
【一般】
年　齢 通住別 休日 賃　　　金 従業員数 業　　種

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

不 問 通勤 (1) 8時30分～17時15分 月他 128,650円～128,650円 12
1人 毎　週 実費（上限あり） 8

0766-20-1450 臨時(4ヶ月以上) 毎月　24,500円まで 76 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 16020-15565181
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 他 154,800円～197,800円 1

1人 (2) 7時00分～16時00分 毎　週 実費（上限あり） 0
090-4688-7545 常 用 毎月　10,000円まで 80 雇用・労災・健康・厚生

派遣 高岡市 16020-15570781
不 問 通勤 (1) 7時00分～16時00分 他 154,800円～197,800円 1

1人 毎　週 実費（上限あり） 0
090-4688-7545 常 用 毎月　10,000円まで 80 雇用・労災・健康・厚生

派遣 高岡市 16020-15571881
不 問 通勤 (1) 7時00分～16時00分 他 154,800円～197,800円 1

1人 毎　週 実費（上限あり） 0
090-4688-7545 常 用 毎月　10,000円まで 80 雇用・労災・健康・厚生

派遣 高岡市 16020-15572281
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 土日祝 160,000円～160,000円 1

1人 毎　週 実費（上限あり） 0
090-4688-7545 常 用 毎月　10,000円まで 80 雇用・労災・健康・厚生

派遣 高岡市 16020-15574081
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 190,000円～230,000円 7

1人 毎　週 実費（上限あり） 4
0766-22-4487 常 用 毎月　10,000円まで 7 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-15580281
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 200,000円～230,000円 7

1人 毎　週 実費（上限あり） 4
0766-22-4487 常 用 毎月　10,000円まで 7 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-15581181
40歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時00分 日祝他 160,000円～200,000円 32

1人 その他 実費（上限あり） 11
0766-28-5155 常 用 毎月　10,000円まで 32 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-15586581
44歳以下 通勤 (1) 8時30分～18時00分 日祝他 200,000円～280,000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 16020-15587481
64歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日他 250,000円～310,000円 7

3人 その他 実費（上限あり） 1
0766-24-2951 常 用 毎月　4,200円まで 7 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-15588781
不 問 通勤 (1) 9時00分～18時30分 日祝他 180,000円～230,000円 6

1人 (2) 9時00分～13時00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 16020-15589881
35歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時10分 他 196,000円～238,000円 34

1人 その他 実費（上限あり） 27
0766-36-1810 常 用 毎月　50,000円まで 107 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-15592381
不 問 通勤 (1)11時00分～19時00分 日祝他 215,000円～250,000円 6

2人 その他 実費（上限あり） 4
0766-23-2755 常 用 毎月　5,000円まで 50 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-15593681
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 16020-15595581
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 他 140,080円～140,080円 241

3人 (2) 9時30分～18時30分 その他 実費（上限あり） 184
0766-63-5353 (3)16時30分～ 9時30分 常 用 毎月　25,000円まで 318 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-15596481
不 問 通勤 (1) 9時00分～18時00分 土日祝 250,000円～350,000円 8

1人 毎　週 なし 2
0766-29-1450 常 用 300 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-15597781
30歳以下 通勤 (1) 8時05分～17時00分 日祝他 185,000円～220,000円 35

1人 その他 実費（上限あり） 8
0766-64-2043 常 用 毎月　10,000円まで 40 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-15598881
不 問 通勤 (1) 8時05分～17時00分 日祝他 170,000円～180,000円 35

1人 その他 実費（上限あり） 8
0766-64-2043 常 用 毎月　10,000円まで 40 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-15599281
不 問 通勤 (1) 8時05分～17時00分 日祝他 170,000円～180,000円 35

1人 その他 実費（上限あり） 8
0766-64-2043 常 用 毎月　10,000円まで 40 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-15600481
44歳以下 通勤 (1) 8時20分～17時30分 日祝他 185,000円～225,000円 40

1人 (2) 8時20分～17時50分 その他 実費（上限あり） 4
0766-45-0100 常 用 毎月　24,000円まで 40 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-15518381
59歳以下 通勤 (1) 8時20分～17時30分 日他 250,000円～300,000円 40

1人 (2) 8時20分～17時50分 その他 なし 4
0766-45-0100 常 用 40 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-15520481
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日他 200,000円～300,000円 7

1人 その他 実費（上限あり） 2
0766-82-5809 常 用 毎月　10,000円まで 7 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-15530881
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日 200,000円～300,000円 7

1人 その他 実費（上限あり） 2
0766-82-5809 常 用 毎月　10,000円まで 7 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-15531281
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職   種　　　　　

