
【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00分～17時00分 土日祝他 160,000円～240,000円 4
1人 毎　週 なし 0

0766-24-4004 常 用 4 雇用・労災・健康・厚生
請負 高岡市 16020-16608581

44歳以下 通勤 (1) 9時00分～18時00分 日他 235,000円～350,000円 8
2人 毎　週 実費（上限なし） 5

0766-50-8907 常 用 256 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 16020-16612081
不 問 通勤 (1) 8時30分～19時00分 木日祝他 210,000円～300,000円 9

1人 (2) 8時30分～17時00分 毎　週 実費（上限あり） 7
0766-27-7071 常 用 毎月　10,000円まで 9 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-16614681
不 問 通勤 (1) 8時30分～19時00分 木日祝他 190,000円～250,000円 9

1人 (2) 8時30分～17時00分 毎　週 実費（上限あり） 7
0766-27-7071 常 用 毎月　10,000円まで 9 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-16615981
35歳以下 通勤 (1) 8時30分～19時00分 木日祝他 140,000円～200,000円 9

1人 (2) 8時30分～17時00分 毎　週 実費（上限あり） 7
0766-27-7071 常 用 毎月　10,000円まで 9 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-16616581
不 問 通勤 (1) 8時30分～19時00分 木日祝他 170,000円～220,000円 9

1人 (2) 8時30分～17時00分 毎　週 実費（上限あり） 7
0766-27-7071 常 用 毎月　10,000円まで 9 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-16617481
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 16020-16620181
44歳以下 通勤 (1) 9時30分～18時30分 他 190,000円～190,000円 4

1人 (2) 9時30分～18時00分 毎　週 実費（上限あり） 2
0766-21-1550 常 用 毎月　25,000円まで 26 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-16625581
不 問 通勤 (1) 8時30分～16時45分 日祝他 163,800円～189,900円 29

3人 その他 実費（上限あり） 27
0766-21-6061 常 用 毎月　55,000円まで 70 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-16626481
39歳以下 通勤 (1) 9時30分～18時30分 水祝他 239,800円～294,000円 5

1人 毎　週 実費（上限あり） 3
0766-20-7373 常 用 毎月　5,000円まで 5 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-16629281
59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 205,000円～260,000円 8

1人 (2) 9時00分～18時00分 その他 実費（上限あり） 8
0766-27-1511 (3) 9時00分～18時30分 常 用 毎月　20,000円まで 8 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-16632981
59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時40分 水祝他 350,000円～600,000円 25

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 16020-16633581
不 問 通勤 (1) 9時00分～18時00分 土日祝 205,000円～205,000円 8

1人 毎　週 なし 3
0766-54-6912 常 用 117 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-16634481
不 問 通勤 (1) 9時00分～18時00分 土日祝 350,000円～350,000円 8

1人 毎　週 なし 3
0766-54-6912 常 用 117 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-16635781
35歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 230,000円～250,000円 13

1人 その他 実費（上限あり） 1
0766-44-0943 常 用 毎月　11,300円まで 13 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-16639081
59歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 250,000円～300,000円 13

1人 その他 実費（上限あり） 1
0766-44-0943 常 用 毎月　11,300円まで 13 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-16640981
不 問 通勤 (1) 9時00分～18時00分 日祝他 150,000円～200,000円 3

1人 その他 実費（上限あり） 3
0766-26-3535 常 用 毎月　8,000円まで 16 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-16642481
不 問 通勤 (1) 8時45分～17時15分 他 246,000円～360,000円 107

1人 (2)16時45分～ 9時15分 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 16020-16644881
不 問 通勤 (1) 8時45分～17時15分 他 208,000円～300,000円 107

1人 (2)16時45分～ 9時15分 毎　週 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 16020-16645281
不 問 通勤 (1) 8時45分～17時15分 他 158,000円～193,000円 107

1人 (2)16時45分～ 9時15分 毎　週 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 16020-16650481
不 問 通勤 (1) 8時45分～17時15分 他 246,000円～360,000円 73

1人 (2)16時45分～ 9時15分 その他 実費（上限あり） 63
0766-29-0530 常 用 毎月　20,000円まで 192 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-16652881
不 問 通勤 (1) 8時45分～17時15分 他 208,000円～300,000円 73

1人 (2)16時45分～ 9時15分 毎　週 実費（上限あり） 63
0766-29-0530 常 用 毎月　20,000円まで 192 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-16653281
不 問 通勤 (1) 8時45分～17時15分 他 158,000円～193,000円 73

1人 (2)16時45分～ 9時15分 毎　週 実費（上限あり） 63
0766-29-0530 常 用 毎月　20,000円まで 192 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-16654181
59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時00分 日祝他 210,000円～270,000円 7

2人 (2) 8時30分～17時30分 その他 実費（上限あり） 2
0766-63-8081 常 用 毎月　18,700円まで 7 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-16557281
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 16020-16561581
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日他 184,000円～274,000円 4

1人 その他 実費（上限なし） 1
0766-29-0620 常 用 4 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-16577681
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職   種　　　　　

派　遣
請　負

現場作業員(グリース給油及びオイル取替) 機械器具設置工事業
株式会社 トナミ興産
高岡市伏木一宮2丁目9-78

正社員

コーディネーター･営業【本社】 労働者派遣業
株式会社 フローム
高岡市駅南4丁目11番地27号 ﾄﾅﾐﾎｰﾑﾋﾞﾙ1階

正社員

看護師(正) 病院
田中整形外科クリニック
高岡市佐野845-1

正社員

看護師(准) 病院
田中整形外科クリニック
高岡市佐野845-1

看護助手･リハビリ助手 病院
田中整形外科クリニック

正社員

高岡市佐野845-1

リハビリ物理治療(柔道整復師･はり灸師･マッサージ師) 病院
田中整形外科クリニック
高岡市佐野845-1

正社員

正社員

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
高岡市福岡町三日市505番地

一般事務(パソコン業務あり) 保険媒介代理業
ライフ･プランニング･サービス 株式会社
高岡市京田432番地 ﾕｰﾊﾞﾋﾞﾙ1階

正社員

保育士 児童福祉事業

社会福祉法人 高陵児童福祉会 定塚保育園
高岡市東中川町10-15

正社員

賃貸仲介スタッフ 不動産代理業・仲介業
大信不動産 株式会社
高岡市赤祖父595

医療事務 一般診療所
沼内科医院
高岡市野村1331

設計(管理職)【本社開発部】 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

営業職 労働者派遣業
アクトワーカーズ 株式会社
高岡市姫野43-1

営業管理職 労働者派遣業
アクトワーカーズ 株式会社
高岡市姫野43-1

正社員

電気工事士(見習い) 電気工事業
タバタ電設 株式会社
高岡市伏木矢田1-63

正社員

電気工事士 電気工事業
タバタ電設 株式会社
高岡市伏木矢田1-63

画材、額縁の販売 他に分類されない小売業
株式会社サイゴ堂

正社員

高岡市石瀬1012-5

看護師(川田病院) 病院
医療法人社団 あずさ会
高岡市京町8-1

正社員

准看護師(川田病院) 病院
医療法人社団 あずさ会
高岡市京町8-1

正社員

正社員

看護助手(川田病院) 病院

医療法人社団 あずさ会
高岡市京町8-1

看護師(駅南あずさ病院) 病院
医療法人社団 あずさ会
高岡市京町8-1

正社員

准看護師(駅南あずさ病院) 病院
医療法人社団 あずさ会
高岡市京町8-1

正社員

正社員

看護助手(駅南あずさ病院) 病院
医療法人社団 あずさ会
高岡市京町8-1

総合仮設材の配送及び設置【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

正社員

高岡市醍醐878番地

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

正社員

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
高岡市能町南1丁目76番地

正社員
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年　齢 通住別 休日 賃　　　金 従業員数 業　　種
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職   種　　　　　

派　遣
請　負

不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日他 184,000円～274,000円 4
1人 その他 実費（上限なし） 1

0766-29-0620 常 用 4 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 16020-16578981

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 16020-16579581
不 問 通勤 (1) 9時00分～18時00分 土日他 150,000円～250,000円 21

1人 毎　週 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 16020-16580881
不 問 通勤 (1) 9時00分～18時00分 月日他 150,000円～250,000円 21

1人 毎　週 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 16020-16581281
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 他 152,600円～212,900円 111

1人 毎　週 実費（上限あり） 90
0766-44-7878 常 用 毎月　40,000円まで 140 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-16591381
不 問 通勤 (1) 8時00分～16時50分 土日祝他 190,000円～210,000円 4

1人 毎　週 実費（上限あり） 2
0766-22-2244 常 用 毎月　10,000円まで 4 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-16592681
59歳以下 通勤 (1) 7時30分～16時15分 土日他 175,000円～270,000円 31

2人 (2)18時30分～ 3時15分 毎　週 実費（上限あり） 2
0766-21-1717 常 用 毎月　30,000円まで 31 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-16599181
59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日他 180,000円～180,000円 21

1人 毎　週 なし 13
0766-24-1203 常 用 32 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-16505881
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 16020-16509381
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 170,000円～260,000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 16020-16512781
59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 16020-16513881
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 140,000円～180,000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 16020-16514281
40歳以下 通勤 (1) 8時10分～17時00分 日他 180,000円～230,000円 40

2人 毎　週 実費（上限あり） 5
0766-31-0910 常 用 毎月　20,000円まで 40 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-16521881
不 問 通勤 (1) 8時30分～18時00分 日祝他 180,000円～300,000円 5

2人 その他 実費（上限あり） 2
0766-28-8211 常 用 毎月　15,000円まで 5 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-16522281
40歳以下 通勤 (1) 8時10分～17時00分 日他 175,000円～200,000円 40

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

高岡市 16020-16523181
不 問 通勤 (1) 8時00分～16時30分 他 153,187円～153,187円 19

1人 (2) 9時00分～17時30分 その他 実費（上限あり） 4
0766-21-0100 (3)10時00分～18時30分 臨時(4ヶ月以上) 毎月　20,000円まで 88 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-16524081
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 142,854円～155,000円 25

1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 16020-16526681
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 142,854円～185,000円 25

1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 16020-16528581
59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 180,000円～350,000円 47

