人 (2)15時00分～23時20分 毎　週 実費（上限あり） 3
0766-20-2111 (3)23時00分～ 7時20分 常 用 毎月　50,000円まで 5600 雇用・労災・健康・厚生・財形

射水市 16020-13923581
35歳以下 通勤 (1) 7時00分～15時20分 土日祝他 180,000円～300,000円 136

4人 (2)15時00分～23時20分 毎　週 実費（上限あり） 6
0766-20-2111 (3)23時00分～ 7時20分 常 用 毎月　50,000円まで 5600 雇用・労災・健康・厚生・財形

射水市 16020-13925781
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 165,150円～200,690円 1

1人 その他 実費（上限あり） 0
0766-84-8035 常 用 毎月　30,000円まで 4774 雇用・労災・健康・厚生・財形

射水市 16020-13926881
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 土日祝他 170,000円～250,000円 20

1人 毎　週 一定額 3
0766-23-1552 常 用 毎月　2,500円まで 20 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-13927281
59歳以下 通勤 (1) 8時00分～16時15分 他 161,900円～219,500円 54

2人 その他 実費（上限あり） 2
0766-84-0138 常 用 毎月　18,000円まで 1600 雇用・労災・健康・厚生

射水市 16020-13934881
59歳以下 通勤 (1) 8時00分～16時15分 他 191,900円～252,500円 54

2人 (2)19時00分～ 8時00分 その他 実費（上限あり） 2
0766-84-0138 常 用 毎月　18,000円まで 1600 雇用・労災・健康・厚生

射水市 16020-13936181
59歳以下 通勤 (1) 8時00分～16時40分 日祝他 150,400円～161,400円 23

2人 その他 実費（上限あり） 2
0766-84-0138 常 用 毎月　18,000円まで 1600 雇用・労災・健康・厚生

射水市 16020-13937081
59歳以下 通勤 (1) 8時00分～16時40分 他 150,400円～161,400円 54

2人 その他 実費（上限あり） 2
0766-84-0138 常 用 毎月　18,000円まで 1600 雇用・労災・健康・厚生

射水市 16020-13938381
59歳以下 通勤 (1) 8時00分～16時40分 日祝他 150,400円～161,400円 23

2人 その他 実費（上限あり） 2
0766-84-0138 常 用 毎月　18,000円まで 1600 雇用・労災・健康・厚生

射水市 16020-13939681
59歳以下 通勤 (1) 8時00分～16時15分 他 208,800円～247,300円 9

2人 (2)16時00分～ 0時15分 その他 実費（上限あり） 0
0766-84-0138 (3) 0時00分～ 8時15分 常 用 毎月　18,000円まで 1600 雇用・労災・健康・厚生

射水市 16020-13941781
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日他 171,000円～271,000円 6

1人 その他 実費（上限あり） 0
0766-24-9602 常 用 毎月　6,000円まで 6 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-13780481
不 問 通勤 (1) 7時00分～16時00分 他 161,000円～168,000円 7

1人 (2) 8時30分～17時30分 その他 実費（上限あり） 7
0766-86-8857 (3)11時00分～20時00分 常 用 毎月　21,000円まで 130 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-13781781
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 230,000円～287,500円 25

3人 その他 実費（上限あり） 2
0766-36-8686 常 用 毎月　10,000円まで 25 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-13782881
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 230,000円～287,500円 25

3人 その他 実費（上限あり） 2
0766-36-8686 常 用 毎月　10,000円まで 25 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-13783281
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 276,000円～345,000円 25

1人 その他 実費（上限あり） 2
0766-36-8686 常 用 毎月　10,000円まで 25 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-13784181
不 問 通勤 (1) 7時00分～16時00分 他 193,000円～205,000円 7

2人 (2) 8時30分～17時30分 その他 実費（上限あり） 7
0766-86-8857 (3)11時00分～20時00分 常 用 毎月　21,000円まで 130 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-13785081