派　遣
請　負

事務･学芸員補助(藤子･Ｆ･不二雄ふるさとギャラリー) 社会教育

公益財団法人 高岡市民文化振興事業団
高岡市末広町1番7号 生涯学習ｾﾝﾀｰ3F

正社員以外

野菜･果物の仕分け、カット、品出し等(中田店) 労働者派遣業

株式会社 ステップ
高岡市大坪町3丁目7-40 大坪ﾋﾞﾙ4F

魚のさばき、刺身のカット詰め、品出し等(姫野店) 労働者派遣業

株式会社 ステップ
高岡市大坪町3丁目7-40 大坪ﾋﾞﾙ4F

無期雇用派遣

無期雇用派遣

精肉の加工、パック詰め、品出し等(美幸町店) 労働者派遣業

株式会社 ステップ
高岡市大坪町3丁目7-40 大坪ﾋﾞﾙ4F

無期雇用派遣

アルミ製品の加工、梱包 労働者派遣業

株式会社 ステップ
高岡市大坪町3丁目7-40 大坪ﾋﾞﾙ4F

無期雇用派遣

トムソン加工機械オペレーター 紙製容器製造業

高岡紙器印刷 株式会社
高岡市問屋町256

配送業務 紙製容器製造業

高岡紙器印刷 株式会社
高岡市問屋町256

正社員

正社員

工場内作業(ドライホーニング加工、検査、箱詰め) その他の金属製品製造業

株式会社 研磨ックス
高岡市能町1962番地

歯科衛生士 歯科診療所

つの歯科 口腔外科
高岡市出来田261-1

塗装工 塗装工事業

中川塗装株式会社
高岡市新成町3番46号

歯科助手 歯科診療所

つの歯科 口腔外科
高岡市出来田261-1

営業職【本社工場】 その他の食料品製造業

株式会社 森の環
高岡市葦附1239-55

児童発達支援管理責任者 障害者福祉事業

株式会社 和
高岡市駅南2丁目3番5号坂本ﾋﾞﾙ

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
高岡市米島282

介護職員 病院

医療法人社団 紫蘭会『光ヶ丘病院』『介護老人保健施設 おおぞら』

正社員

高岡市西藤平蔵313

ＩＴ事務 警備業

ＫＹＯＤＯＵ株式会社
高岡市問屋町219番地

正社員以外

塗装工 その他の金属製品製造業

株式会社 コ－トせいでん
高岡市福岡町三日市505番地

正社員

正社員

構内作業員 その他の金属製品製造業

株式会社 コ－トせいでん
高岡市福岡町三日市505番地

検査梱包員 その他の金属製品製造業

株式会社 コ－トせいでん

正社員

高岡市福岡町三日市505番地

工場作業オペレーター 再生資源卸売業

日本総合リサイクル 株式会社
高岡市伏木1丁目1番地1

正社員

営業職 再生資源卸売業

日本総合リサイクル 株式会社
高岡市伏木1丁目1番地1

正社員

正社員

配管工 管工事業

株式会社サンコー
高岡市放生津126

施工管理 管工事業

株式会社サンコー

正社員

高岡市放生津126
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00分 日他 148,778円～148,778円 9
2人 その他 実費（上限あり） 3

0766-44-2797 臨時(4ヶ月以上) 毎月　16,000円まで 242 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 16020-15533081

62歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 180,000円～300,000円 20
1人 その他 実費（上限あり） 6

0766-82-6281 常 用 毎月　8,000円まで 55 雇用・労災・健康・厚生・財形
高岡市 16020-15546781
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時00分 日祝他 145,000円～155,000円 7

1人 毎　週 実費（上限あり） 4
0766-22-4487 常 用 毎月　10,000円まで 7 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-15547881
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日他 150,000円～182,600円 55

1人 その他 実費（上限あり） 15
0766-24-6636 常 用 毎月　12,000円まで 98 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-15550681
44歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 176,800円～228,800円 9

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

高岡市 16020-15556281
44歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 149,600円～149,600円 9

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

高岡市 16020-15557181
44歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 149,600円～149,600円 9

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

高岡市 16020-15559381
不 問 通勤 (1) 8時00分～16時30分 他 184,000円～184,000円 15

2人 その他 実費（上限なし） 0
0766-21-2077 常 用 450 雇用・労災・健康・厚生

請負 高岡市 16020-15564281
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 16020-15476281
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時10分 日祝他 170,000円～200,000円 2

1人 その他 なし 0
0766-23-7722 常 用 2 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-15479381
35歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時15分 他 173,900円～195,700円 50

2人 (2) 7時00分～15時45分 毎　週 実費（上限あり） 31
0766-36-1636 (3)10時30分～19時15分 常 用 毎月　20,900円まで 105 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-15483881
44歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時15分 土日祝他 173,900円～236,000円 50

1人 毎　週 実費（上限あり） 30
0766-36-1636 常 用 毎月　20,900円まで 105 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-15484281
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 16020-15485181
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 16020-15490781
64歳以下 通勤 (1) 7時00分～15時30分 日祝他 141,100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 16020-15491881
不 問 通勤 (1) 8時50分～17時30分 土日他 146,000円～146,000円 150

1人 毎　週 実費（上限あり） 30
0766-31-1115 臨時(4ヶ月未満) 毎月　10,000円まで 500 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-15495381
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 土日祝他 156,000円～217,000円 90

1人 毎　週 実費（上限あり） 19
0766-64-4000 臨時(4ヶ月以上) 毎月　50,000円まで 122 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-15497981
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 他 240,000円～290,000円 5