1人 (2) 7時00分～21時00分 その他 実費（上限あり） 14
0766-23-3666 (3)10時00分～15時00分 常 用 毎月　20,000円まで 47 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-16530281
59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 180,000円～250,000円 47

1人 (2) 7時00分～21時00分 その他 実費（上限あり） 14
0766-23-3666 (3)10時00分～15時00分 常 用 毎月　20,000円まで 47 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-16531181
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 165,000円～300,000円 47

1人 (2) 7時00分～21時00分 その他 実費（上限あり） 14
0766-23-3666 (3)10時00分～15時00分 常 用 毎月　20,000円まで 47 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-16532081
59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 180,000円～350,000円 47

1人 (2) 7時00分～21時00分 その他 実費（上限あり） 14
0766-23-3666 (3)10時00分～15時00分 常 用 毎月　20,000円まで 47 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-16533381
不 問 通勤 (1)10時00分～19時00分 他 151,200円～174,720円 25

1人 (2)12時00分～21時00分 その他 実費（上限あり） 11
0766-25-6003 臨時(4ヶ月以上) 640 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-16536581
35歳以下 通勤 (1) 9時00分～18時00分 日祝他 155,000円～230,000円 1

1人 (2) 9時00分～13時00分 その他 実費（上限あり） 1
0766-54-6114 常 用 毎月　7,000円まで 1 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-16540181
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 他 200,000円～220,000円 13

1人 (2)10時30分～19時30分 その他 実費（上限なし） 12
0766-26-6021 (3) 5時00分～14時30分 臨時(4ヶ月以上) 16213 雇用・労災・健康・厚生

請負 高岡市 16020-16546481
不 問 通勤 (1) 9時00分～18時00分 土日 235,000円～310,000円 1

1人 毎　週 実費（上限あり） 1
0766-26-5055 常 用 毎月　20,000円まで 180 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-16549281

60

51

54

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
高岡市能町南1丁目76番地

正社員

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

レンタル着物商品管理･接客 衣服卸売業
水持産業 株式会社 (和楽庵)

正社員

高岡市問屋町32番地

接客･受注管理 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

事務職員(ふしき苑) 老人福祉・介護事業
社会福祉法人 伏木会
高岡市伏木国分1-10-10

注湯作業及びＮＣ旋盤プログラム作成 非鉄金属素形材製造業
株式会社 東亜製作所
高岡市長慶寺785

正社員

正社員

工作機械オペレーター(建設機械部品の機械加工) 建設機械・鉱山機械製造業
北日本興業 株式会社
高岡市長慶寺750番地

正社員

計量および原料投入 農畜産物・水産物卸売業
株式会社 高岡鶏卵ジーピーセンター
高岡市横田本町3-1

正社員

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

土木施工技術職 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

営業職(羽咋･七尾･能登エリア) 一般土木建築工事業
株式会社 グランテック

正社員

正社員

高岡市石瀬920

建設技能者 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

機械加工 その他の金属製品製造業
株式会社 シグマ
高岡市辻228番地

営業 自動車小売業
株式会社 石川自動車

正社員

高岡市江尻582

設計アシスタント(プレス金型) その他の金属製品製造業
株式会社 シグマ
高岡市辻228番地

正社員

正社員

レンタカー貸出業務(高岡店) 自動車賃貸業
株式会社 トヨタレンタリース富山 高岡店
高岡市東上関326

正社員以外

一般事務員 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

正社員

経理事務 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

土木設計技士 土木建築サービス業
北建コンサル 株式会社

正社員

高岡市内免3丁目3-6

既設構造物(橋梁等)点検補助 土木建築サービス業

北建コンサル 株式会社
高岡市内免3丁目3-6

正社員

正社員

補償業務【建築物等(既存)の調査、積算、工法検討業務】 土木建築サービス業
北建コンサル 株式会社
高岡市内免3丁目3-6

測量技師 土木建築サービス業
北建コンサル 株式会社

正社員

高岡市内免3丁目3-6

レジ応対や品出し業務(ジョーシン高岡店) 機械器具小売業
北信越ジョーシン株式会社 営業部(高岡･射水エリア)
高岡市新成町1番12号

正社員

正社員以外

営業(福祉用具レンタル･販売) 産業用機械器具賃貸業
株式会社 ハピネス
高岡市野村1355-9

調理スタッフ(やすらぎ) 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

高岡市下関町4-5 北陸読売会館7階

看護師(訪問)【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

正社員以外

正社員

41
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48
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56
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65
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69
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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10分～17時00分 日祝他 200,400円～300,000円 49
1人 その他 実費（上限あり） 30

0766-64-1610 常 用 毎月　30,000円まで 90 雇用・労災・健康・厚生・財形
高岡市 16020-16553581
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 180,000円～250,000円 11

1人 その他 実費（上限あり） 4
0766-53-5655 常 用 毎月　30,000円まで 15 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-16556881
40歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時00分 日他 150,000円～170,000円 29

1人 その他 実費（上限あり） 6
0766-22-4396 常 用 毎月　15,000円まで 29 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-16588481
不 問 通勤 (1) 8時30分～16時45分 日祝他 163,800円～189,900円 29

1人 その他 実費（上限あり） 27
0766-21-6061 臨時(4ヶ月以上) 毎月　55,000円まで 70 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-16390181
不 問 通勤 (1) 8時30分～16時45分 土日祝他 195,975円～195,975円 29

1人 毎　週 実費（上限あり） 27
0766-21-6061 臨時(4ヶ月以上) 毎月　55,000円まで 70 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-16391081
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 270,000円～380,000円 10

1人 その他 実費（上限あり） 2
0766-22-4506 常 用 毎月　5,000円まで 10 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-16392381
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時15分 他 138,500円～142,500円 50

1人 毎　週 実費（上限あり） 31
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 16020-16397781
不 問 通勤 (1) 8時30分～18時00分 日祝他 150,000円～300,000円 9

1人 その他 実費（上限あり） 3
0766-23-0376 常 用 毎月　30,000円まで 9 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-16398881
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 16020-16399281
35歳以下 通勤 (1) 9時00分～18時00分 日祝他 215,000円～245,000円 10

2人 その他 実費（上限あり） 2
0766-26-1631 常 用 毎月　40,000円まで 3747 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-16401781
35歳以下 通勤 (1) 9時00分～18時00分 日祝他 185,000円～195,000円 10

1人 その他 実費（上限あり） 2
0766-26-1631 常 用 毎月　40,000円まで 3747 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-16403281
不 問 通勤 他 200,000円～300,000円 15

1人 毎　週 なし 12
0766-63-5882 常 用 15 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-16411281
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 土日祝他 160,000円～160,000円 4

1人 毎　週 実費（上限なし） 4
0766-26-7747 常 用 98 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-16422681
不 問 通勤 (1) 7時00分～16時00分 他 180,000円～240,000円 40

2人 (2) 8時30分～17時30分 その他 実費（上限あり） 36
0766-50-9006 (3)10時00分～19時00分 常 用 毎月　15,000円まで 40 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-16426781
不 問 通勤 (1) 8時10分～17時00分 日他 200,000円～200,000円 10

1人 その他 実費（上限あり） 7
0766-25-3385 常 用 毎月　5,000円まで 10 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-16434781
35歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 160,000円～220,000円 21

2人 その他 実費（上限あり） 1
0766-63-5031 常 用 毎月　10,000円まで 23 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-16436281
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 160,000円～220,000円 21

2人 その他 実費（上限あり） 1
0766-63-5031 常 用 毎月　10,000円まで 23 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-16437181
不 問 通勤 (1) 9時00分～18時00分 日他 184,000円～322,000円 11

1人 その他 実費（上限あり） 6
0766-62-0120 常 用 毎月　5,000円まで 50 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-16440581
44歳以下 通勤 (1) 8時20分～17時30分 日祝他 170,000円～230,000円 16

2人 その他 実費（上限あり） 4
0766-21-3015 常 用 毎月　12,000円まで 16 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-16441481
44歳以下 通勤 (1) 8時20分～17時30分 日祝他 180,000円～240,000円 16

1人 その他 実費（上限あり） 4
0766-21-3015 常 用 毎月　12,000円まで 16 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-16442781
44歳以下 通勤 (1) 8時20分～17時30分 日祝他 170,000円～230,000円 16

2人 その他 実費（上限あり） 4
0766-21-3015 常 用 毎月　12,000円まで 16 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-16444281
44歳以下 通勤 (1) 8時20分～17時30分 日祝他 200,000円～260,000円 16

1人 その他 実費（上限あり） 4
0766-21-3015 常 用 毎月　12,000円まで 16 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-16445181
不 問 通勤 (1) 8時20分～17時30分 日祝他 170,000円～230,000円 16

1人 その他 実費（上限あり） 4
0766-21-3015 常 用 毎月　12,000円まで 16 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-16446081
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 他 186,000円～250,000円 9

2人 (2)10時00分～19時00分 毎　週 実費（上限あり） 7
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 16020-16450781
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 150,000円～190,000円 234

3人 その他 実費（上限あり） 82
0766-20-2830 常 用 毎月　20,000円まで 234 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-16455381
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 土日他 139,242円～161,120円 5