151

154

155

156

152

153

139

140

141

146

147

148

142

143

144

145

133

134

135

136

137

138

131

132

介護福祉士【ケアホームまきの】 老人福祉・介護事業
株式会社 メディカルケア
射水市東明七軒5-13

正社員

高岡市常国2204番

現場管理 土木工事業
株式会社 アクトジャパン
高岡市常国2204番

正社員以外

正社員以外

土木作業員 土木工事業
株式会社 アクトジャパン
高岡市常国2204番

解体作業員 土木工事業
株式会社 アクトジャパン

正社員以外

高岡市和田1077

高齢者ケア【ケアホームまきの】(有資格者) 老人福祉・介護事業
株式会社 メディカルケア
射水市東明七軒5-13

正社員

正社員

フォークリフト運転及び機械オペレーター(交替制) 一般貨物自動車運送業
一宮運輸株式会社 富山支店
射水市今井243-1

管工事技術者 管工事業（
有限会社 大井配管工業

正社員

射水市今井243-1

構内作業及び重機運転    (車両系建設機械) 一般貨物自動車運送業
一宮運輸株式会社 富山支店
射水市今井243-1

正社員

正社員

構内作業及び重機運転    (ショベルローダー) 一般貨物自動車運送業
一宮運輸株式会社 富山支店
射水市今井243-1

リフト運転及び構内作業   (奈呉の江営業所) 一般貨物自動車運送業
一宮運輸株式会社 富山支店

正社員

正社員

射水市今井243-1

大型地場運転手【交替制あり】(奈呉の江営業所) 一般貨物自動車運送業
一宮運輸株式会社 富山支店
射水市今井243-1

正社員

工場作業員 その他の金属製品製造業
北陸ドラム工業 株式会社
高岡市鐘紡町2番15号

大型地場運転手(奈呉の江営業所) 一般貨物自動車運送業
一宮運輸株式会社 富山支店

正社員

タイヤ配送業務 一般貨物自動車運送業
トナミ運輸株式会社 富山引越センター
射水市津幡江95

正社員

正社員

高岡市早川70番地

アルミ、マグネシウムビレットの鋳造 金属素形材製品製造業
三協立山 株式会社
高岡市早川70番地

正社員

デイサービススタッフ【ニチイケアセンターいみず】 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

アルミ形材の押出【新湊東工場】 金属素形材製品製造業
三協立山 株式会社

正社員

高等学校教員 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

正社員

高岡市鷲北新477

営業 家具・建具・畳小売業
文化シヤッター高岡販売 株式会社
高岡市ｵﾌｨｽﾊﾟｰｸ7番7

正社員

訪問介護スタッフ【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

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

正社員

業務管理 製版業
株式会社 北陸製版センター
高岡市白金町5-35

正社員

正社員

高岡市福岡町土屋691-1

営業(オンデマンド印刷事業) 製版業
株式会社 北陸製版センター
高岡市白金町5-35

正社員

システムエンジニア【Ｗｅｂ、オープン系】 情報処理・提供サービス業
シスプロジャパン 株式会社
高岡市西藤平蔵721番地

鉄筋加工及び組立 鉄骨・鉄筋工事業
山田鉄筋工業 株式会社

正社員

プログラマー【Ｗｅｂ、オープン系】 情報処理・提供サービス業
シスプロジャパン 株式会社
高岡市西藤平蔵721番地

正社員

149

150
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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 158,000円～165,000円 7
2人 (2) 8時30分～17時30分 その他 実費（上限あり） 7

0766-86-8857 (3)11時00分～20時00分 常 用 毎月　21,000円まで 130 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 16020-13786381
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 他 155,000円～155,000円 0

2人 その他 実費（上限あり） 0
0766-31-5700 常 用 毎月　45,000円まで 102 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-13787681
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 他 280,000円～340,000円 7

2人 毎　週 実費（上限あり） 5
0766-86-8857 常 用 毎月　21,000円まで 130 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-13788981
不 問 通勤 (1) 5時00分～14時00分 他 180,000円～220,000円 31

2人 (2) 9時30分～18時30分 毎　週 実費（上限なし） 25
0766-26-6021 臨時(4ヶ月以上) 16213 雇用・労災・健康・厚生

請負 高岡市 16020-13790881
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 他 280,000円～310,000円 25

1人 毎　週 実費（上限あり） 21
0766-86-8857 常 用 毎月　21,000円まで 130 雇用・労災・健康・厚生

射水市 16020-13792181
44歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 180,000円～240,000円 15

2人 その他 実費（上限あり） 4
0766-31-5050 常 用 毎月　21,500円まで 21 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-13798481
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 他 160,000円～160,000円 0

2人 その他 実費（上限あり） 0
0766-31-5700 常 用 毎月　45,000円まで 102 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-13799781
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 16020-13801481
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時00分 他 340,000円～390,000円 36

1人 その他 実費（上限あり） 22
0766-63-4884 常 用 毎月　12,000円まで 36 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-13803881
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 他 175,390円～221,400円 36

2人 その他 実費（上限あり） 22
0766-63-4884 常 用 毎月　12,000円まで 36 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-13804281
59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 他 163,800円～213,600円 36

3人 (2) 9時00分～18時00分 その他 実費（上限あり） 22
0766-63-4884 (3)10時00分～19時00分 常 用 毎月　12,000円まで 36 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-13806081
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 他 170,000円～170,000円 0

2人 その他 実費（上限あり） 0
0766-31-5700 常 用 毎月　45,000円まで 102 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-13810781
64歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 他 208,000円～273,000円 100

1人 その他 実費（上限あり） 81
0766-20-8900 常 用 毎月　20,900円まで 255 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-13811881
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 他 180,000円～180,000円 0

2人 その他 実費（上限あり） 0
0766-31-5700 常 用 毎月　45,000円まで 102 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-13813181
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 他 155,000円～155,000円 0

2人 その他 実費（上限あり） 0
0766-31-5700 常 用 毎月　45,000円まで 102 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-13814081
30歳以下 通勤 (1) 8時30分～16時50分 日祝他 144,000円～176,750円 13

1人 (2) 8時30分～12時00分 その他 実費（上限あり） 2
0766-26-3130 常 用 毎月　15,000円まで 261 雇用・労災・健康・厚生

請負 高岡市 16020-13816681
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 土日他 165,000円～190,000円 24

1人 毎　週 実費（上限あり） 22
0766-86-6686 常 用 毎月　5,000円まで 24 雇用・労災・健康・厚生

射水市 16020-13817981
不 問 通勤 (1) 8時00分～16時50分 土日他 211,410円～216,100円 2111

20人 (2)21時00分～ 5時50分 毎　週 実費（上限あり） 192
0766-82-8812 臨時(4ヶ月以上) 毎月　30,000円まで 2111 雇用・労災・健康・厚生

射水市 16020-13819481
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 土日他 200,500円～315,000円 2111

1人 (2) 5時00分～22時00分 毎　週 実費（上限あり） 192
0766-82-8812 (3)10時00分～14時00分 常 用 毎月　30,000円まで 2111 雇用・労災・健康・厚生・財形

射水市 16020-13820281
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 他 170,000円～170,000円 0

2人 その他 実費（上限あり） 0
0766-31-5700 常 用 毎月　45,000円まで 102 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-13821181
40歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日他 190,000円～280,000円 5

2人 その他 実費（上限なし） 0
0766-28-8314 常 用 5 雇用・健康・厚生

高岡市 16020-13824681
不 問 通勤 (1) 9時00分～18時00分 他 160,000円～160,000円 0

2人 その他 実費（上限あり） 0
0766-31-5700 常 用 毎月　45,000円まで 102 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-13825981
不 問 通勤 (1) 7時00分～16時00分 他 150,000円～150,000円 0

2人 (2)10時00分～19時00分 その他 実費（上限あり） 0
0766-31-5700 常 用 毎月　45,000円まで 102 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-13828781
不 問 通勤 (1) 8時30分～18時00分 日祝他 230,000円～250,000円 4