1人 その他 実費（上限あり） 5
0766-25-3333 常 用 毎月　20,000円まで 158 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-15501681
不 問 通勤 (1) 8時15分～17時00分 日祝他 200,000円～250,000円 5

1人 その他 実費（上限なし） 2
0766-25-1550 常 用 7 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-15511581
44歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 177,720円～262,720円 90

1人 その他 実費（上限あり） 24
0766-31-2810 常 用 毎月　23,000円まで 90 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-15391981
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 土日他 250,000円～500,000円 9

3人 毎　週 実費（上限なし） 1
0766-31-3326 常 用 9 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-15393481
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 土日他 138,000円～345,000円 9

3人 毎　週 実費（上限なし） 1
0766-31-3326 常 用 9 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-15394781
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 土日他 138,000円～300,000円 9

3人 毎　週 実費（上限なし） 1
0766-31-3326 常 用 9 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-15395881
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紙筒の選別･加工 紙製品製造業

中越パッケージ株式会社 伏木事業所
高岡市伏木1丁目1-2

正社員以外

製品の結束と目視検査 製材業，木製品製造業

株式会社アプト･シンコー
高岡市堀岡又新16番地

化粧箱作成(ボール紙への化粧紙の貼付) 紙製容器製造業

高岡紙器印刷 株式会社
高岡市問屋町256

正社員

工場内作業員 建設用・建築用金属製品製造業

株式会社 関口製作所
高岡市和田263-1

正社員

正社員

段ボール加工 加工紙製造業

有限会社 木村パッケージ
高岡市福岡町三日市280-1

正社員

段ボール加工業務 加工紙製造業

有限会社 木村パッケージ
高岡市福岡町三日市280-1

事務兼段ボール加工 加工紙製造業

有限会社 木村パッケージ

正社員

高岡市福岡町三日市280-1

リフト作業(二塚営業所又は高岡営業所) 一般貨物自動車運送業

中越テック株式会社
射水市広上2000-1

正社員

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

アルミサッシ加工(切断、プレス、梱包) 産業機械器具卸売業

有限会社 ケーワイ

正社員

高岡市二塚1021

支援員 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

看護師 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

正社員

プラスチック部品製造補助員 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

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

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

正社員

正社員

受付業務･事務業務 食料・飲料卸売業

北陸コカ･コーラボトリング 株式会社
高岡市内島3550

情報システム職 プラスチック板・棒・管・継手・異形押出
製品製造業三協化成 株式会社

高岡市福岡町下向田 3-1

正社員以外

正社員以外

管理者候補【訪問看護ステーションひだまり】 老人福祉・介護事業

トータル･メディカル津沢 株式会社
高岡市佐野1095-2

正社員

配達、荷受け、選別 非鉄金属卸売業

ナンブメタル 株式会社
高岡市赤祖父514

正社員

事務職 建設用・建築用金属製品製造業

株式会社 クマキ
高岡市福岡町赤丸970-1

足場組立 大工工事業

株式会社 大和興業
高岡市福岡町舞谷1265

正社員

正社員

建築塗装工(見習可) 大工工事業

株式会社 大和興業
高岡市福岡町舞谷1265

現場作業員 大工工事業

株式会社 大和興業

正社員

高岡市福岡町舞谷1265
正社員

39
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48

50

45

46

56

57

61

62

65

67

73

74

75

76
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【一般】
年　齢 通住別 休日 賃　　　金 従業員数 業　　種

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

職   種　　　　　

派　遣
請　負

不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 土日他 161,000円～345,000円 9
3人 毎　週 実費（上限なし） 1

0766-31-3326 常 用 9 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 16020-15396281
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 土日他 150,000円～400,000円 9

2人 毎　週 実費（上限なし） 1
0766-31-3326 常 用 9 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-15397181
不 問 通勤 (1) 9時00分～18時00分 日祝他 145,000円～185,000円 3

1人 (2) 9時00分～13時00分 その他 実費（上限あり） 3
0766-22-0068 (3) 8時30分～17時30分 常 用 毎月　15,000円まで 3 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-15399381
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時00分 日祝他 186,000円～257,000円 3

2人 その他 一定額 0
0766-36-8250 常 用 毎月　10,000円まで 3 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-15400281
44歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 182,720円～262,720円 90

1人 その他 実費（上限あり） 24
0766-31-2810 常 用 毎月　23,000円まで 90 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-15401181
59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 180,000円～270,000円 40

2人 その他 実費（上限あり） 7
0766-63-6168 常 用 毎月　10,000円まで 43 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-15402081
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 16020-15406581
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 16020-15407481
40歳以下 通勤 (1) 8時15分～17時00分 日祝他 155,000円～185,000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 16020-15408781
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 16020-15409881
44歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 土日祝他 150,000円～200,000円 8

1人 毎　週 実費（上限あり） 3
0766-84-2821 常 用 毎月　10,000円まで 8 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-15411081
不 問 通勤 (1) 8時00分～16時45分 日祝他 199,000円～229,000円 5

2人 その他 実費（上限あり） 1
0766-44-2506 常 用 毎月　10,000円まで 6 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-15413681
不 問 通勤 (1) 9時30分～20時00分 他 170,000円～200,000円 3