1人 毎　週 実費（上限あり） 5
0766-31-0870 常 用 毎月　4,200円まで 5 労災

高岡市 16020-16469881

87

88

89

90

品質管理 化学製品卸売業
タカラ産業 株式会社 富山工場(北陸営業所)
高岡市福岡町三日市290番地

フォークリフト･建設機械の修理及び整備 その他の輸送用機械器具製造業
有限会社 エイシン
高岡市本保525

正社員

一般事務 非鉄金属第２次製錬・精製業
国沢アルミ合金 株式会社
高岡市岩坪500

正社員

正社員

臨時保育士 児童福祉事業
社会福祉法人 高陵児童福祉会 定塚保育園
高岡市東中川町10-15

看護師･准看護師 児童福祉事業
社会福祉法人 高陵児童福祉会 定塚保育園
高岡市東中川町10-15

正社員以外

建築技術者 一般土木建築工事業
シバヤマ建設 株式会社
高岡市京田162

正社員以外

正社員

かたかご苑支援員(産休･育休代替) 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

ガス事業に関する一般業務 燃料小売業
株式会社 北雄ホームサービス

正社員以外

高岡市下伏間江6-2

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

正社員以外

賃貸アパート･マンション等の管理サービススタッフ 不動産管理業
大東建託パートナーズ株式会社 高岡営業所
高岡市駅南1丁目8-34 ｱﾗﾔﾋﾞﾙ4階

業務スタッフ(経理) 不動産管理業
大東建託パートナーズ株式会社 高岡営業所

正社員

高岡市駅南1丁目8-34 ｱﾗﾔﾋﾞﾙ4階

コンビニエンスストアスタッフ 各種食料品小売業
セブンイレブン 高岡戸出狼店
高岡市戸出町4丁目1-5

正社員

0時00分～23時59分の間の8時間程度
調理全般【きらら】 医薬品・化粧品小売業
北陸調剤薬局 株式会社
高岡市明野町1-11

正社員

正社員

介護スタッフ 老人福祉・介護事業
神崎福祉会 株式会社『有料老人ホーム サンケア高岡』
高岡市赤祖父636番地

営業(ルート)･社内作業 その他の電気機械器具製造業
マイデンキ精工 株式会社

正社員

高岡市蓮花寺799-1

電気設計 その他の専門サービス業
高陵産業 株式会社
高岡市戸出栄町52番地10

正社員

制御盤の検査、メンテンナス その他の専門サービス業
高陵産業 株式会社
高岡市戸出栄町52番地10

正社員

正社員

中･長距離運転手【本社】 運送代理店
株式会社 ＨＲＳ
高岡市二塚1170

ビル内外装材の加工･プレス･切断 建設用・建築用金属製品製造業
有限会社 ホクシン工業

正社員

高岡市横田404

営業 建設用・建築用金属製品製造業

有限会社 ホクシン工業
高岡市横田404

正社員

組立、養生、出荷作業 建設用・建築用金属製品製造業
有限会社 ホクシン工業
高岡市横田404

正社員

正社員

溶接工 建設用・建築用金属製品製造業
有限会社 ホクシン工業
高岡市横田404

設計 建設用・建築用金属製品製造業
有限会社 ホクシン工業

正社員

高岡市横田404

介護職員(グループホーム) 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

アルミ生産スタッフ(アルミ形材の加工、部品付、梱包) 建設用・建築用金属製品製造業
株式会社 広上製作所
高岡市長慶寺920

正社員

正社員

介護職及び介護補助 その他の社会保険・社会福祉・介護事
業株式会社 おはなファミリー

高岡市辻319-5
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

44歳以下 通勤 (1) 9時00分～18時00分 日祝 178,300円～231,970円 14
1人 毎　週 実費（上限あり） 1

0766-26-9508 常 用 毎月　50,000円まで 4171 雇用・労災・健康・厚生・財形
高岡市 16020-16477781
不 問 通勤 (1) 8時30分～16時45分 日祝他 176,400円～192,400円 18

2人 (2) 7時00分～15時15分 その他 実費（上限あり） 18
0766-22-4668 (3)10時15分～18時30分 常 用 毎月　7,500円まで 18 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-16478881
不 問 通勤 (1) 8時30分～18時00分 日祝他 170,000円～210,000円 8

1人 (2) 8時30分～13時00分 その他 実費（上限あり） 7
0766-25-3811 常 用 毎月　15,000円まで 8 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-16480381
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 16020-16483581
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 土日祝他 180,000円～350,000円 20

1人 毎　週 実費（上限あり） 4
0766-25-6097 常 用 毎月　10,000円まで 20 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-16484481
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日他 180,000円～260,000円 6

2人 その他 実費（上限あり） 0
0766-64-2737 常 用 毎月　10,000円まで 6 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-16486881
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日他 270,000円～370,000円 6

2人 その他 実費（上限あり） 0
0766-64-2737 常 用 毎月　10,000円まで 6 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-16487281
59歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日他 207,000円～230,000円 6

1人 その他 実費（上限あり） 1
0766-36-0845 常 用 毎月　5,000円まで 6 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-16489081
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 16020-16491581
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 160,000円～170,000円 180

2人 その他 実費（上限あり） 61
0766-31-1278 常 用 毎月　20,000円まで 183 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-16492481
不 問 通勤 (1) 8時30分～16時30分 日他 145,000円～180,000円 35

3人 その他 なし 16
0766-50-9995 常 用 35 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-16499681
59歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 土日他 167,000円～250,000円 185

2人 毎　週 実費（上限なし） 25
0766-31-0021 常 用 260 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-16519981
18歳以上 通勤 (1) 8時40分～17時20分 他 167,300円～167,300円 150

2人 (2) 8時40分～ 8時39分 その他 実費（上限あり） 70
0766-26-0015 (3)12時20分～21時00分 臨時(4ヶ月以上) 毎月　20,000円まで 1488 雇用・労災・健康・厚生

請負 高岡市 16020-16056481
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 火他 216,400円～267,000円 13

1人 その他 実費（上限なし） 6
0766-64-4070 常 用 42 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-16059281
40歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 祝他 185,000円～225,000円 13

2人 その他 実費（上限なし） 6
0766-64-4070 常 用 42 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-16062981
59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 185,000円～235,000円 13

1人 その他 実費（上限あり） 6
0766-64-4070 常 用 毎月　20,000円まで 42 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-16066881
不 問 通勤 (1) 9時00分～18時00分 他 200,000円～300,000円 16

1人 その他 実費（上限なし） 9
0766-28-1116 常 用 99 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-16071581
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日他 210,000円～250,000円 1

1人 その他 実費（上限あり） 1
0766-44-6470 常 用 毎月　5,000円まで 3 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-16081781
59歳以下 通勤 (1)10時00分～19時00分 水他 200,000円～450,000円 2

1人 その他 実費（上限あり） 2
0766-44-6470 常 用 毎月　5,000円まで 3 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-16083281
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 16020-16084181
59歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日他 180,000円～255,000円 12

2人 その他 実費（上限あり） 3
0766-26-0766 常 用 毎月　10,000円まで 12 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-16089581
不 問 通勤 (1) 9時00分～18時00分 月日祝 240,000円～320,000円 24

2人 毎　週 実費（上限あり） 17
0766-29-1200 常 用 毎月　10,000円まで 24 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-16092181
30歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 190,300円～233,100円 16

1人 その他 実費（上限あり） 6
0766-63-4880 常 用 毎月　20,000円まで 33 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-16093081
不 問 通勤 日祝他 150,000円～250,000円 5

1人 毎　週 実費（上限なし） 5
0766-28-3030 常 用 5 雇用・労災・健康

高岡市 16020-16096981
不 問 通勤 日祝他 180,000円～250,000円 5

1人 毎　週 実費（上限なし） 5
0766-28-3030 常 用 5 雇用・労災・健康

高岡市 16020-16097581
64歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 他 200,000円～270,000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 16020-16099781

120

113

114

115

116

営業(メディカルアドバイザー)【正社員】 医薬品・化粧品小売業
株式会社 富士薬品 高岡営業所
高岡市横田(下窪)396-7

保育士 児童福祉事業
社会福祉法人 正徳保育園
高岡市木町1番地

正社員

医療事務 一般診療所
森胃腸科内科外科クリニック
高岡市丸の内8番1号

正社員

正社員

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

土木設計 土木建築サービス業
株式会社 建成コンサルタント
高岡市野村284-1

正社員

土木作業員 土木工事業
谷崎建設 株式会社
高岡市福岡町西明寺1120

正社員

正社員

土木施工管理者 土木工事業
谷崎建設 株式会社
高岡市福岡町西明寺1120

建設作業員 一般土木建築工事業
有限会社 土倉工業

正社員

高岡市中田412

品質管理 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

組立(建築小物･インテリア製品･美術工芸品など) 非鉄金属素形材製造業
株式会社 ナガエ
高岡市荒屋敷278

正社員

正社員

職業指導員 障害者福祉事業
株式会社 ハートワーク
高岡市赤祖父61-2

アルミホイールの金型加工 自動車・同附属品製造業
ＢＢＳジャパン 株式会社

正社員

高岡市福田六家525番地

警備員(貴重品搬送) 建物サービス業
株式会社ホクタテ 高岡支社
高岡市向野町4-12

正社員

一般ユーザーに対する提案営業【本店】 宗教用具製造業
株式会社 大越仏壇

正社員以外

高岡市福岡町下老子736

寺院(お寺様)訪問【本店】 宗教用具製造業
株式会社 大越仏壇
高岡市福岡町下老子736

正社員

一般事務(本店) 宗教用具製造業
株式会社 大越仏壇
高岡市福岡町下老子736

正社員

正社員

リフォーム営業 不動産代理業・仲介業
光陽興産 株式会社≪サニーライブグループ≫
高岡市京田619

経理･総務 一般土木建築工事業
株式会社 マルワハウス

正社員

高岡市伏木本町6-25

住宅に関する営業設計業務 一般土木建築工事業
株式会社 マルワハウス
高岡市伏木本町6-25

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
高岡市伏木古府元町8-5

正社員

正社員

建築板金工 板金・金物工事業
株式会社 渡辺板金工業
高岡市能町東26

理学療法士 病院
医療法人社団 研医会 高岡駅南クリニック

正社員

高岡市駅南3-1-8

営業職 他に分類されない卸売業
株式会社 スパック
高岡市二塚199-12

正社員

正社員

歯科助手 歯科診療所
勝山歯科クリニック
高岡市野村597-1

8時30分～18時45分の間の8時間程度
歯科衛生士 歯科診療所
勝山歯科クリニック

正社員

高岡市野村597-1
8時30分～18時45分の間の8時間程度

看護職員 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 のむら藤園苑

高岡市野村921-1

正社員

正社員

108

109

110

111

112

104

105

106

117

119

125

126

121

123

127

128

129

130

132

133

134

Page 4



【一般】
年　齢 通住別 休日 賃　　　金 従業員数 業　　種

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

職   種　　　　　

派　遣
請　負

不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 他 270,000円～270,000円 21
2人 (2)17時00分～ 9時00分 毎　週 実費（上限あり） 20

0766-20-7711 常 用 毎月　14,300円まで 21 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 16020-16100581
不 問 通勤 (1) 8時30分～18時00分 他 225,000円～315,000円 21