1人 (2) 9時00分～18時45分 その他 実費（上限あり） 4
0766-27-7155 (3) 8時30分～13時00分 常 用 毎月　10,000円まで 4 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-13829881
不 問 通勤 他 150,000円～150,000円 0

3人 その他 実費（上限あり） 0
0766-31-5700 常 用 毎月　45,000円まで 102 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-13830181
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 16020-13832381

178

179

180

181

182

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

地域交流館フロントスタッフ 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 9時00分～22時00分の間の8時間程度

正･准看護師 一般診療所
さかい内科クリニック
高岡市東上関305-1

正社員

サービススタッフ 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 又は 7時00分～20時00分の間の8時間

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 又は 7時00分～20時00分の間の8時間

171

175

176

177

173

174

172

165

166

167

168

169

170

159

160

161

162

163

164

157

158

又は 8時00分～19時00分の間の8時間

射水市奈呉の江12ｰ3

機能訓練士【理学療法士･作業療法士】(デイサービス)

正社員

現場施工技術者 その他の職別工事業
クラフツ
高岡市井口本江640-2 ｱﾗｯｸｽﾋﾞﾙ2F-H

正社員

正社員

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

技能職(自動車用アルミ部品の製造) 自動車・同附属品製造業
アイシン軽金属 株式会社
射水市奈呉の江12ｰ3

情報システムスタッフ 自動車・同附属品製造業
アイシン軽金属 株式会社

正社員以外

介護職 老人福祉・介護事業
株式会社 パーソナルライフサポート
射水市片口828

正社員

高岡市上渡161
又は 8時00分～19時00分の間の8時間

物流事務(二塚事務所) 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

看護師(デイサービス) 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

機能訓練士【柔道整復師】(デイサービス) 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

相談員(社会福祉士･介護支援専門員･保健師･看護師) 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 のむら藤園苑

高岡市野村921-1

正社員

正社員

高岡市二塚199番地の17

准看護師(デイサービス) 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

調理スタッフ その他の食料品製造業
株式会社 明惣
高岡市二塚199番地の17

商品パック詰め･ピッキング作業 その他の食料品製造業
株式会社 明惣

正社員

調理部門の管理職 その他の食料品製造業
株式会社 明惣
高岡市二塚199番地の17

正社員

正社員

高岡市上渡161
又は 8時00分～19時00分の間の8時間

インサート成形(射出成形補助員) 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

正社員

営業(高岡支店) 建築材料卸売業
ホクリク住材 株式会社
高岡市福岡町赤丸628番地の1

生活相談員(デイサービス) 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

高岡市下関町4-5 北陸読売会館7階

看護師(正･准)【ケアホームほりおか】 老人福祉・介護事業
株式会社 メディカルケア
射水市東明七軒5-13

正社員以外

正社員

ケアマネージャー(セントラルパーク牧野) 老人福祉・介護事業
株式会社 メディカルケア
射水市東明七軒5-13

調理スタッフ【高岡市民病院】 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

正社員

射水市東明七軒5-13

リハビリスタッフ(デイサービス) 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

又は 8時00分～19時00分の間の8時間

正社員

正社員

高齢者ケア【ケアホームまきの】 老人福祉・介護事業
株式会社 メディカルケア
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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 他 150,000円～150,000円 0
3人 その他 実費（上限あり） 0

0766-31-5700 常 用 毎月　45,000円まで 102 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 16020-13833681
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 他 155,000円～155,000円 0

1人 その他 実費（上限あり） 0
0766-31-5700 常 用 毎月　45,000円まで 102 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-13835581
不 問 通勤 (1) 7時30分～16時30分 他 164,000円～235,000円 141

2人 (2) 8時30分～17時30分 毎　週 実費（上限あり） 115
0766-27-8288 (3)16時00分～ 9時30分 常 用 毎月　20,900円まで 240 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-13836481
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 他 163,000円～233,000円 25

3人 (2) 9時00分～18時00分 毎　週 実費（上限あり） 18
0766-27-8288 (3) 7時30分～16時30分 常 用 毎月　20,900円まで 240 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-13837781
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 他 200,000円～270,000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 16020-13838881
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時20分 土日祝他 180,000円～300,000円 100

3人 毎　週 実費（上限あり） 30
0766-20-2111 常 用 毎月　50,000円まで 6067 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-13839281
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時20分 土日祝他 180,000円～300,000円 800

2人 毎　週 実費（上限あり） 160
0766-20-2111 常 用 毎月　50,000円まで 6067 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-13840381
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 他 150,000円～150,000円 0

3人 その他 実費（上限あり） 0
0766-31-5700 常 用 毎月　45,000円まで 102 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-13841681
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 202,000円～255,000円 57

2人 その他 実費（上限あり） 7
0766-63-0580 常 用 毎月　30,000円まで 57 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-13843581
不 問 住込 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 220,000円～330,000円 57

2人 その他 なし 7
0766-63-0580 常 用 57 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-13844481
不 問 通勤 他 168,100円～235,000円 0

1人 その他 実費（上限なし） 0
027-345-8725 臨時(4ヶ月以上) 18638 雇用・労災・健康・厚生

射水市 10020-18000081
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 土日他 270,000円～270,000円 0

1人 毎　週 実費（上限あり） 0
076-423-1535 常 用 毎月　10,000円まで 70 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16010-24554681
39歳以下 通勤 (1) 8時20分～18時00分 土日祝他 175,000円～205,000円 6

1人 その他 実費（上限あり） 2
076-425-1221 常 用 毎月　20,000円まで 67 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16010-24562381
40歳以下 通勤 (1) 9時00分～18時00分 他 200,000円～360,000円 15

1人 毎　週 実費（上限あり） 4
076-422-4592 常 用 毎月　50,000円まで 282 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16010-24570381
40歳以下 通勤 (1) 9時00分～18時00分 水他 200,000円～360,000円 15