1人 (2) 9時30分～13時00分 その他 実費（上限あり） 3
0766-75-0135 (3) 9時30分～18時00分 常 用 毎月　10,000円まで 3 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-15429081
不 問 通勤 (1) 7時30分～16時30分 他 145,000円～230,000円 30

3人 (2) 8時30分～17時30分 その他 実費（上限あり） 25
0766-64-6788 (3)10時30分～19時30分 常 用 毎月　10,000円まで 30 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-15435281
59歳以下 通勤 (1) 7時00分～16時00分 日他 230,000円～230,000円 10

1人 (2) 7時00分～12時00分 その他 実費（上限あり） 4
0766-25-5529 常 用 毎月　10,000円まで 10 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-15436181
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 16020-15441781
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 16020-15442881
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 他 186,000円～250,000円 13

2人 (2)10時00分～19時00分 毎　週 実費（上限あり） 8
0766-44-1666 (3)16時30分～ 9時30分 常 用 毎月　26,000円まで 40 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-15444181
35歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時40分 水祝他 190,000円～250,000円 30

1人 その他 実費（上限なし） 15
0766-84-6110 常 用 341 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-15445081
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日他 184,000円～368,000円 25

5人 その他 実費（上限あり） 5
090-3294-7096 常 用 毎月　15,000円まで 25 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-15446381
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日他 161,000円～345,000円 25

3人 その他 実費（上限あり） 5
090-3294-7096 常 用 毎月　15,000円まで 25 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-15447681
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日他 161,000円～299,000円 25

1人 その他 実費（上限あり） 5
0766-26-5009 常 用 毎月　15,000円まで 25 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-15448981
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日他 161,000円～299,000円 25

2人 その他 実費（上限あり） 5
090-3294-7096 常 用 毎月　15,000円まで 25 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-15449581

88

90

コーキング･防水工 大工工事業

株式会社 大和興業
高岡市福岡町舞谷1265

大工 大工工事業

株式会社 大和興業
高岡市福岡町舞谷1265

正社員

正社員

医療事務 その他の専門サービス業

有限会社 いずみ商事
高岡市駅南4丁目9-16

外装工 その他の職別工事業

有限会社 中島建材

正社員

高岡市下麻生字天洞5331

４ｔトラック配送員 建設用・建築用金属製品製造業

株式会社 クマキ
高岡市福岡町赤丸970-1

正社員

ガラス加工及び商品開発(建築用合わせガラス) ガラス・同製品製造業

日石硝子工業 株式会社
高岡市戸出栄町7番地

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

営業 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

一般事務 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

品質保証 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

事務スタッフ及び現場管理アシスタント その他の職別工事業

株式会社 エビークス
射水市八幡町 3-4-18

正社員

自動車整備士 自動車整備業

東光産業 株式会社
高岡市伏木矢田5-57

正社員

受付兼診察補助 獣医業

ますだ動物病院
高岡市中曽根352-3

介護職員(小規模多機能) 老人福祉・介護事業

有限会社 伊勢彦
高岡市福岡町江尻219-1

正社員

正社員

精肉加工作業、配送 各種食料品小売業

カトーミート株式会社
高岡市定塚町1番7号

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

正社員

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

正社員以外

介護職員(ケアホーム) 老人福祉・介護事業

株式会社 ウェブインテリジェンス
高岡市伏木古府2丁目6-2

正社員

正社員

事務職【本社】 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

鳶工員 とび・土工・コンクリート工事業

株式会社 山本建成工業

正社員

高岡市角302-4

技術者及び現場監督 とび・土工・コンクリート工事業

株式会社 山本建成工業
高岡市角302-4

正社員

営業 とび・土工・コンクリート工事業

株式会社 山本建成工業
高岡市角302-4

正社員

正社員

雑工員(アルバイト) とび・土工・コンクリート工事業

株式会社 山本建成工業
高岡市角302-4

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) 8時00分～17時00分 日他 161,000円～345,000円 25
5人 その他 実費（上限あり） 5

090-3294-7096 常 用 毎月　15,000円まで 25 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 16020-15450881
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日他 299,000円～368,000円 25

2人 その他 実費（上限あり） 5
090-3294-7096 常 用 毎月　15,000円まで 25 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-15451281
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 158,400円～176,000円 31

1人 その他 実費（上限あり） 9
0766-22-2258 常 用 毎月　10,000円まで 31 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-15455681
不 問 通勤 他 200,000円～350,000円 30

1人 その他 なし 29
0766-27-6666 常 用 80 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-15457581
18歳以上 通勤 (1)14時30分～ 0時00分 他 200,000円～350,000円 18

1人 その他 なし 9
0766-27-6666 常 用 80 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-15463981
18歳以上 通勤 (1)14時30分～ 0時00分 他 180,000円～350,000円 18

1人 その他 なし 9
0766-27-6666 常 用 80 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-15466781
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 185,000円～260,000円 13

2人 その他 実費（上限あり） 1
0766-24-0188 常 用 毎月　5,000円まで 13 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-15272481
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 245,000円～295,000円 13