3人 (2)17時00分～ 9時00分 毎　週 実費（上限あり） 20
0766-20-7711 常 用 毎月　14,300円まで 21 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-16102781
不 問 通勤 (1) 8時30分～18時00分 他 212,000円～302,000円 21

2人 (2)17時00分～ 9時00分 毎　週 実費（上限あり） 20
0766-20-7711 常 用 毎月　14,300円まで 21 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-16103881
40歳以下 通勤 (1) 8時15分～17時00分 日祝他 168,200円～240,000円 30

2人 (2) 8時15分～17時15分 その他 実費（上限あり） 4
0766-21-4550 (3) 8時15分～17時30分 常 用 毎月　20,000円まで 178 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-16104281
35歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 土日祝他 180,000円～250,000円 14

1人 毎　週 実費（上限なし） 1
0766-36-0194 常 用 14 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-16106081
40歳以下 通勤 (1) 8時15分～17時00分 日祝他 181,000円～252,000円 5

1人 その他 実費（上限あり） 3
0766-31-0256 常 用 毎月　10,000円まで 5 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-16111881
59歳以下 通勤 (1) 8時00分～16時45分 日祝他 160,000円～250,000円 48

2人 (2) 8時00分～16時15分 その他 実費（上限あり） 9
0766-64-3111 常 用 毎月　30,000円まで 49 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-16112281
不 問 通勤 (1) 8時00分～16時45分 日祝他 160,000円～250,000円 48

1人 (2) 8時00分～16時15分 その他 実費（上限あり） 9
0766-64-3111 常 用 毎月　30,000円まで 49 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-16113181
44歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 174,000円～328,000円 5

1人 その他 なし 1
0766-64-1191 常 用 5 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-16114081
44歳以下 通勤 (1) 8時15分～17時00分 日祝他 155,000円～240,000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 16020-16115381
44歳以下 通勤 (1) 8時15分～17時00分 日祝他 155,000円～240,000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 16020-16116681
44歳以下 通勤 (1) 8時15分～17時00分 日祝他 155,000円～240,000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 16020-16118581
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 16020-16120281
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 他 173,600円～173,600円 122

1人 (2) 9時00分～18時00分 その他 実費（上限あり） 83
0766-44-6050 (3)10時00分～19時00分 臨時(4ヶ月以上) 毎月　17,000円まで 122 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-16126581
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 400,000円～500,000円 7

2人 その他 実費（上限あり） 1
0766-22-1010 常 用 毎月　25,000円まで 7 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-16127481
44歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 165,000円～250,000円 40

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

高岡市 16020-16128781
40歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 185,000円～300,000円 40

2人 その他 実費（上限なし） 12
0766-27-3010 常 用 65 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-16129881
44歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 土日祝他 175,000円～200,000円 23

1人 毎　週 実費（上限あり） 4
0766-64-2087 常 用 毎月　10,000円まで 23 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-16130181
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 180,000円～250,000円 40

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

高岡市 16020-16133681
不 問 通勤 (1) 9時00分～18時00分 他 156,240円～173,600円 122

1人 (2)10時00分～19時00分 その他 実費（上限あり） 83
0766-44-6050 (3)11時00分～20時00分 臨時(4ヶ月以上) 毎月　17,000円まで 122 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-16134981
不 問 通勤 (1) 8時05分～16時50分 日他 177,000円～247,000円 117

2人 毎　週 実費（上限あり） 107
0766-31-4567 常 用 毎月　11,000円まで 220 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-16135581
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時40分 水祝他 270,000円～400,000円 47

1人 その他 実費（上限なし） 21
0766-84-6110 常 用 341 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-16137781
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時10分 日祝他 190,000円～280,000円 10

2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 16020-16138881
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 他 143,000円～181,500円 27

2人 (2)16時30分～ 9時30分 その他 実費（上限あり） 23
0766-25-5010 常 用 毎月　16,100円まで 27 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-16139281
30歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時40分 水祝他 170,000円～250,000円 23

3人 その他 実費（上限なし） 0
0766-84-6110 常 用 319 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-16140381
不 問 通勤 (1) 9時00分～17時00分 土日祝他 170,000円～250,000円 18

2人 毎　週 実費（上限あり） 15
0766-22-2397 常 用 毎月　35,000円まで 6934 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-16157081

149

助産師 一般診療所
医療法人社団オーエルシー おとぎの森レディースクリニック

高岡市佐野1316-1
正社員

正看護師 一般診療所
医療法人社団オーエルシー おとぎの森レディースクリニック

高岡市佐野1316-1

准看護師 一般診療所
医療法人社団オーエルシー おとぎの森レディースクリニック

正社員

高岡市佐野1316-1

配送及び倉庫業務(鉄鋼二次製品加工センター) 石油・鉱物卸売業
富源商事 株式会社
高岡市昭和町3丁目3-10

正社員

電気土木 電気工事業
有限会社 北村電気工事店
高岡市下麻生3268

正社員

正社員

機械オペレータ その他のはん用機械・同部分品製造
業株式会社 徳市鉄工

高岡市内島160

コンクリート製造技能工 セメント・同製品製造業
富士コン 株式会社
高岡市福岡町福岡新220

正社員

正社員

生産設備保全工／安定生産の要 セメント・同製品製造業
富士コン 株式会社
高岡市福岡町福岡新220

営業(コンクリート杭のルート営業) とび・土工・コンクリート工事業

ジャパンパイル富士コン 株式会社

正社員

高岡市福岡町福岡新220番地

機械板金オペレーター(ＣＡＤ、ＣＡＭ) 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

正社員

機械板金工 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

正社員

正社員

溶接工 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

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

正社員

洋食調理スタッフ 旅館，ホテル
株式会社 富山県農協共済福祉事業団(雨晴温泉 磯はなび)

高岡市太田88-1

現場責任者 一般土木建築工事業
第一建設 株式会社

正社員以外

高岡市木津1363-1

配送(本社) 建築材料卸売業
株式会社 山田商会
高岡市石瀬917ｰ1

正社員

正社員

営業(管工事機材及び住宅設備機器等のルート営業) 建築材料卸売業
株式会社 山田商会
高岡市石瀬917ｰ1

コンクリート製品製造工 セメント・同製品製造業
林コンクリート工業 株式会社

正社員

高岡市福岡町土屋317

経理事務 建築材料卸売業
株式会社 山田商会
高岡市石瀬917ｰ1

正社員

正社員

和食調理スタッフ(見習い可) 旅館，ホテル
株式会社 富山県農協共済福祉事業団(雨晴温泉 磯はなび)

高岡市太田88-1

看護師(デイサービスセンター) 老人福祉・介護事業
社会福祉法人 福鳳会

正社員以外

高岡市蔵野町3番地
正社員

ｗｅｂホームページ制作･運用管理／ｗｅｂデザイナー 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

運転手 一般土木建築工事業
石友ホーム株式会社

正社員

高岡市下牧野36-2

介護職員 他に分類されない非営利的団体
特定非営利活動法人 ひらすま
高岡市木町2番25号

正社員

大工養成職(見習)【富山県】 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

営業･保全(個人あて営業なし) 生命保険業
大同生命保険株式会社 富山支社 高岡営業所
高岡市昭和町3丁目1番13号 高岡金網ﾋﾞﾙ4F

正社員以外

135

136

137

138

139

146

147

142

143

144

145

164

151

154

155

156

157

158

153

159

160

162

163

165

166
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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 171,200円～270,100円 111
1人 (2) 8時30分～17時30分 その他 実費（上限あり） 90

0766-44-7878 (3)10時00分～19時00分 常 用 毎月　40,000円まで 140 雇用・労災・健康・厚生・財形
高岡市 16020-16166381
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 他 171,200円～320,600円 111

1人 毎　週 実費（上限あり） 90
0766-44-7878 常 用 毎月　40,000円まで 140 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-16169581
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 他 171,200円～270,100円 111

1人 毎　週 実費（上限あり） 90
0766-44-7878 常 用 毎月　40,000円まで 140 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-16170881
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 他 168,500円～219,400円 111

1人 毎　週 実費（上限あり） 90
0766-44-7878 常 用 毎月　40,000円まで 140 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-16171281
不 問 通勤 (1) 7時00分～16時00分 他 171,200円～270,100円 111

1人 (2) 8時30分～17時30分 その他 実費（上限あり） 90
0766-44-7878 常 用 毎月　40,000円まで 140 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-16174381
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 他 171,200円～320,600円 111

1人 毎　週 実費（上限あり） 90
0766-44-7878 常 用 毎月　40,000円まで 140 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-16175681
59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時40分 水祝他 205,000円～355,000円 12

3人 その他 実費（上限なし） 2
0766-84-6110 常 用 179 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-16176981
18歳以上 通勤 水他 250,000円～350,000円 8

1人 その他 実費（上限あり） 6
076-257-6068 常 用 毎月　15,000円まで 8 労災

高岡市 16020-16177581
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時40分 水祝他 220,000円～500,000円 12

3人 その他 実費（上限なし） 2
0766-84-6110 常 用 179 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-16178481
59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時40分 水祝他 220,000円～400,000円 17

3人 その他 実費（上限なし） 4
0766-84-6110 常 用 179 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-16180081
59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時40分 水祝他 220,000円～390,000円 10

2人 その他 実費（上限なし） 2
0766-84-6110 常 用 179 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-16182681
不 問 通勤 (1) 7時00分～16時00分 他 171,200円～270,100円 111

1人 (2) 8時30分～17時30分 その他 実費（上限あり） 90
0766-44-7878 常 用 毎月　40,000円まで 140 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-16191981
不 問 通勤 (1) 7時00分～16時00分 祝他 171,200円～270,100円 13

1人 (2) 8時30分～17時30分 その他 実費（上限あり） 11
0766-44-7878 (3)10時00分～19時00分 常 用 毎月　40,000円まで 140 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-16195881
59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時40分 水祝他 205,000円～355,000円 25

1人 その他 実費（上限なし） 8
0766-84-3683 常 用 87 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-16206581
不 問 通勤 (1) 7時00分～16時00分 他 171,200円～270,100円 13

1人 (2) 8時30分～17時30分 その他 実費（上限あり） 11
0766-44-7878 常 用 毎月　40,000円まで 140 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-16207481
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時40分 水祝他 200,000円～450,000円 21