1人 毎　週 実費（上限あり） 4
076-422-4592 常 用 毎月　50,000円まで 282 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16010-24575781
59歳以下 通勤 (1) 8時45分～17時10分 土日他 210,000円～210,000円 5

1人 毎　週 実費（上限あり） 4
076-443-3855 常 用 毎月　40,000円まで 78 雇用・労災・健康・厚生

射水市 16010-24592881
59歳以下 通勤 (1) 9時00分～18時00分 他 170,000円～200,000円 180

2人 (2)12時30分～21時30分 その他 実費（上限あり） 160
076-429-7848 常 用 毎月　20,000円まで 180 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16010-24641181
59歳以下 通勤 (1)10時00分～19時00分 他 164,860円～198,750円 6

1人 (2)11時00分～20時00分 その他 実費（上限なし） 4
076-461-5610 常 用 220 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16010-24651081
59歳以下 通勤 他 170,000円～200,000円 11

2人 その他 実費（上限あり） 9
026-268-2020 常 用 毎月　40,000円まで 1300 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 20010-20650381
59歳以下 通勤 他 175,000円～205,000円 1300

3人 その他 実費（上限あり） 1000
026-268-2020 常 用 毎月　20,500円まで 1300 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 20010-20657281
59歳以下 通勤 他 175,000円～206,000円 1300

3人 その他 実費（上限あり） 1000
026-268-2020 常 用 毎月　20,500円まで 1300 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 20010-20659081
18歳～35歳 通勤 (1) 9時00分～ 0時00分 他 180,000円～215,000円 100

1人 その他 実費（上限なし） 60
06-6368-1020 常 用 38673 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 27060-36917081
18歳以上 通勤 (1) 6時00分～15時00分 土日祝他 315,000円～400,000円 1

1人 毎　週 一定額 1
090-3724-4892 臨時(4ヶ月以上) 毎月　5,000円まで 16 雇用・労災・健康・厚生

射水市 27120-12663181
不 問 通勤 (1) 6時00分～15時00分 土日祝他 315,000円～400,000円 1

1人 毎　週 一定額 1
090-3724-4892 常 用 毎月　5,000円まで 16 雇用・労災・健康・厚生

射水市 27120-12664081
18歳以上 通勤 (1)17時00分～ 5時00分 土日祝 350,000円～500,000円 1

1人 毎　週 実費（上限あり） 1
090-3659-6119 常 用 毎月　5,000円まで 16 雇用・労災・健康・厚生

射水市 27120-12665381
18歳以上 通勤 (1)17時00分～ 5時00分 土日祝 350,000円～500,000円 1

1人 毎　週 実費（上限あり） 1
090-3659-6119 臨時(4ヶ月以上) 毎月　5,000円まで 16 雇用・労災・健康・厚生

射水市 27120-12666681

208

202

203

204

205

206

207

196

197

198

199

200

201

190

191

192

193

194

195

184

185

186

187

188

189

183

大型(１５ｔ)ウイングドライバー【富山～塩尻･契約社員】 一般貨物自動車運送業
ＫＯＹＯエクスプレス 株式会社
大阪府羽曳野市高鷲6-14-14

正社員以外

大型(１５ｔ)ウイングドライバー(急募)【富山～塩尻】 一般貨物自動車運送業
ＫＯＹＯエクスプレス 株式会社
大阪府羽曳野市高鷲6-14-14

正社員

大型ウイング車ドライバー【富山～大阪･契約社員】 一般貨物自動車運送業
ＫＯＹＯエクスプレス 株式会社
大阪府羽曳野市高鷲6-14-14

正社員

大型ウイング車ドライバー【富山～大阪】 一般貨物自動車運送業
ＫＯＹＯエクスプレス 株式会社
大阪府羽曳野市高鷲6-14-14

正社員以外

店長候補(高岡店) すし店
株式会社 あきんどスシロー
吹田市江坂町1-22-2

正社員

登録販売者 医薬品・化粧品小売業
株式会社 モリキ
長野県長野市大字大豆島4216

正社員 9時00分～21時00分の間の8時間程度

登録販売者 医薬品・化粧品小売業
株式会社 モリキ
長野県長野市大字大豆島4216

正社員 8時30分～22時00分の間の8時間程度

接客販売 医薬品・化粧品小売業
株式会社 モリキ
長野県長野市大字大豆島4216

正社員
9時00分～22時00分の間の8時間程度

販売(Ｐａｒａｄｅ高岡店) 靴・履物小売業
株式会社 ワシントン靴店
富山市婦中町青島401

正社員

販売スタッフ 菓子・パン小売業
株式会社 フルールリブラン
富山市上飯野1の1

正社員

訪問入浴サービス看護師(作道) 老人福祉・介護事業
北陸メディカルサービス 株式会社
富山市奥井町4-36

正社員

新築住宅営業(高岡砺波営業所) 木造建築工事業
株式会社 ＯＳＣＡＲ Ｊ．Ｊ (オスカーホーム)
富山市二口町4丁目7番地14

正社員

リフォーム営業(ＳＵＭｉＣＡ高岡勤務) 木造建築工事業
株式会社 ＯＳＣＡＲ Ｊ．Ｊ (オスカーホーム)
富山市二口町4丁目7番地14

正社員

ルート営業･配達(高岡営業所) 家具・建具・じゅう器等卸売業
株式会社 西野
富山市五番町4-10

正社員

管理責任者(サ高住 ありがとうホーム高岡) 老人福祉・介護事業
株式会社 ミタホーム 介護事業部
富山市田中町4丁目14番76号

正社員

エリア社員／店舗スタッフ／射水店／急募 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
10時15分～21時00分の間の8時間程度