1人 その他 実費（上限あり） 1
0766-24-0188 常 用 毎月　5,000円まで 13 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-15273781
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 16020-15276181
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 2420 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-15284181
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 水他 152,000円～180,000円 11

1人 その他 実費（上限なし） 6
0766-24-2121 常 用 13 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-15290881
35歳以下 通勤 (1) 8時15分～17時00分 日祝他 210,000円～280,000円 37

1人 その他 実費（上限あり） 5
0766-31-1272 常 用 毎月　18,500円まで 37 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-15307381
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時00分 土日祝他 250,000円～400,000円 20

1人 (2) 9時00分～17時30分 毎　週 実費（上限あり） 18
0766-27-0211 (3) 7時40分～16時10分 常 用 毎月　5,000円まで 20 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-15308681
39歳以下 通勤 (1) 7時20分～15時00分 他 198,250円～245,250円 179

1人 (2)14時50分～22時30分 その他 実費（上限あり） 44
0766-26-3130 (3)22時20分～ 7時30分 常 用 毎月　15,000円まで 261 雇用・労災・健康・厚生

請負 高岡市 16020-15310781
59歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日他 261,000円～380,000円 25

1人 その他 実費（上限あり） 3
0766-22-0473 常 用 毎月　15,000円まで 25 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-15321181
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時00分 他 242,000円～302,000円 97

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

高岡市 16020-15331081
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時00分 他 225,000円～285,000円 97

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

高岡市 16020-15333681
不 問 通勤 (1) 8時30分～18時00分 日他 200,000円～350,000円 6

2人 その他 実費（上限あり） 3
0766-31-6635 常 用 毎月　12,000円まで 18 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-15339281
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 16020-15341681
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

2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 16020-15348181
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 16020-15352481
64歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 他 156,240円～156,240円 39

1人 その他 実費（上限あり） 16
0766-25-3535 常 用 毎月　20,000円まで 40 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-15356181
不 問 通勤 (1) 8時30分～18時30分 水日祝他 210,000円～280,000円 7

1人 (2) 8時30分～17時30分 毎　週 実費（上限あり） 6
0766-64-0707 常 用 毎月　5,000円まで 7 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-15366381

107

113

115

116

土木作業員 とび・土工・コンクリート工事業

株式会社 山本建成工業
高岡市角302-4

運転手 とび・土工・コンクリート工事業

株式会社 山本建成工業
高岡市角302-4

正社員

正社員

事務 その他のはん用機械・同部分品製造
業株式会社 渡製作所

高岡市石瀬896

接客･販売･店舗運営管理(道の駅 高岡万葉の里) 食堂，レストラン

株式会社 インサイト

正社員

高岡市宮脇町1003番地 ｲﾝｻｲﾄﾋﾞﾙ4F
8時00分～21時00分の間の7時間以上

調理スタッフ(越中居酒屋かざくら)【準社員】 食堂，レストラン

株式会社 インサイト
高岡市宮脇町1003番地 ｲﾝｻｲﾄﾋﾞﾙ4F

正社員

調理スタッフ(越中居酒屋かざくら)【正社員】 食堂，レストラン

株式会社 インサイト
高岡市宮脇町1003番地 ｲﾝｻｲﾄﾋﾞﾙ4F

正社員以外

正社員

電気工事 電気工事業

フジサワ電機 株式会社
高岡市熊野町1-35

電気工事施工管理 電気工事業

フジサワ電機 株式会社

正社員

高岡市熊野町1-35

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

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

一般事務 他に分類されない小売業

株式会社 山内神仏具店

正社員

高岡市末広町8番地

電気保安業務 その他の非鉄金属製造業

エイト金属株式会社
高岡市六家1062

正社員

臨床工学技士 一般診療所

医療法人社団 望生会 泉が丘内科クリニック
高岡市佐野892-1

リフトオペレーター 紙製品製造業

中越ロジスティクス 株式会社

正社員

正社員

高岡市米島282番地
正社員

大型運転手(産業廃棄物の収集運搬) 一般土木建築工事業

雄基工業 株式会社
高岡市能町東34番地

正看護師 病院

医療法人 明心会 柴田病院
高岡市永楽町5-1

准看護師 病院

医療法人 明心会 柴田病院

正社員

正社員

高岡市永楽町5-1
正社員

建築板金工 建設用粘土製品製造業

有限会社 田名田板金工業所
高岡市福岡町赤丸703-1

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

正社員

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

正社員

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

高岡市福岡町荒屋敷522
正社員

ミシンオペレーター 衣服卸売業

株式会社 ユニフォームニシジマ
高岡市問屋町27-1

正社員

看護師(正･准) 一般診療所

医療法人社団恵桜会 皮膚科ちえこクリニック
高岡市福岡町福岡新147

正社員

108

109

110

111

112

104

105

117

118

119

124

125

123

127

128

131

134

137

146
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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～18時30分 水日祝他 160,000円～190,000円 7
1人 (2) 8時30分～17時30分 毎　週 実費（上限あり） 6

0766-50-8209 常 用 毎月　5,000円まで 7 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 16020-15367681

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 16020-15369581
不 問 通勤 (1) 5時00分～16時00分 日祝他 200,000円～350,000円 75