3人 その他 実費（上限なし） 6
0766-84-3683 常 用 87 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-16208781
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時40分 水祝他 232,000円～532,000円 25

3人 その他 実費（上限なし） 8
0766-84-3683 常 用 87 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-16210181
不 問 通勤 (1) 7時00分～16時00分 他 171,200円～270,100円 13

1人 (2) 8時30分～17時30分 その他 実費（上限あり） 11
0766-44-7878 (3)10時00分～19時00分 常 用 毎月　40,000円まで 140 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-16211081
59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時40分 水祝他 220,000円～500,000円 15

3人 その他 実費（上限なし） 3
0766-84-3683 常 用 87 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-16213681
30歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 土日祝他 210,000円～260,000円 50

2人 毎　週 実費（上限あり） 31
0766-25-4600 常 用 毎月　15,000円まで 67 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-16217781
35歳以下 通勤 (1)10時00分～19時00分 日祝他 150,000円～250,000円 6

1人 (2)10時00分～18時00分 その他 実費（上限あり） 2
0766-26-1866 常 用 毎月　20,000円まで 6 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-16220381
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 16020-16221681
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 土日他 190,000円～210,000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 16020-16224481
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時15分 日祝他 179,200円～313,600円 27

2人 その他 実費（上限あり） 3
0766-31-1710 常 用 毎月　30,000円まで 27 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-16229081
64歳以下 通勤 (1) 8時00分～16時20分 日祝他 129,000円～135,000円 160

2人 その他 実費（上限あり） 40
0766-26-0212 常 用 毎月　22,280円まで 160 雇用・労災・健康・厚生

請負 高岡市 16020-16231581
不 問 通勤 (1) 8時00分～16時20分 日祝他 180,000円～187,000円 160

1人 その他 実費（上限あり） 40
0766-26-0212 常 用 毎月　22,280円まで 160 雇用・労災・健康・厚生

請負 高岡市 16020-16233781

199

製品製造補助 無機化学工業製品製造業
有限会社 エヌエイチジ－
高岡市向野本町300番地

正社員

197

農薬製剤品の充填･包装 無機化学工業製品製造業
有限会社 エヌエイチジ－
高岡市向野本町300番地

正社員

195

電気工事作業員、電気通信作業員、土木工事作業員 電気工事業
赤尾電設 株式会社
高岡市宝来町23番2

正社員

194

児童指導員【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
高岡市戸出春日626

正社員 又は 8時00分～18時00分の間の8時間

193

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
高岡市戸出春日626

正社員 又は 8時00分～18時00分の間の8時間

192

自動車整備士･自動車整備士補助 自動車小売業
株式会社 スタート
高岡市野村1637-1

正社員

191

営業 他に分類されない小売業

磐城産業 株式会社 高岡支店
高岡市能町東48番地

正社員

189

リフォーム工事施工管理【高岡店･富山店･魚津店】 木造建築工事業
ウッドライフホーム株式会社
高岡市下牧野33-1

正社員

188

介護職(ケアホーム如意の里) 老人福祉・介護事業
社会福祉法人 伏木会
高岡市伏木国分1-10-10

正社員

187

不動産仕入れ、販売及び管理全般【高岡店･富山店･魚津店】 木造建築工事業
ウッドライフホーム株式会社
高岡市下牧野33-1

正社員

186

住宅施工管理(アフターサービス業務【高岡店･金沢店】 木造建築工事業
ウッドライフホーム株式会社
高岡市下牧野33-1

正社員

185

介護職(デイサービスセンター如意の里) 老人福祉・介護事業
社会福祉法人 伏木会
高岡市伏木国分1-10-10

正社員

184

インテリアコーディネーター【高岡店･富山店･魚津店】 木造建築工事業
ウッドライフホーム株式会社
高岡市下牧野33-1

正社員

183

介護職(グループホーム如意の里) 老人福祉・介護事業
社会福祉法人 伏木会
高岡市伏木国分1-10-10

正社員

182

介護職(ふしき苑ヘルパーステーション) 老人福祉・介護事業
社会福祉法人 伏木会
高岡市伏木国分1-10-10

正社員

181

一般住宅への太陽光発電の設置工事 一般土木建築工事業
石友リフォームサービス株式会社
高岡市下牧野36-2

正社員

180

住宅設備職【本社･高岡店･砺波店】 一般土木建築工事業
石友リフォームサービス株式会社
高岡市下牧野36-2

正社員

179

リフォーム工事施工管理【高岡店･砺波店】 一般土木建築工事業

石友リフォームサービス株式会社
高岡市下牧野36-2

正社員

178

飲食店店長 酒場，ビヤホール
祭
高岡市戸出町3丁目14-1

正社員 9時00分～ 0時00分の間の7時間程度

177

インテリアコーディネーター【高岡店･砺波店】 一般土木建築工事業
石友リフォームサービス株式会社
高岡市下牧野36-2

正社員

176

看護職(ふしき苑デイサービスセンター) 老人福祉・介護事業
社会福祉法人 伏木会
高岡市伏木国分1-10-10

正社員

介護職(ふしき苑デイサービスセンター) 老人福祉・介護事業
社会福祉法人 伏木会
高岡市伏木国分1-10-10

正社員

生活相談員(ふしき苑) 老人福祉・介護事業
社会福祉法人 伏木会
高岡市伏木国分1-10-10

正社員

機能訓練指導員(ふしき苑) 老人福祉・介護事業
社会福祉法人 伏木会
高岡市伏木国分1-10-10

正社員

172

看護職(ふしき苑) 老人福祉・介護事業
社会福祉法人 伏木会
高岡市伏木国分1-10-10

正社員

老人福祉・介護事業
社会福祉法人 伏木会
高岡市伏木国分1-10-10

正社員
170

介護職(ふしき苑)

173

174

175
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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～16時20分 日祝他 129,000円～135,000円 160
1人 その他 実費（上限あり） 40

0766-26-0212 常 用 毎月　22,280円まで 160 雇用・労災・健康・厚生
請負 高岡市 16020-16235281

不 問 通勤 (1) 8時00分～16時20分 日祝他 180,000円～187,000円 160
2人 その他 実費（上限あり） 40

0766-26-0212 常 用 毎月　22,280円まで 160 雇用・労災・健康・厚生
請負 高岡市 16020-16236181

18歳以上 通勤 水他 180,000円～250,000円 8
1人 その他 実費（上限あり） 6

076-257-6068 常 用 毎月　15,000円まで 8 労災
高岡市 16020-16237081
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 203,000円～278,000円 75

1人 毎　週 実費（上限なし） 23
0766-25-0127 常 用 130 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-16242881
不 問 通勤 (1) 8時30分～18時00分 日祝他 165,000円～225,000円 8

1人 (2) 9時30分～19時00分 その他 実費（上限あり） 7
0766-25-6060 (3) 8時30分～12時30分 常 用 毎月　10,000円まで 8 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-16244181
59歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 148,200円～182,150円 67

2人 その他 実費（上限あり） 21
0766-63-8079 常 用 毎月　26,000円まで 73 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-16247681
59歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 140,500円～157,300円 67

1人 その他 実費（上限あり） 21
0766-63-8079 常 用 毎月　26,000円まで 73 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-16250881
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 16020-16257581
35歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 195,000円～287,000円 20

2人 その他 実費（上限あり） 8
0766-25-2505 常 用 毎月　10,000円まで 20 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-16258481
不 問 通勤 (1) 7時00分～16時00分 他 193,000円～205,000円 22

2人 (2) 8時30分～17時30分 その他 実費（上限あり） 21
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 16020-16265481
不 問 通勤 (1) 7時00分～16時00分 他 161,000円～168,000円 22

2人 (2) 8時30分～17時30分 その他 実費（上限あり） 21
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 16020-16266781
不 問 通勤 (1) 7時00分～16時00分 他 158,000円～165,000円 22

2人 (2) 8時30分～17時30分 その他 実費（上限あり） 21
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 16020-16267881
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 土日 165,000円～165,000円 10

1人 毎　週 実費（上限あり） 9
0766-86-8857 常 用 毎月　21,000円まで 130 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-16271981
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 他 400,000円～430,000円 10

1人 毎　週 実費（上限あり） 9
0766-86-8857 常 用 毎月　21,000円まで 130 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-16272581
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 他 190,000円～190,000円 10

5人 (2) 7時00分～16時00分 毎　週 実費（上限あり） 9
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 16020-16273481
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 他 168,000円～168,000円 10

5人 (2) 7時00分～16時00分 毎　週 実費（上限あり） 9
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 16020-16274781
不 問 通勤 (1) 8時15分～17時15分 日祝他 210,000円～300,000円 14

1人 その他 実費（上限なし） 2
0766-25-0127 常 用 14 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-16281481
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 198,000円～198,000円 17

2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 16020-16286081
不 問 通勤 (1) 8時10分～17時10分 日祝他 185,000円～300,000円 8

1人 その他 実費（上限あり） 2
0766-21-1079 常 用 毎月　10,000円まで 8 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-16292281
18歳以上 通勤 (1) 8時00分～17時00分 他 190,960円～260,400円 36

5人 その他 実費（上限なし） 2
0766-25-5206 臨時(4ヶ月以上) 38 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-16297981
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 160,000円～200,000円 37

2人 その他 実費（上限なし） 3
0766-21-0115 常 用 37 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-16314881
59歳以下 通勤 (1) 8時15分～17時00分 日祝他 200,000円～280,000円 15

2人 その他 実費（上限あり） 2
0766-84-3344 常 用 毎月　10,000円まで 15 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-16325081
59歳以下 通勤 (1) 9時50分～19時10分 他 250,000円～300,000円 3

2人 その他 実費（上限あり） 1
0766-21-0632 常 用 毎月　10,000円まで 95 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-16333081
不 問 通勤 (1) 9時00分～18時00分 他 204,000円～214,000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 常 用 毎月　50,000円まで 94140 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-16349181
59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 171,905円～185,657円 5

1人 その他 実費（上限なし） 2
0766-20-0020 常 用 163 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-16375381
59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 180,000円～260,000円 9

1人 その他 実費（上限なし） 2
0766-36-8860 常 用 18 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-16384681