煙突技能士(多能工)見習可(煙突の築造及び解体) 一般土木建築工事業
松島工業 株式会社
高岡市戸出町3-1-72

正社員

建築工事現場の代理人、主任技術者、施工管理 一般土木建築工事業
松島工業 株式会社
高岡市戸出町3-1-72

正社員

営繕 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
又は 8時00分～22時00分の間の8時間程度

エクステリア用アルミ建材商品の設計 金属素形材製品製造業
三協立山 株式会社
高岡市早川70番地

正社員

商業施設関連商品の開発･設計 金属素形材製品製造業
三協立山 株式会社
高岡市早川70番地

正社員

機能訓練指導員 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

介護職(日勤)【デイサービスセンター】 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

介護職 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

献立作成･調理 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 又は 5時00分～21時00分の間の8時間

調理員 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
5時00分～21時00分の間の8時間

Page 8



【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

18歳以上 通勤 (1)17時00分～ 5時00分 土日祝 350,000円～500,000円 1
1人 毎　週 実費（上限あり） 1

090-3659-6119 常 用 毎月　5,000円まで 16 雇用・労災・健康・厚生
射水市 27120-12667981

18歳以上 通勤 (1)17時00分～ 5時00分 土日祝 350,000円～500,000円 1
1人 毎　週 実費（上限あり） 1

090-3659-6119 臨時(4ヶ月以上) 毎月　5,000円まで 16 雇用・労災・健康・厚生
射水市 27120-12668581

18歳以上 通勤 (1)17時00分～ 5時00分 土日祝 400,000円～500,000円 1
1人 毎　週 実費（上限あり） 1

090-3659-6119 常 用 毎月　5,000円まで 16 雇用・労災・健康・厚生
射水市 27120-12669481

18歳以上 通勤 (1)17時00分～ 5時00分 土日祝 400,000円～500,000円 1
1人 毎　週 実費（上限あり） 1

090-3659-6119 臨時(4ヶ月以上) 毎月　5,000円まで 16 雇用・労災・健康・厚生
射水市 27120-12670281

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 16010-24492981
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 他 360,000円～360,000円 18

1人 (2) 9時00分～18時00分 毎　週 実費（上限あり） 13
076-429-8766 常 用 毎月　21,000円まで 65 雇用・労災・健康・厚生
高岡市･射水市 16010-24493581

59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時40分 水祝他 240,000円～450,000円 8
4人 その他 実費（上限なし） 2

076-424-5505 常 用 20 雇用・労災・健康・厚生・財形
高岡市 16010-24494481

59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時40分 水祝他 220,000円～400,000円 12
2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 16010-24495781
不 問 通勤 (1) 9時00分～18時00分 他 200,000円～200,000円 6

1人 その他 実費（上限あり） 4
076-429-8766 常 用 毎月　21,000円まで 72 雇用・労災・健康・厚生
高岡市･射水市 16010-24519181

35歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日他 250,000円～350,000円 6
1人 その他 実費（上限あり） 1

076-481-6223 常 用 毎月　15,000円まで 6 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 16010-24537381
不 問 通勤 (1) 9時00分～18時00分 他 180,000円～300,000円 8

1人 (2)11時00分～20時00分 その他 実費（上限なし） 4
076-423-5860 常 用 200 雇用・労災・健康・厚生・財形

富山県内 16010-24547981
44歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時15分 他 167,100円～209,800円 10000

3人 その他 実費（上限あり） 3800
076-220-3052 常 用 毎月　55,000円まで 195242 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 17010-28267981
44歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時15分 他 167,100円～209,800円 10000

3人 その他 実費（上限あり） 3800
076-220-3052 常 用 毎月　55,000円まで 195242 雇用・労災・健康・厚生・財形

射水市 17010-28268581
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 17010-28398981
44歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時00分 日祝他 180,000円～300,000円 6

1人 その他 実費（上限あり） 1
0766-55-1892 常 用 毎月　16,000円まで 101 雇用・労災・健康・厚生・財形

射水市 17080- 9440381
44歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時00分 日祝他 200,000円～350,000円 6

1人 その他 実費（上限あり） 1
0766-55-1892 常 用 毎月　16,000円まで 101 雇用・労災・健康・厚生・財形

射水市 17080- 9441681
不 問 通勤 (1) 8時15分～17時15分 日祝他 331,000円～390,000円 10

1人 毎　週 実費（上限あり） 0
076-276-2271 常 用 毎月　16,000円まで 50 雇用・労災・健康・厚生

射水市 17080- 9463281
64歳以下 通勤 (1) 9時30分～18時30分 他 170,000円～200,000円 9

1人 毎　週 実費（上限なし） 8
0776-26-2815 常 用 58 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 18010-20502381
59歳以下 通勤 (1) 9時00分～18時00分 日祝他 315,000円～450,000円 6

1人 (2) 8時30分～16時30分 毎　週 実費（上限あり） 5
0120-489-311 (3) 9時00分～12時30分 常 用 毎月　100,000円まで 1651 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 28040-16570481
不 問 通勤 (1) 9時00分～18時00分 日祝 150,000円～190,000円 4

1人 その他 実費（上限あり） 4
083-974-0585 常 用 毎月　50,000円まで 280 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 35010-11972581
不 問 通勤 (1) 9時00分～18時00分 日祝 150,000円～180,000円 4

1人 その他 実費（上限あり） 4
083-974-0585 常 用 毎月　50,000円まで 280 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 35010-11974781
不 問 通勤 (1)10時00分～19時00分 他 190,000円～320,000円 4

1人 その他 実費（上限あり） 4
083-974-0585 常 用 毎月　50,000円まで 280 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 35010-11983881
不 問 通勤 (1)10時00分～19時00分 他 150,000円～190,000円 4

1人 その他 実費（上限あり） 4
083-974-0585 常 用 毎月　50,000円まで 280 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 35010-11984281
不 問 通勤 (1)10時00分～19時00分 他 150,000円～180,000円 4

1人 その他 実費（上限あり） 4
083-974-0585 常 用 毎月　50,000円まで 280 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 35010-11985181
不 問 通勤 他 168,100円～235,000円 0

1人 その他 実費（上限なし） 0
027-345-8725 臨時(4ヶ月以上) 18638 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 10020-17836881
18歳以上 通勤 (1) 8時30分～16時30分 他 191,646円～201,801円 19