1人 その他 実費（上限なし） 40
0766-63-4750 常 用 85 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-15374381
18歳～35歳 通勤 (1)10時30分～11時30分 他 184,000円～184,000円 32

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

高岡市 16020-15378481
59歳以下 通勤 (1) 8時15分～17時30分 土日他 160,000円～170,000円 26

1人 (2) 7時45分～17時00分 毎　週 実費（上限あり） 3
0766-31-5455 (3) 8時00分～17時15分 常 用 毎月　15,000円まで 39 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-15379781
39歳以下 通勤 (1) 8時15分～17時00分 日祝他 180,000円～200,000円 4

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

高岡市 16020-15384581
不 問 通勤 (1) 8時10分～17時10分 日祝他 148,000円～180,000円 36

1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 16020-15387881
18歳以上 通勤 (1) 9時00分～18時00分 他 280,000円～280,000円 0

1人 その他 実費（上限なし） 0
027-345-8725 臨時(4ヶ月以上) 18868 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 10020-20591881
不 問 通勤 (1) 8時45分～17時45分 火水他 218,000円～251,000円 2

2人 (2) 9時45分～18時45分 毎　週 実費（上限なし） 1
03-3350-3131 臨時(4ヶ月以上) 2500 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 13080-96325681
35歳以下 通勤 (1) 9時00分～17時30分 日祝他 180,000円～220,100円 51

1人 その他 実費（上限あり） 3
076-439-2211 常 用 毎月　25,000円まで 55 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16010-27041881
不 問 通勤 (1) 9時00分～17時30分 日祝他 180,000円～217,700円 51

1人 その他 実費（上限あり） 3
076-439-2211 常 用 毎月　25,000円まで 55 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16010-27042281
59歳以下 通勤 (1) 8時15分～17時00分 日他 155,500円～209,000円 14

1人 (2) 8時45分～17時30分 毎　週 実費（上限あり） 12
076-436-0911 (3)16時00分～ 9時00分 常 用 毎月　12,500円まで 80 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16010-27073581
不 問 通勤 (1) 9時00分～17時30分 他 218,500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 17010-31443181
不 問 通勤 (1) 9時00分～17時30分 他 261,500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 17010-31487081
18歳以上 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 158,400円～167,200円 14

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

請負 高岡市 17031- 2952181
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 17080-10450081
74歳以下 通勤 (1) 9時30分～18時30分 水他 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 14150-26056881
59歳以下 通勤 (1) 9時00分～17時45分 他 190,000円～300,000円 20

5人 (2)16時45分～ 1時30分 その他 実費（上限あり） 0
076-432-4632 (3) 1時00分～ 9時45分 常 用 毎月　50,000円まで 556 雇用・労災・健康・厚生・財形

請負 高岡市 16010-26859081
不 問 通勤 (1)10時30分～20時00分 他 147,840円～176,000円 17

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

請負 高岡市 16010-26928881
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日他 138,635円～138,635円 5

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

請負 高岡市 16010-26971381
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 200,000円～250,000円 10

2人 毎　週 実費（上限あり） 1
0766-22-9297 常 用 毎月　19,300円まで 107 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 17010-31323081
44歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 190,000円～230,000円 10

1人 毎　週 実費（上限あり） 1
0766-22-9297 常 用 毎月　19,300円まで 107 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 17010-31328481
39歳以下 通勤 (1) 9時00分～18時00分 他 170,000円～170,000円 7

1人 (2)12時00分～20時45分 その他 実費（上限あり） 7
0776-50-1610 常 用 毎月　13,000円まで 60 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 18010-22560381

180

181

182

販売スタッフ(高岡店) その他の織物・衣服・身の回り品小売
業株式会社 Ｓｙｍｐａ (雑貨ショップ Ｓｙｍｐａ)

福井県福井市高柳2丁目810番地
正社員

道路維持作業 土木工事業

ハイウェイ･リバーメンテナンス株式会社
石川県金沢市松島町17番地

正社員

道路維持作業 土木工事業

ハイウェイ･リバーメンテナンス株式会社
石川県金沢市松島町17番地

正社員

149

150

又は 8時45分～18時45分の間の8時間

医療事務 一般診療所

医療法人社団恵桜会 皮膚科ちえこクリニック
高岡市福岡町福岡新147

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

正社員

高岡市あわら町3-4

ルートセールス(本社) 野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料
品製造業菱富食品工業 株式会社

高岡市二塚205-8

正社員

正社員

フロントスタッフ 旅館，ホテル

株式会社 東横イン 新高岡駅新幹線南口
高岡市下黒田3015

一般事務 鉄素形材製造業

株式会社 高岡製作所

正社員

高岡市四日市123番地14

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

高岡市五福町9-19

正社員

正社員

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
高岡市福岡町土屋685-1

正社員

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

ヘアスタイリスト／ＡＤ高岡 その他の織物・衣服・身の回り品小売
業株式会社 アデランス

東京都新宿区新宿一丁目6番3号 AD本社ﾋﾞﾙ(ｱﾃﾞﾗﾝｽﾋﾞﾙ)