249

営業職 その他の機械器具卸売業
中部工営 株式会社
高岡市下麻生1720番地1号

正社員

248

総務･経理事務 各種物品賃貸業
株式会社 ダスキン高岡
高岡市野村1793

正社員

247

介護支援専門員【ニチイケアセンター能町】 その他の専門サービス業
株式会社 ニチイ学館 高岡支店
高岡市あわら町1-1 高岡市農協会館6F

正社員

246

販売員(寝具と睡眠のアドバイザー)【高岡野村店】 呉服・服地・寝具小売業
株式会社 布屋商店
高岡市御旅屋町95番地

正社員

245

製造作業および管理 鉄素形材製造業
株式会社 上田合金所
高岡市石丸708-1

正社員

243

上下水道工事の事前調査及び申請 その他の設備工事業
北陸断熱工業 株式会社
高岡市東上関297

正社員

231

交通誘導員(呉西地区及び富山市内) 警備業

有限会社 日本海警備
高岡市高陵町7-22

正社員以外

228

総合職 産業機械器具卸売業
株式会社 富士工業所
高岡市明野町3-5

正社員

226

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

216

介護福祉士【ケアホームなかそね 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

211

ルート営業 産業機械器具卸売業

北越商工 株式会社
高岡市石瀬853-3

正社員

210

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

207

生産現場での部品組付、ダンボール梱包 建設用・建築用金属製品製造業
協同アルミ 株式会社
高岡市戸出春日788

正社員

206

アルミ加工 建設用・建築用金属製品製造業
協同アルミ 株式会社
高岡市戸出春日788

正社員

205

受付事務 一般診療所
福田医院
高岡市新横町1245

正社員

204

営業 化学製品卸売業
金森産業 株式会社
高岡市昭和町1-4-1

正社員

203

飲食店店員 酒場，ビヤホール
祭
高岡市戸出町3丁目14-1

正社員 9時00分～ 0時00分の間の7時間程度

202

工業薬品･農医薬品の製造補助 無機化学工業製品製造業
有限会社 エヌエイチジ－
高岡市向野本町300番地

正社員

201

工場内の清掃及び環境美化 無機化学工業製品製造業
有限会社 エヌエイチジ－
高岡市向野本町300番地

正社員

高齢者ケア【ケアホームなかそね】(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

高齢者ケア【ケアホームなかそね】 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

生活相談員【ケアコミュニティしんせい】 老人福祉・介護事業
株式会社 メディカルケア

正社員

射水市東明七軒5-13

施設長(看護師)(住宅型有料老人ホーム)【しんせい】 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

その他の設備工事業
カナモリ技販 株式会社

正社員

介護福祉士(介護職員)【ケアコミュニティしんせい】 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

介護職員【ケアコミュニティしんせい】 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

生産設備、プラント･水処理設備等の設計及び工事管理業務

高岡市昭和町1丁目4-1

正社員

218

223

221

222

220

217

219
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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00分～18時00分 土日祝 326,400円～326,400円 4
1人 毎　週 実費（上限なし） 3

0120-33-1350 臨時(4ヶ月未満) 4098 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 13010-55269782
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 土日祝他 135,456円～135,456円 14

2人 毎　週 実費（上限あり） 12
076-434-1881 常 用 毎月　10,000円まで 460 雇用・労災・健康・厚生

請負 高岡市 16010-29117581
不 問 通勤 (1)13時30分～21時00分 他 220,000円～270,000円 5

2人 (2) 8時00分～23時00分 その他 実費（上限あり） 2
011-708-1188 (3)18時00分～21時00分 臨時(4ヶ月以上) 毎月　25,000円まで 123 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16010-29154081
不 問 通勤 (1)13時30分～21時00分 他 230,000円～330,000円 5

2人 (2) 8時00分～23時00分 その他 実費（上限あり） 2
011-708-1188 (3)18時00分～21時00分 常 用 毎月　25,000円まで 123 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16010-29155381
64歳以下 通勤 (1) 9時50分～19時00分 火他 190,000円～370,000円 18

2人 (2)11時00分～20時00分 毎　週 実費（上限あり） 7
076-431-3200 常 用 毎月　35,000円まで 67 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16010-29162081
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 17010-33992981
34歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 土日他 162,000円～263,000円 28

2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 22020-33712081
34歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 土日他 162,000円～263,000円 28

2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 22020-33713381
34歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 土日他 162,000円～253,000円 28

1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 22020-33714681
34歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 土日他 177,000円～233,000円 28

1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 22020-33715981
34歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 土日他 162,000円～233,000円 28

1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 22020-33716581
34歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 土日他 182,000円～283,000円 28

1人 その他 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 22020-33717481
59歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 土日他 182,000円～273,000円 28

2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 22020-33718781
44歳以下 通勤 (1)10時00分～20時00分 他 186,000円～251,000円 30

3人 (2) 9時00分～19時00分 その他 実費（上限あり） 14
080-7948-8412 (3)12時00分～22時00分 常 用 毎月　100,000円まで 14896 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 26020-34016981
20歳～44歳 通勤 (1) 9時00分～18時00分 他 212,500円～235,000円 20

1人 (2)11時00分～20時00分 毎　週 実費（上限あり） 20
0120-585-707 (3)13時45分～22時45分 常 用 毎月　40,000円まで 7300 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 13070-17429882
18歳以上 通勤 (1)10時00分～19時00分 他 220,000円～350,000円 285

1人 (2)13時00分～22時00分 毎　週 実費（上限あり） 181
03-5428-3111 (3)20時00分～ 5時00分 常 用 毎月　30,000円まで 10592 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 13070-17868382
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ヶ月未満) 170 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16010-29084681
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 16010-29096481
不 問 通勤 (1)22時00分～ 5時00分 日祝他 200,000円～380,000円 15

2人 (2) 8時00分～17時00分 その他 実費（上限なし） 0
0763-62-1221 常 用 90 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16050- 7315181
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日他 139,340円～165,525円 2

1人 その他 実費（上限あり） 1
0766-91-6175 常 用 毎月　8,000円まで 20 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16060- 2856281
34歳以下 通勤 (1) 9時30分～18時30分 他 191,000円～244,000円 6

2人 (2)12時00分～20時30分 その他 実費（上限あり） 4
0766-20-7600 常 用 毎月　18,000円まで 60 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 18010-24216681
44歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日他 141,440円～241,280円 22

1人 その他 実費（上限あり） 3
080-1607-2672 常 用 毎月　20,000円まで 119 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 23120- 5958681
18歳以上 通勤 他 205,000円～205,000円 60

1人 その他 実費（上限あり） 30
0120-314-520 臨時(4ヶ月以上) 毎月　15,000円まで 30500 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 13040-44334482
18歳～59歳 通勤 他 220,000円～242,000円 0

1人 その他 実費（上限なし） 0
03-5423-3601 常 用 462 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 13070-17356082
18歳～44歳 通勤 (1)15時00分～ 0時00分 他 260,043円～362,538円 13

1人 (2)18時00分～23時00分 その他 実費（上限あり） 5
0422-36-6788 (3)20時00分～ 5時00分 常 用 毎月　50,000円まで 27982 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 13170-53444581
不 問 通勤 (1) 9時00分～18時15分 他 224,640円～224,640円 27

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 3131 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 15040-11599781

281

正社員店舗スタッフ(魚民 新高岡南口駅前店) 酒場，ビヤホール
株式会社 モンテローザフーズ
東京都武蔵野市中町1-17-3 6.ﾓﾝﾃﾛｰｻﾞ三鷹本社ﾋﾞﾙ

正社員

280

販売(レディースシューズ)／高岡店 靴・履物小売業
株式会社ダブルエー
東京都渋谷区恵比寿1-20-18 7F

正社員 9時30分～22時30分の間の8時間

279

回転寿司業務(店長候補)／高岡赤祖父店 すし店
株式会社 はま寿司
東京都港区港南2-18-1 JR品川ｲ-ｽﾄﾋﾞﾙ

正社員以外
9時00分～ 0時00分の間の8時間程度

278

造型工 その他の窯業・土石製品製造業
榊原工業 株式会社
愛知県西尾市一色町大塚赤西18-3

正社員

273

店舗業務(キングファミリー 高岡向野店) その他の各種商品小売業
アクティライフ 株式会社
福井県福井市下馬3丁目301番地

正社員

271

一般事務 産業用機械器具賃貸業

有限会社 西条商会
氷見市島尾921番地

正社員

270

軌道作業者 一般土木建築工事業
中越興業 株式会社
南砺市野口800

正社員

269

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

268

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

正社員以外

283

大型機械担当(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

266

３１０売場責任者･売場責任者候補スタッフ 高岡店 その他の各種商品小売業
株式会社ドン･キホーテ
東京都目黒区青葉台2-19-10

正社員
又は 9時00分～ 8時59分の間の8時間程度

265

カルディコーヒーファームでの販売／イオンモール高岡店 各種食料品小売業
株式会社キャメル珈琲
東京都世田谷区代田2-31-8

正社員

264

総合職(店長候補) 食堂，レストラン
株式会社 王将フードサービス(餃子の王将)
京都市山科区西野山射庭ﾉ上町237

正社員

263

企画･技術営業(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

262

設計技術部員(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

261

梱包作業部員(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

260

業務部員(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

259

検査品質管理部員(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

258

製造部員(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

257

溶接作業員(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

256

ビル設備管理者 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

255

販売(高岡市、砺波市) 他に分類されない小売業
エルサカエ
富山市奥田町3-14

正社員

254

マンツーマン教師 学習塾
株式会社 ファミリー
富山市五福3216 らぽｰる北日本2F

正社員

253

マンツーマン教師 学習塾
株式会社 ファミリー
富山市五福3216 らぽｰる北日本2F

正社員以外

251

清掃･洗濯(アステラスファーマテック(株)高岡工場) 建物サービス業
株式会社 バロン
富山市北代5298

正社員以外

250

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
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【一般】
年　齢 通住別 休日 賃　　　金 従業員数 業　　種

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

職   種　　　　　

派　遣
請　負

不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 他 181,000円～250,000円 13
1人 (2) 5時00分～14時30分 毎　週 実費（上限なし） 9