3人 (2)16時00分～ 0時00分 その他 実費（上限あり） 9
0766-55-8811 臨時(4ヶ月未満) 毎月　20,000円まで 225 雇用・労災・健康・厚生

射水市 14010-55988181

232

233

234

226

227

228

229

230

231

220

221

222

223

224

225

214

215

216

217

218

219

209

210

211

212

213

ホール･カウンタースタッフ 遊戯場
株式会社 エスタディオ
横浜市中区住吉町4-45-1 関内ﾄｰｾｲﾋﾞﾙ2 6階

正社員以外
又は 8時30分～ 0時00分の間の7時間

エリア社員／店舗スタッフ／高岡店／急募 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
10時00分～21時00分の間の8時間程度

エステティシャン／高岡店 美容業
株式会社 ビ･メーク
山口市小郡花園町5番3号

正社員

ビューティープランナー／高岡店 美容業
株式会社 ビ･メーク
山口市小郡花園町5番3号

正社員

エステティックサロン管理者候補／高岡店 美容業
株式会社 ビ･メーク
山口市小郡花園町5番3号

正社員

フロント事務(高岡店) 美容業
株式会社 ビ･メーク
山口市小郡花園町5番3号

正社員

フロントカウンセラー(高岡店) 美容業
株式会社 ビ･メーク
山口市小郡花園町5番3号

正社員

薬剤師(かたかご店) 医薬品・化粧品小売業
株式会社阪神調剤薬局
兵庫県芦屋市大桝町1-18

正社員

接客、販売 その他の各種商品小売業
株式会社 グラント･イーワンズ
福井県福井市新田塚町305番地

正社員

大型トラック運転手(１５ｔ平ボディ)関東関西中京方面 一般貨物自動車運送業
日本海急送 株式会社
石川県白山市宮保町2729番地2

正社員

営業職(富山営業所) 建設機械・鉱山機械製造業
株式会社 北都鉄工
石川県白山市福留町555番地

正社員

サービスエンジニアリング業務(富山営業所) 建設機械・鉱山機械製造業
株式会社 北都鉄工
石川県白山市福留町555番地

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

正社員

ＪＰ金融アドバイザー(かんぽ生命保険商品等の販売業務) 郵便局
日本郵便株式会社 北陸支社
石川県金沢市上堤町1-15

正社員

ＪＰ金融アドバイザー(かんぽ生命保険商品等の販売業務) 郵便局
日本郵便株式会社 北陸支社
石川県金沢市上堤町1-15

正社員

店頭販売 写真機・時計・眼鏡小売業
株式会社 メガネのハラダ
富山市総曲輪3丁目2-29

正社員

作業員 建築工事業
株式会社 石富建設
富山市塚原194番地1号 第二ﾂｶﾊﾗﾋﾞﾙ202

正社員

有料老人ホーム運営 うちくる品質管理部所属職員 老人福祉・介護事業
株式会社 うちくる
富山市黒崎338番地1

正社員

設計(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

建築施工管理(木造注文住宅)(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

エリアマネージャー 老人福祉・介護事業
株式会社 うちくる富山
富山市黒崎338-1

正社員

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

トレーラー(２５ｔ)ウイングドライバー【～関東･契約社員 一般貨物自動車運送業
ＫＯＹＯエクスプレス 株式会社
大阪府羽曳野市高鷲6-14-14

正社員以外

トレーラー(２５ｔ)ウイングドライバー【富山～関東】 一般貨物自動車運送業
ＫＯＹＯエクスプレス 株式会社
大阪府羽曳野市高鷲6-14-14

正社員

大型(１５ｔ)ウイングドライバー【富山～関東･契約社員】 一般貨物自動車運送業
ＫＯＹＯエクスプレス 株式会社
大阪府羽曳野市高鷲6-14-14

正社員以外

大型(１５ｔ)ウイングドライバー(急募)【富山～関東】 一般貨物自動車運送業
ＫＯＹＯエクスプレス 株式会社
大阪府羽曳野市高鷲6-14-14

正社員
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【一般】
年　齢 通住別 休日 賃　　　金 従業員数 業　　種

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

職   種　　　　　

派　遣
請　負

不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 土日祝他 155,000円～175,000円 9
1人 毎　週 実費（上限あり） 1

0766-29-2660 常 用 毎月　21,600円まで 462 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 16010-24226481

59歳以下 通勤 (1) 7時30分～16時30分 土日祝他 155,000円～250,000円 23
1人 毎　週 実費（上限あり） 20

076-444-0633 常 用 毎月　35,000円まで 10500 雇用・労災・健康・厚生
請負 高岡市 16010-24326181

不 問 通勤 (1) 6時30分～15時30分 他 171,000円～256,000円 7
2人 (2) 8時30分～17時30分 な　し 実費（上限あり） 3

0766-52-7755 (3)13時00分～22時00分 常 用 毎月　18,700円まで 20 雇用・労災・健康・厚生・財形
射水市 16010-24348481

44歳以下 通勤 (1) 8時10分～17時00分 土日祝他 179,800円～299,500円 26
2人 毎　週 実費（上限あり） 7

076-451-0036 常 用 毎月　30,000円まで 124 雇用・労災・健康・厚生・財形
射水市 16010-24372781

69歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時00分 土日祝他 180,000円～280,000円 7
1人 毎　週 実費（上限あり） 4

076-438-5523 常 用 毎月　10,000円まで 40 雇用・労災・健康・厚生
射水市 16010-24382281
不 問 通勤 (1) 9時00分～18時00分 他 220,000円～450,000円 8

1人 その他 実費（上限なし） 4
076-423-5860 常 用 200 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16010-24407081
不 問 通勤 (1) 9時00分～18時00分 水祝他 225,100円～355,100円 135

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

高岡市 16050- 6187881
不 問 通勤 (1) 9時00分～18時00分 水祝他 182,100円～302,100円 135

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

高岡市 16050- 6189181
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- 2415481
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- 2416781
不 問 通勤 (1) 9時00分～18時00分 日祝他 150,000円～170,000円 6