販売 産業機械器具卸売業

トヨタＬ＆Ｆ富山 株式会社

正社員以外

富山市千歳町二丁目5番26号

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

正社員

介護職(つくしの家といで) 老人福祉・介護事業

株式会社 つくし工房
富山市中沖150-3

正社員

(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

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

交通誘導員 警備業

東洋警備保障(株)羽咋営業所
石川県羽咋市南中央町ｷ154-14番地

正社員以外

正社員以外

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

美容師／富山戸出店 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

コンピュータシステム運用 ソフトウェア業

株式会社 高志インテック
富山市下新町5-23

調理補助(さくら苑) 食堂，レストラン

日本海給食 株式会社

正社員

富山市上赤江町1丁目8番13号
正社員以外

正社員

清掃員(高岡ふしき病院) 建物サービス業

株式会社 北栄産業
富山市下新町17-23

147

148

151

155

156

157

158

152

153

159

163

164

165

166

169

170

171

174
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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40分 他 151,000円～245,000円 6
1人 その他 実費（上限あり） 2

077-582-9300 常 用 毎月　100,000円まで 3700 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 25060-13816981

40歳以下 通勤 (1) 9時00分～17時30分 日祝他 200,400円～300,000円 5
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 27070-28274081

59歳以下 通勤 (1) 9時00分～17時30分 日祝他 250,000円～400,000円 18
1人 その他 実費（上限あり） 7

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 27070-28278581

59歳以下 通勤 (1) 9時00分～17時30分 日祝他 250,000円～400,000円 18
1人 その他 実費（上限あり） 7

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 27070-28286581

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 27070-28290181

40歳以下 通勤 (1) 9時00分～17時30分 日祝他 171,000円～233,000円 18
1人 その他 実費（上限あり） 4

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 27070-28291081

18歳～59歳 通勤 (1)10時00分～18時00分 他 189,000円～256,800円 30
1人 (2)15時00分～23時00分 その他 実費（上限あり） 12

03-5764-2216 (3)21時00分～ 5時00分 常 用 毎月　40,000円まで 11063 雇用・労災・健康・厚生・財形
高岡市 13060-23333281

18歳～59歳 通勤 (1)10時00分～18時00分 他 189,000円～256,800円 30
1人 (2)15時00分～23時00分 その他 実費（上限あり） 12

03-5764-2216 (3)21時00分～ 5時00分 常 用 毎月　40,000円まで 11063 雇用・労災・健康・厚生・財形
高岡市 13060-23335081
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 16010-26824081
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ヶ月未満) 毎月　40,000円まで 730 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16010-26828581
不 問 通勤 (1) 7時30分～16時30分 他 177,200円～190,800円 15

2人 (2)10時30分～19時30分 毎　週 実費（上限なし） 11
0763-22-1777 (3)16時30分～ 9時30分 常 用 115 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16050- 6793381
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- 2663281
不 問 通勤 他 185,000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 21030-15999881

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 21030-16073781

不 問 通勤 (1)10時30分～19時30分 他 182,000円～182,000円 4
1人 その他 実費（上限あり） 3

03-6778-8389 臨時(4ヶ月以上) 毎月　50,000円まで 4300 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 22010-34878281
不 問 通勤 (1)10時30分～19時30分 他 182,000円～182,000円 3

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

高岡市 22010-34880681
18歳以上 通勤 (1) 9時30分～18時30分 他 190,080円～190,080円 6

1人 (2)12時15分～21時15分 毎　週 実費（上限なし） 6
03-6262-7725 臨時(4ヶ月以上) 2600 雇用・労災・健康・厚生

請負 高岡市 13010-39984782
18歳以上 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 14100-12920681
不 問 通勤 (1) 6時45分～16時00分 他 176,000円～176,000円 55

3人 (2) 9時00分～18時15分 その他 実費（上限あり） 34
0256-33-6042 (3)10時30分～19時45分 臨時(4ヶ月以上) 毎月　20,000円まで 3122 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 15040-10654981
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 土日祝他 195,000円～332,000円 44

2人 毎　週 実費（上限なし） 8
076-435-5560 常 用 82 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16010-26572581
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 土日祝他 195,000円～332,000円 44

2人 毎　週 実費（上限なし） 8
076-435-5560 常 用 82 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16010-26573481
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 16010-26591881
不 問 通勤 (1) 8時30分～16時30分 日他 135,000円～178,000円 40

1人 その他 実費（上限あり） 25
0766-24-0204 常 用 毎月　31,600円まで 85 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16010-26626381
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指導員 障害者福祉事業