076-441-7657 常 用 750 雇用・労災・健康・厚生
請負 高岡市 16010-28929981

不 問 通勤 日他 155,520円～207,600円 28
1人 その他 実費（上限あり） 26

0766-26-4367 臨時(4ヶ月以上) 毎月　10,000円まで 730 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 16010-28938581

35歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 196,000円～270,000円 64
2人 (2) 8時30分～12時00分 その他 実費（上限なし） 16

076-451-1101 常 用 72 雇用・労災・健康・厚生・財形
高岡市 16010-28973781
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- 2825081
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- 2831281
18歳～34歳 通勤 (1) 9時00分～18時00分 他 191,600円～201,100円 80

1人 (2)18時00分～ 9時00分 その他 実費（上限あり） 4
076-222-2296 常 用 毎月　50,000円まで 461 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 17010-33684381
18歳～34歳 通勤 (1) 9時00分～18時00分 他 191,600円～201,100円 80

1人 (2)18時00分～ 9時00分 その他 実費（上限あり） 4
076-222-2296 常 用 毎月　50,000円まで 461 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 17010-33685681
40歳以下 通勤 他 203,000円～203,000円 5

2人 その他 実費（上限あり） 1
052-221-8461 常 用 毎月　20,000円まで 300 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 23020-92130981
40歳以下 通勤 他 191,000円～191,000円 6

5人 その他 実費（上限あり） 2
052-221-8461 常 用 毎月　20,000円まで 300 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 23020-92357981
35歳以下 通勤 (1) 9時00分～18時00分 日祝 170,000円～213,000円 4

1人 毎　週 実費（上限あり） 1
052-954-1733 常 用 毎月　30,000円まで 67 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 23020-92901381
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 27020-81627181
59歳以下 通勤 (1) 9時45分～18時00分 他 161,000円～207,000円 1

1人 その他 実費（上限なし） 1
03-3475-1263 常 用 1473 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 13040-42263382
59歳以下 通勤 (1) 9時00分～18時00分 土日祝他 191,000円～295,000円 81

1人 毎　週 実費（上限なし） 13
076-433-1822 常 用 102 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16010-28801281
35歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 土日祝他 140,100円～161,600円 38

2人 毎　週 実費（上限あり） 10
0763-52-0670 常 用 毎月　55,800円まで 161 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16050- 7255381
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 160,000円～180,000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- 2784281
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 170,000円～230,000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- 2785181
不 問 通勤 (1)10時00分～19時00分 他 160,000円～180,000円 3

1人 (2)11時00分～20時00分 毎　週 実費（上限あり） 2
076-291-4000 常 用 毎月　27,000円まで 102 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 17010-33531981
不 問 通勤 (1)10時00分～19時00分 他 160,000円～180,000円 3

2人 毎　週 実費（上限あり） 0
076-291-4000 常 用 毎月　27,000円まで 102 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 17010-33536281
不 問 通勤 他 250,000円～320,000円 0

2人 その他 実費（上限なし） 0
06-6886-7800 常 用 344 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 27060-43539981
不 問 通勤 他 174,000円～246,000円 0

5人 毎　週 実費（上限なし） 0
06-6886-7800 常 用 311 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 27060-43541881
不 問 通勤 他 230,000円～300,000円 0

5人 その他 実費（上限なし） 0
06-6886-7800 常 用 344 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 27060-43543181
不 問 通勤 他 200,000円～290,000円 0

5人 その他 実費（上限なし） 0
06-6886-7800 常 用 344 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 27060-43545381
30歳以下 通勤 (1) 9時00分～17時30分 日祝他 166,100円～356,200円 23

2人 その他 実費（上限なし） 1
048-612-9853 常 用 6307 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 11030-37164981
59歳以下 通勤 (1) 9時00分～17時30分 土日祝他 225,020円～268,750円 21

1人 (2) 6時30分～19時30分 毎　週 実費（上限あり） 17
03-6779-8160 (3)11時00分～15時00分 常 用 毎月　150,000円まで 800 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 13040-41226782
37歳以下 通勤 他 190,000円～190,000円 8

1人 毎　週 実費（上限あり） 5
0120-033-412 常 用 毎月　100,000円まで 4208 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 13130-38763781
59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 他 188,900円～190,900円 19

1人 その他 実費（上限あり） 14
052-744-5011 常 用 毎月　50,000円まで 7500 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 15010-45569381

318

ホームヘルパー 老人福祉・介護事業
アースサポート 株式会社 アースサポート新潟
新潟市中央区鐙1-4-28

正社員

317

【正社員】ドコモショップスタッフ＜上北島店＞ その他の専門サービス業
ＭＸモバイリング 株式会社
東京都江東区豊洲3丁目2-24 豊洲ﾌｫﾚｼｱ

正社員
9時45分～19時00分の間の7時間以上

315

治験コーディネーター(高岡正社員) 医療に附帯するサービス業
サイトサポート･インスティテュート 株式会社
東京都港区芝浦1-1-1 浜松町ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ

正社員

312

自動車(トラック)の整備作業［高岡ＣＣ］ 自動車・同附属品製造業
ＵＤトラックス 株式会社
埼玉県上尾市大字壱丁目1番地

正社員

311

アイリスト(アイデザイナー)イオン高岡店 その他の洗濯・理容・美容・浴場業
株式会社 Ｂｌａｎｃ
大阪市淀川区西中島5丁目12番8号 ｴｽ･ﾃｨ･ｴｽﾋﾞﾙ9F

正社員 9時30分～21時00分の間の8時間

310

アイリスト(アイデザイナー)経験者･イオン高岡 その他の洗濯・理容・美容・浴場業
株式会社 Ｂｌａｎｃ
大阪市淀川区西中島5丁目12番8号 ｴｽ･ﾃｨ･ｴｽﾋﾞﾙ9F

正社員 9時30分～21時00分の間の8時間程度

309

アイリスト(アイデザイナー)週休３日 イオン高岡 その他の洗濯・理容・美容・浴場業

株式会社 Ｂｌａｎｃ
大阪市淀川区西中島5丁目12番8号 ｴｽ･ﾃｨ･ｴｽﾋﾞﾙ9F

正社員
9時30分～21時00分の間の10時間程度

294

販売員 写真機・時計・眼鏡小売業
東海リオン株式会社
愛知県名古屋市中区新栄町2-9 ｽｶｲｵｱｼｽ栄 2F

正社員

293

レンタカー･カラオケフロントスタッフ／高岡店 自動車賃貸業

ジャパンレンタカー 株式会社
愛知県名古屋市中区栄1丁目25-7

正社員 8時00分～20時00分の間の8時間

292

フロント運営スタッフ／高岡店 自動車賃貸業
ジャパンレンタカー 株式会社
愛知県名古屋市中区栄1丁目25-7

正社員 8時00分～20時00分の間の8時間

291

機械警備サービススタッフ(高岡) 警備業
セコム北陸株式会社
石川県金沢市香林坊2丁目4番30号香林坊ﾗﾓｰﾀﾞ

正社員

290

総合職(高岡) 警備業
セコム北陸株式会社
石川県金沢市香林坊2丁目4番30号香林坊ﾗﾓｰﾀﾞ

正社員

289

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

288

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

正社員

286

営業職(セールスエンジニア) 電気機械器具卸売業
菱越電機 株式会社
富山市問屋町三丁目1番28号

正社員

285

介護職員(ケアセンターいわせの) 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
8時00分～18時00分の間の8時間程度

284

調理師または栄養士(済生会高岡病院) 食堂，レストラン
日本海給食 株式会社
富山市上赤江町1丁目8番13号

正社員

308

アイリスト(アイデザイナー)店長候補･イオン高岡 その他の洗濯・理容・美容・浴場業
株式会社 Ｂｌａｎｃ
大阪市淀川区西中島5丁目12番8号 ｴｽ･ﾃｨ･ｴｽﾋﾞﾙ9F

正社員 9時30分～21時00分の間の8時間程度

305

ソフトバンクショップでの窓口業務(受付事務･販売) 電気機械器具卸売業
ダイワ通信株式会社
石川県金沢市入江2丁目180

正社員

304

ワイモバイルショップでの窓口業務(受付事務･販売) 電気機械器具卸売業
ダイワ通信株式会社
石川県金沢市入江2丁目180

正社員

303

切断作業員 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

302

梱包作業員 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

301

森林整備等現場管理、測量 育林業
富山県西部森林組合
南砺市荒木1230

正社員

300

システム営業 ソフトウェア業
株式会社 トヤマデータセンター
富山市柳町1-1-11

正社員

299

アパレル販売スタッフ／イオン高岡南店 婦人・子供服小売業
株式会社 東京ソワール
東京都港区南青山1-1-1 新青山ﾋﾞﾙ西館10F

正社員

(常派)化学分析技術者(品質管理) 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

無期雇用派遣

298

Page 9



【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00分～18時30分 日祝他 301,250円～325,850円 4
1人 (2) 9時00分～13時00分 その他 実費（上限あり） 3

0258-34-8250 常 用 毎月　20,000円まで 66 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 15020-18334481
不 問 通勤 日祝他 250,000円～550,000円 10

1人 その他 実費（上限なし） 7
076-423-8818 常 用 193 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16010-28173481
44歳以下 通勤 (1) 9時00分～18時00分 他 156,000円～300,000円 2452

1人 (2)10時00分～19時00分 その他 実費（上限なし） 1604
076-421-1500 (3)12時00分～21時00分 常 用 2452 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16010-28178081
不 問 通勤 日祝他 250,000円～550,000円 6

1人 その他 実費（上限なし） 4
076-423-8818 常 用 193 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16010-28182781
35歳以下 通勤 (1) 7時00分～16時00分 他 156,000円～300,000円 2452

10人 (2) 8時00分～17時00分 その他 実費（上限なし） 1604
076-421-1500 (3) 9時00分～18時00分 常 用 2452 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16010-28188681
不 問 通勤 日祝他 250,000円～550,000円 5

1人 その他 実費（上限なし） 4
076-423-8818 常 用 193 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16010-28191881
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時15分 日祝他 172,050円～172,050円 50