2人 (2) 9時30分～18時30分 毎　週 実費（上限あり） 5
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 17010-28161981
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 土日祝 225,000円～291,666円 6

1人 毎　週 実費（上限あり） 4
076-223-5623 臨時(4ヶ月以上) 毎月　17,000円まで 650 雇用・労災・健康・厚生

請負 高岡市 17010-28167181
不 問 通勤 (1) 8時15分～17時15分 日祝他 210,000円～250,000円 10

1人 毎　週 実費（上限あり） 0
076-276-2271 常 用 毎月　16,000円まで 50 雇用・労災・健康・厚生

射水市 17080- 9424681
74歳以下 通勤 (1) 9時30分～18時30分 日他 200,000円～250,000円 4

1人 その他 実費（上限なし） 3
045-482-4820 常 用 2800 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 14150-23128781
不 問 通勤 (1) 9時00分～18時00分 日祝 180,000円～180,000円 6

1人 (2) 9時00分～13時00分 その他 なし 4
0256-33-6170 常 用 300 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 15040- 9709381
不 問 通勤 (1) 8時00分～16時30分 土日祝他 128,000円～128,000円 7

1人 毎　週 実費（上限あり） 4
076-438-5523 臨時(4ヶ月以上) 毎月　10,000円まで 40 雇用・労災・健康・厚生

射水市 16010-24221081
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 160,000円～210,000円 25

1人 毎　週 実費（上限あり） 22
090-3299-7222 常 用 毎月　10,000円まで 25 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16060- 2392981
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時00分 日祝他 287,000円～290,000円 7

1人 その他 一定額 1
090-3157-9815 常 用 毎月　5,000円まで 130 雇用・労災・健康・厚生

射水市 17010-28119081
18歳以上 通勤 (1)10時00分～19時00分 他 158,400円～228,800円 10

2人 その他 実費（上限なし） 1
076-420-5272 常 用 370 雇用・労災・健康・厚生

請負 高岡市 21010-37522781
59歳以下 通勤 (1) 9時00分～17時45分 土日祝 187,700円～282,400円 5

1人 毎　週 実費（上限あり） 1
052-931-1881 常 用 毎月　50,000円まで 191 雇用・労災・健康・厚生

射水市 23010-38042781
59歳以下 通勤 (1) 7時00分～16時00分 土日祝他 200,000円～300,000円 8

1人 毎　週 実費（上限なし） 3
052-331-0218 常 用 303 雇用・労災・健康・厚生

射水市 23020-76971581
不 問 通勤 他 149,500円～253,000円 2

1人 その他 実費（上限あり） 2
0827-22-2228 常 用 毎月　23,000円まで 450 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 35090- 7561281
59歳以下 通勤 (1)13時00分～22時00分 日祝他 230,000円～400,000円 3

2人 その他 実費（上限あり） 1
03-5212-8110 常 用 毎月　30,000円まで 600 雇用・労災・健康・厚生

射水市 13010-24935782
59歳以下 通勤 (1)13時00分～22時00分 日祝他 230,000円～400,000円 6

2人 その他 実費（上限あり） 2
03-5212-8110 常 用 毎月　30,000円まで 600 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 13010-25016182
59歳以下 通勤 (1) 9時00分～17時00分 日祝他 300,000円～350,000円 40