株式会社 ＰＥＲＳＯＮ’Ｓ
富山市布瀬町南2丁目10番地11

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

技術社員 宅内部門(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

技術社員 線路部門(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

建築資材･工具･木材担当補佐(高岡駅南店 準社員) 百貨店，総合スーパー

ホームセンタームサシ (アークランドサカモト(株))
新潟県三条市上須頃445番地

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

ショッピングモールのインフォメーションスタッフ 建物サービス業

西新サービス 株式会社
東京都中央区日本橋本町4-8-14

正社員以外

店舗スタッフ(フルタイム契約社員)／高岡市美幸町 写真機・時計・眼鏡小売業

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

静岡県静岡市葵区伝馬町8-6
正社員以外

店舗スタッフ(フルタイム契約社員)／高岡市 写真機・時計・眼鏡小売業

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

静岡県静岡市葵区伝馬町8-6
正社員以外

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

登録販売者／地域社員(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

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

介護職員(グループホーム) 老人福祉・介護事業

株式会社 北陸福祉会
南砺市二日町2077-7

正社員

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

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

急募★ホール主任･店長登用有／日本海庄や 高岡店 食堂，レストラン

株式会社 大庄
東京都大田区大森北1-1-10 大森ｼﾃｨﾋﾞﾙ5階

正社員

急募★調理主任／日本海庄や 高岡店 食堂，レストラン

株式会社 大庄
東京都大田区大森北1-1-10 大森ｼﾃｨﾋﾞﾙ5階

正社員

購買 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

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

開発設計 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

技術職 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

営業 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

農業用機械の販売･整備(戸出支店) 農耕用品小売業

ヤンマーアグリジャパン株式会社 中部近畿支社
滋賀県守山市勝部2丁目3番9号

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 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- 2644481
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 17010-31024081
18歳以上 通勤 他 200,000円～200,000円 15

1人 毎　週 実費（上限なし） 8
0761-23-5064 常 用 180 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 17020- 8867881
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- 8884781
不 問 通勤 日祝他 320,000円～450,000円 3

1人 毎　週 実費（上限あり） 2
0120-489-311 常 用 毎月　100,000円まで 1680 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 28040-18299981
不 問 通勤 (1) 9時00分～18時15分 他 176,000円～176,000円 28

1人 (2)10時30分～19時45分 その他 実費（上限あり） 16
0256-33-6042 臨時(4ヶ月以上) 毎月　20,000円まで 3122 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 15040-10582481
不 問 通勤 (1) 9時00分～18時15分 他 176,000円～176,000円 28

1人 (2)10時30分～19時45分 その他 実費（上限あり） 16
0256-33-6042 臨時(4ヶ月以上) 毎月　20,000円まで 3122 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 15040-10583781
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- 7365181
45歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時30分 他 183,400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- 7382081
59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 土日祝他 160,000円～170,000円 7

1人 毎　週 実費（上限あり） 5
076-467-5151 常 用 毎月　30,000円まで 275 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16010-26474381
不 問 通勤 (1)10時00分～19時30分 他 154,000円～187,000円 12

1人 (2) 5時30分～15時00分 毎　週 実費（上限なし） 12
076-441-7657 常 用 750 雇用・労災・健康・厚生

請負 高岡市 16010-26521681
不 問 通勤 (1) 7時30分～16時00分 日祝他 179,520円～179,520円 15

1人 (2) 8時30分～17時00分 毎　週 実費（上限あり） 14
0763-32-2848 (3)10時15分～19時00分 常 用 毎月　4,800円まで 15 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16050- 6673981
不 問 通勤 (1) 7時45分～16時30分 土日祝他 181,000円～221,000円 15

1人 (2) 8時15分～17時00分 毎　週 実費（上限あり） 14
0763-32-2848 (3) 9時45分～18時30分 常 用 毎月　3,600円まで 15 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16050- 6675481
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- 2624681
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 23020-83808881
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 23020-83844381
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 23020-83864781
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 23020-83892081
不 問 通勤 (1) 9時30分～18時10分 他 172,500円～276,000円 3

1人 (2)10時00分～18時40分 その他 実費（上限あり） 3
052-563-2315 臨時(4ヶ月未満) 毎月　50,000円まで 5400 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 23020-84268681
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婦人服「２３区」の販売 衣服卸売業

株式会社 オンワード樫山 名古屋支店
名古屋市中村区名駅南4-11-31

正社員以外

常勤英会話講師 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

アシスタントマネージャー 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

主任英会話講師 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

スクールマネージャー 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

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

幼稚園教諭･保育士 幼稚園

学校法人 出町青葉幼稚園
砺波市寿町3-10

正社員

幼稚園教諭、保育士 幼稚園

学校法人 出町青葉幼稚園
砺波市寿町3-10

正社員以外

調理員(特養あさひ苑) 食堂，レストラン

日本海給食 株式会社
富山市上赤江町1丁目8番13号

正社員

医療事務 病院

医療法人社団 双星会
富山市上二杉420-2

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

自転車修理･販売担当(高岡中曽根店･準社員) 百貨店，総合スーパー

ホームセンタームサシ (アークランドサカモト(株))
新潟県三条市上須頃445番地

正社員以外

建築資材担当(高岡中曽根店･準社員) 百貨店，総合スーパー

ホームセンタームサシ (アークランドサカモト(株))
新潟県三条市上須頃445番地

正社員以外

薬剤師(広小路店) 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
8時30分～19時00分の間の8時間以上

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

コンビニエンスストア店長候補(ファミマ福岡大滝西店) その他の各種商品小売業

株式会社グリーン･デイ
石川県小松市義仲町140

正社員
0時00分～23時59分の間の8時間

(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

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
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