5人 その他 実費（上限あり） 35
076-407-0150 臨時(4ヶ月未満) 毎月　10,000円まで 2000 雇用・労災・健康・厚生

派遣社員 派遣 高岡市 16010-28254781
40歳以下 通勤 (1) 8時30分～18時30分 日他 186,500円～241,000円 6

1人 (2) 8時30分～17時00分 その他 実費（上限なし） 1
076-451-8001 常 用 44 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16010-28262781
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時10分 日祝他 187,680円～195,840円 150

1人 その他 実費（上限あり） 50
076-407-0150 臨時(4ヶ月未満) 毎月　10,000円まで 2000 雇用・労災・健康・厚生

派遣社員 派遣 高岡市 16010-28274081
不 問 通勤 (1) 7時30分～16時30分 土日他 158,500円～231,600円 8

1人 毎　週 実費（上限あり） 7
076-425-8410 臨時(4ヶ月以上) 毎月　30,000円まで 17887 雇用・労災・健康・厚生

請負 高岡市 16010-28446481
不 問 通勤 (1) 7時30分～16時30分 土日祝他 144,000円～180,000円 22

1人 毎　週 実費（上限あり） 18
076-444-0633 臨時(4ヶ月未満) 毎月　35,000円まで 10500 雇用・労災・健康・厚生

請負 高岡市 16010-28503181
40歳以下 通勤 (1) 9時00分～18時00分 土日他 174,812円～182,012円 50

5人 毎　週 実費（上限なし） 30
076-443-8800 常 用 250 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16010-28524981
不 問 通勤 (1)10時00分～18時15分 日祝他 195,500円～237,000円 20

3人 その他 実費（上限あり） 8
076-451-8910 臨時(4ヶ月以上) 毎月　15,000円まで 1000 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16010-28554181
39歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時00分 土日祝 195,000円～220,000円 5

2人 毎　週 実費（上限あり） 0
050-3539-6669 常 用 毎月　25,000円まで 31 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 17010-32948381
不 問 通勤 他 194,000円～254,000円 8

2人 毎　週 実費（上限あり） 6
076-253-9595 常 用 毎月　45,000円まで 490 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 17010-32962181
30歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 土日祝他 140,000円～200,000円 7

1人 毎　週 実費（上限あり） 2
0761-48-4855 常 用 毎月　24,500円まで 29 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 17010-33009781
不 問 通勤 (1) 5時30分～14時30分 他 170,000円～240,000円 10

1人 (2) 9時00分～18時00分 毎　週 実費（上限あり） 9
076-262-3380 臨時(4ヶ月以上) 毎月　35,000円まで 9000 雇用・労災・健康・厚生・財形

請負 高岡市 17010-33104581
不 問 通勤 (1) 5時30分～14時30分 他 170,000円～210,000円 10

1人 (2)10時00分～19時00分 毎　週 実費（上限あり） 9
076-262-3380 臨時(4ヶ月以上) 毎月　35,000円まで 9000 雇用・労災・健康・厚生・財形

請負 高岡市 17010-33108281
不 問 通勤 (1) 5時00分～14時30分 他 170,000円～210,000円 10

1人 (2) 8時30分～17時30分 毎　週 実費（上限あり） 9
076-262-3380 (3)10時30分～20時00分 臨時(4ヶ月以上) 毎月　35,000円まで 9000 雇用・労災・健康・厚生・財形

請負 高岡市 17010-33129981
不 問 通勤 (1) 9時30分～17時30分 土日祝他 260,000円～600,000円 18

2人 毎　週 実費（上限なし） 4
03-5950-3167 常 用 188 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 17010-33180481
18歳以上 通勤 他 252,250円～383,600円 15

2人 その他 実費（上限あり） 12
076-294-3356 常 用 毎月　20,000円まで 400 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 17080-10899381
不 問 通勤 (1) 9時00分～18時00分 他 190,000円～310,000円 1438

1人 (2)13時00分～22時00分 毎　週 実費（上限なし） 1117
076-274-6113 (3)11時00分～20時00分 常 用 6864 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 17080-10952181
不 問 通勤 (1) 8時25分～17時00分 土日祝他 180,000円～250,000円 4

4人 毎　週 実費（上限あり） 0
000-0000-0000 常 用 毎月　20,000円まで 8 雇用・労災・健康・厚生

請負 高岡市 17080-11008581
35歳以下 通勤 (1) 8時45分～17時30分 土日祝他 224,500円～310,000円 11

1人 毎　週 実費（上限なし） 4
052-212-4499 常 用 3000 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 23020-89747981
35歳以下 通勤 (1)10時00分～19時00分 他 186,000円～290,000円 15

3人 その他 実費（上限あり） 0
0564-24-2913 常 用 毎月　30,000円まで 2462 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 23050-15944581
35歳以下 通勤 (1)10時00分～19時00分 他 186,000円～290,000円 15

3人 その他 実費（上限あり） 0
0564-24-2913 常 用 毎月　30,000円まで 2462 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 23050-15990181

360

オートバイ本体の販売を主とする「営業職」 自動車小売業
株式会社 レッドバロン
愛知県岡崎市大平町字才勝8-1

正社員

359

未経験からプロを目指す！「整備士候補職」 自動車小売業
株式会社 レッドバロン
愛知県岡崎市大平町字才勝8-1

正社員

356

営業職(ルート営業) 家具製造業
クリナップ株式会社 中部支社
愛知県名古屋市中区錦1丁目16-20ｸﾞﾘｰﾝﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ2階

正社員

354

工作機械、産業用機械の組立･調整 非鉄金属・同合金圧延業
株式会社 マリンエンジニアリング
石川県野々市市御経塚1丁目342番地

正社員

353

登録販売者総合職【３つの選択区分有】富山３高岡･砺波 医薬品・化粧品小売業
株式会社 クスリのアオキ
白山市松本町2512

正社員
又は 8時30分～22時00分の間の8時間程度

351

店舗管理業務全般(店長候補)かつや富山高岡店 食堂，レストラン
株式会社 アース
石川県野々市市横宮町14-30 河端ﾋﾞﾙ2階

正社員 9時00分～ 2時00分の間の8時間程度

350

システムエンジニアプログラマー 情報処理・提供サービス業

株式会社パワーエッジ 金沢支社
石川県金沢市上堤町1-12 金沢南町ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ7階

正社員

349

栄養士 食堂，レストラン
日本ゼネラルフード株式会社 北陸支社
石川県金沢市西念4丁目18番地40号 NYﾋﾞﾙ 601号

正社員以外

348

栄養士 食堂，レストラン
日本ゼネラルフード株式会社 北陸支社
石川県金沢市西念4丁目18番地40号 NYﾋﾞﾙ 601号

正社員以外

347

調理師 食堂，レストラン
日本ゼネラルフード株式会社 北陸支社
石川県金沢市西念4丁目18番地40号 NYﾋﾞﾙ 601号

正社員以外

346

機械設計補助(ＣＡＤオペレーター) 機械設計業
株式会社リバーヘッドシステムズ
石川県金沢市鞍月2丁目2番地石川県繊維会館3F

正社員

345

店舗販売員 医薬品・化粧品小売業
株式会社 示野薬局(シメノドラッグ)
石川県金沢市高柳町1字48-1

正社員 9時00分～22時00分の間の8時間程度

344

営業 金融商品取引業
株式会社 しん証券さかもと
石川県金沢市駅西本町1丁目11番24号

正社員

340

プラザマネージャー(ショールーム店長候補)営業 その他のはん用機械・同部分品製造
業株式会社 白寿生科学研究所 富山営業所

富山市上飯野6-10
正社員以外

339

配送(地区担当者) 他に分類されない非営利的団体
富山県生活協同組合
富山市金屋555

正社員

338

ボイラー管理(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

正社員以外

337

調理師又は栄養士(日本曹達(株)高岡工場内食堂) その他の飲食料品小売業
株式会社 魚国総本社 北陸支社
富山市西大泉12番地10号

正社員以外

333

フォークリフトを使用しての資材の運搬作業 労働者派遣業

株式会社 ワイズ 富山営業所
富山市花園町1丁目6番16号

有期雇用派遣

332

ルート営業職(高岡営業所) 産業機械器具卸売業
山崎機工 株式会社
富山市針原中町503番地

正社員

331

軽量部品の検査及び包装作業 労働者派遣業
株式会社 ワイズ 富山営業所
富山市花園町1丁目6番16号

有期雇用派遣

329

調剤薬局薬剤師(成美薬局) 医薬品・化粧品小売業
株式会社 アモール
富山市今泉147番地 AYﾋﾞﾙ2F

正社員 8時30分～18時30分の間の8時間

328

販売スタッフ(高岡市、氷見市、砺波市内) 各種食料品小売業
株式会社 大阪屋ショップ
富山市赤田487-1

正社員

326

調剤薬局薬剤師(たかおか南星薬局) 医薬品・化粧品小売業
株式会社 アモール
富山市今泉147番地 AYﾋﾞﾙ2F

正社員 8時30分～18時30分の間の8時間

325

レジスタッフ(高岡市内･氷見市内･砺波市内) 各種食料品小売業
株式会社 大阪屋ショップ
富山市赤田487-1

正社員

323

調剤薬局薬剤師(あおぞら薬局駅南) 医薬品・化粧品小売業
株式会社 アモール
富山市今泉147番地 AYﾋﾞﾙ2F

正社員 8時30分～19時00分の間の8時間

321

薬剤師［あおば薬局高岡店］ 医薬品・化粧品小売業
株式会社 バンテージ
新潟県長岡市三和3丁目6-6

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

35歳以下 通勤 (1)10時00分～19時00分 他 186,000円～290,000円 15
3人 その他 実費（上限あり） 0

0564-24-2913 常 用 毎月　30,000円まで 2462 雇用・労災・健康・厚生・財形
高岡市 23050-16043681

40歳以下 通勤 他 192,600円～255,400円 97
2人 毎　週 実費（上限なし） 33

06-6836-5050 常 用 1370 雇用・労災・健康・厚生・財形
高岡市 27100-15965281

363

ガソリンスタンドスタッフ(富山) 燃料小売業
株式会社 ネクステージ
豊中市新千里東町1-5-3千里朝日阪急ﾋﾞﾙ20F

正社員 7時00分～23時00分の間の8時間程度

361

オートバイ整備･修理を主とする「整備職」 自動車小売業
株式会社 レッドバロン
愛知県岡崎市大平町字才勝8-1

正社員
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