1人 (2) 9時00分～15時00分 隔　週 実費（上限なし） 3
03-3931-2261 常 用 1000 雇用・労災・健康・厚生・財形

射水市 13090-47709981
59歳以下 通勤 (1) 7時00分～16時00分 日祝他 250,000円～300,000円 30

1人 その他 一定額 3
0766-56-7575 常 用 毎月　4,100円まで 900 雇用・労災・健康・厚生・財形

射水市 13090-47806581

256

257

258

259

260

250

251

252

253

254

255

244

245

246

247

248

249

238

239

240

241

242

243

235

236

237

４ｔトラック乗務員／富山(北陸地場便) 一般貨物自動車運送業
大東実業 株式会社
東京都板橋区新河岸1-7-2

正社員

一般事務(車両整備知識必要) 一般貨物自動車運送業
大東実業 株式会社
東京都板橋区新河岸1-7-2

正社員

個別教室のトライの教室長／高岡個別 学習塾
株式会社 トライグループ
東京都千代田区飯田橋1-10-3

正社員

個別教室のトライの教室長／小杉個別 学習塾
株式会社 トライグループ
東京都千代田区飯田橋1-10-3

正社員

ショップスタッフ(レディスファッション) 婦人・子供服小売業
株式会社 詩仙堂
山口県岩国市麻里布町1丁目 3-15

正社員以外
9時30分～18時00分の間の7時間以上

倉庫要員 鉄鋼製品卸売業
リンタツ 株式会社
愛知県名古屋市中区橘1丁目28-9

正社員

営業【富山営業所】 他に分類されない卸売業
ケイティケイ株式会社
愛知県名古屋市東区泉二丁目3番3号

正社員

交通誘導警備員(富山) 警備業
株式会社 安全警備(人材事業部 ライブリー)
岐阜県羽島郡岐南町平成3丁目166番地

正社員

大型運転手(富山) 一般貨物自動車運送業
星崎運輸株式会社 金沢支店
金沢市湊1丁目86-4

正社員
又は 0時00分～23時59分の間の7時間以上

介護士 老人福祉・介護事業
有限会社 笑顔の会
氷見市谷屋2201

正社員

送迎･配達運転手 工業用プラスチック製品製造業
株式会社 タカギコーポレーション
富山市犬島新町1-6-386

正社員以外

医療事務 医薬品・化粧品小売業
株式会社 コム･メディカル
新潟県三条市下須頃18-1

正社員

美容師／富山野村店 美容業
株式会社ハクブン
神奈川県横浜市青葉区あざみ野2-2-3

正社員

大型平ボディトラック運転手(富山営業所勤務) 一般貨物自動車運送業
日本海急送 株式会社
石川県白山市宮保町2729番地2

正社員

ビル設備管理者募集／急募 建物サービス業
北陸千代田 株式会社
石川県金沢市広岡1丁目5番23号

正社員以外

(契約)調剤薬局での事務全般［富山：高岡店］ 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

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

正社員

事務員 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

建築設計･デザイン 製材業，木製品製造業
チュ－モク株式会社
南砺市田中793

正社員

住宅営業 製材業，木製品製造業
チュ－モク株式会社
南砺市田中793

正社員

店舗運営、管理(店長候補) 写真機・時計・眼鏡小売業
株式会社 メガネのハラダ
富山市総曲輪3丁目2-29

正社員

サービス管理責任者(障害者のお世話) 工業用プラスチック製品製造業
株式会社 タカギコーポレーション
富山市犬島新町1-6-386

正社員

玉掛作業員 家具・建具・じゅう器等卸売業
河上金物 株式会社
富山市新庄本町2-1-120

正社員

ガソリンスタンド スタッフ 燃料小売業
松倉石油 株式会社
富山市願海寺658

正社員

調理員(高岡市学校給食石瀬共同調理場) その他の飲食料品小売業
株式会社 東洋食品 北陸事業部
富山市千歳町1-6-18 河口ﾋﾞﾙ別館3F

正社員

一般事務(高岡営業所) その他の機械器具卸売業
轟産業 株式会社 富山支店
富山市丸の内3丁目3-4

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

59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 他 240,000円～300,000円 8
4人 毎　週 実費（上限なし） 6

076-420-8607 常 用 237 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 13120-18617281

59歳以下 通勤 (1) 8時45分～17時45分 他 165,000円～174,000円 978
2人 (2)10時45分～19時45分 その他 実費（上限あり） 566

025-371-4115 (3)12時15分～21時15分 常 用 毎月　7,500円まで 10890 雇用・労災・健康・厚生・財形
高岡市 15070-10215681
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 他 228,000円～253,000円 14

2人 (2)16時30分～ 9時30分 毎　週 実費（上限あり） 11
076-461-7336 常 用 毎月　15,000円まで 15 雇用・労災・健康・厚生

射水市 16010-23955281
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 他 171,000円～190,000円 14

2人 (2)16時30分～ 9時30分 毎　週 実費（上限あり） 11
076-461-7336 (3)10時00分～19時00分 常 用 毎月　15,000円まで 15 雇用・労災・健康・厚生

射水市 16010-23956181
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 他 186,000円～216,000円 14

1人 (2)16時30分～ 9時30分 毎　週 実費（上限あり） 11
076-461-7336 (3)10時00分～19時00分 常 用 毎月　15,000円まで 15 雇用・労災・健康・厚生

射水市 16010-23957081
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 220,000円～350,000円 6

1人 その他 実費（上限あり） 1
076-451-9056 常 用 毎月　6,000円まで 40 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16010-24014381
不 問 通勤 他 200,000円～300,000円 4

2人 その他 実費（上限あり） 3
076-444-4989 常 用 毎月　10,000円まで 10 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16010-24041481
不 問 通勤 (1) 9時00分～18時00分 日他 200,000円～280,000円 1

1人 毎　週 実費（上限あり） 1
0761-55-5261 常 用 毎月　10,000円まで 21 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 17020- 8014381
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 土日他 162,000円～233,000円 28

3人 毎　週 実費（上限あり） 7
053-579-1671 常 用 毎月　15,000円まで 65 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 22020-27820281
59歳以下 通勤 他 161,400円～161,400円 2

2人 その他 実費（上限あり） 0
0852-60-0155 常 用 毎月　25,000円まで 466 雇用・労災・健康・厚生

請負 高岡市 32010-15224981

268

269

270

262

263

264

265

266

267

261

コンピュータコーナー受付及び販売 インターネット附随サービス業
株式会社 ジェットシステム ＰＣサポート事業部
島根県松江市学園南1丁目15-10

正社員 10時00分～21時00分の間の8時間程度

組立･梱包作業員(高岡工場) 医療用機械器具・医療用品製造業
森精工 株式会社
静岡県湖西市吉美3426

正社員

訪問あん摩マッサージ指圧師(高岡店) その他の社会保険・社会福祉・介護事
業株式会社 トランスパレンス

石川県能美市大成町ﾘ84Fﾋﾞﾙ2階
正社員

受付･接客･一般事務(高岡店) その他の洗濯・理容・美容・浴場業
有限会社 ビッツ
富山市四ﾂ葉町22-29

正社員 11時00分～21時00分の間の8時間程度

住宅資材の倉庫監理 建築材料卸売業
株式会社 サンエス 富山支店
富山市新庄町1丁目5番3号

正社員

小規模「いつでも来られま」の介護福祉士 老人福祉・介護事業
一般社団法人 福祉･介護･地域活性化ネットワークとやま
富山市西中野町1丁目7-27 ﾀｶﾉﾋﾞﾙ6階

正社員
又は 7時00分～21時00分の間の8時間以上

小規模「いつでも来られま」の介護 老人福祉・介護事業
一般社団法人 福祉･介護･地域活性化ネットワークとやま
富山市西中野町1丁目7-27 ﾀｶﾉﾋﾞﾙ6階

正社員
又は 7時00分～21時00分の間の8時間以上

小規模「いつでも来られま」の正看護師 老人福祉・介護事業
一般社団法人 福祉･介護･地域活性化ネットワークとやま
富山市西中野町1丁目7-27 ﾀｶﾉﾋﾞﾙ6階

正社員 又は 7時00分～19時00分の間の8時間

店舗販売職／地域正社員(ホーム社員) 他に分類されない小売業
株式会社 コメリ
新潟市南区清水4501番地1

正社員

メイク･湯灌･納棺業／富山市＜要普免＞ 老人福祉・介護事業
株式会社 愛和
東京都葛飾区細田5-19-3

正社員
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