
【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) 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-  741291
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時30分 他 184,000円～213,000円 15

2人 その他 なし 3
0766-64-6377 常 用 15 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-  746691
35歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝 180,000円～200,000円 20

1人 その他 なし 5
0766-84-2411 常 用 20 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-  748491
35歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝 170,000円～180,000円 20

1人 その他 なし 5
0766-84-2411 常 用 20 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-  749791
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時00分 日祝他 160,344円～252,120円 5

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

高岡市 16020-  753391
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時00分 日祝他 160,344円～252,120円 5

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

高岡市 16020-  754691
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時00分 日祝他 160,344円～252,120円 5

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

高岡市 16020-  755991
38歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 194,280円～250,000円 16

1人 その他 実費（上限あり） 4
0766-23-6535 常 用 毎月　10,000円まで 20 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-  764491
不 問 通勤 (1) 8時30分～16時30分 日他 145,000円～180,000円 37

1人 その他 なし 23
0766-50-9995 常 用 37 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-  773791
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝 160,000円～180,000円 38

1人 その他 実費（上限なし） 15
0766-20-2445 常 用 40 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-  781891
44歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 201,800円～300,000円 71

1人 その他 実費（上限あり） 5
0766-63-3311 常 用 毎月　14,600円まで 2100 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-  782291
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-  783591
59歳以下 通勤 (1) 8時00分～16時45分 日他 203,500円～343,500円 90

1人 (2) 9時00分～17時45分 毎　週 実費（上限あり） 79
0766-22-5445 (3)15時30分～23時30分 常 用 毎月　20,000円まで 90 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-  784191
59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時15分 他 218,500円～328,500円 90

1人 (2)16時30分～ 1時00分 毎　週 実費（上限あり） 79
0766-22-5445 (3) 0時30分～ 9時00分 常 用 毎月　20,000円まで 90 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-  785091
59歳以下 通勤 (1) 8時00分～16時45分 日他 218,500円～328,500円 90

1人 (2) 9時00分～17時45分 毎　週 実費（上限あり） 79
0766-22-5445 (3)15時30分～23時30分 常 用 毎月　20,000円まで 90 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-  786391
不 問 通勤 (1) 7時00分～15時15分 日祝他 163,050円～163,050円 19

1人 (2) 8時30分～16時45分 その他 実費（上限あり） 18
0766-22-7810 (3)10時45分～19時00分 臨時(4ヶ月以上) 毎月　11,500円まで 19 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-  788991
44歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 186,000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-  794391
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 183,000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-  795691
30歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 146,000円～156,000円 12

1人 その他 実費（上限あり） 3
0766-63-6010 常 用 毎月　20,000円まで 12 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-  797491
40歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 他 150,000円～150,000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-  798791
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-  799891
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-  800991
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-  801491
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高岡市上渡161
正社員

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

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

正社員

又は 8時00分～19時00分の間の8時間
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
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

高岡市醍醐933

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

正社員

設計業務 土木建築サービス業

建設技研コンサルタンツ株式会社
高岡市角602-1

事務 プラスチック成形材料製造業

正和化学工業 株式会社

正社員

営業 土木建築サービス業

建設技研コンサルタンツ株式会社
高岡市角602-1

正社員以外

正社員

高岡市五福町1番8号

保育士 児童福祉事業

社会福祉法人 国吉光徳保育園
高岡市細池425

正社員

正看護師(病棟) 病院

医療法人社団 睦心会 あさなぎ病院
高岡市五福町1番8号

正看護師(透析室) 病院

医療法人社団 睦心会 あさなぎ病院

正社員

臨床工学技士 病院

医療法人社団 睦心会 あさなぎ病院
高岡市五福町1番8号

正社員

正社員

高岡市戸出栄町51-8

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

アルミ形材の集積及び運搬 建設用・建築用金属製品製造業

有限会社 双葉金属工業所
高岡市中保244

セールスドライバー(営業乗務社員) 一般貨物自動車運送業

濃飛西濃運輸株式会社 高岡営業所

正社員

事務兼作業指導員 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

高岡市問屋町15番地
正社員

土木施工管理者(現場代理人、現場管理)及び作業員 その他の設備工事業

北陸道路標識 株式会社

金型の調整･組立及び最終検査担当 金属素形材製品製造業

三英工業 株式会社
高岡市福岡町赤丸1014-7

正社員

高岡市福岡町赤丸1014-7

三次元ＣＡＭ金型加工担当 金属素形材製品製造業

三英工業 株式会社
高岡市福岡町赤丸1014-7

正社員

正社員

一般事務 建築材料卸売業

株式会社 石敬木材センター
高岡市中曽根123

金属素形材製品製造業

三英工業 株式会社
三次元ＣＡＤ金型設計担当

正社員

フォークリフトの運転及び積込 建築材料卸売業

株式会社 石敬木材センター
高岡市中曽根123

正社員

正社員

高岡市京田140-1

農業機械オペレーター 農業サービス業

樽蔵産業 株式会社
高岡市福岡町蓑島 584

正社員

和菓子製造者(職人) パン・菓子製造業

株式会社 不破福寿堂

職   種　　　　　

派　遣
請　負
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【一般】
年　齢 通住別 休日 賃　　　金 従業員数 業　　種

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

職   種　　　　　

派　遣
請　負

不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝 180,000円～250,000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-  802791
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-  803891
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-  804291
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-  805591
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-  806191
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-  807091
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-  808391
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-  810491
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-  812891
不 問 通勤 (1) 7時00分～16時00分 他 170,000円～170,000円 102

2人 (2) 8時00分～17時00分 その他 実費（上限あり） 84
0766-31-5700 (3)10時00分～19時00分 常 用 毎月　45,000円まで 102 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-  823191
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-  661291
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 205,000円～250,000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-  665391
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-  666691
不 問 通勤 (1) 9時00分～17時45分 祝他 200,000円～320,000円 15

1人 その他 実費（上限あり） 8
0766-24-5578 常 用 毎月　20,000円まで 20 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-  667991
59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 他 154,008円～242,784円 72

2人 (2) 6時30分～15時30分 その他 実費（上限あり） 52
0766-36-2600 (3)12時15分～21時15分 常 用 毎月　31,600円まで 178 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-  669791
不 問 通勤 (1) 9時30分～19時00分 月他 136,000円～200,000円 4

2人 毎　週 実費（上限あり） 2
0766-20-5155 常 用 毎月　10,000円まで 4 雇用・労災

高岡市 16020-  670591
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 200,000円～250,000円 14

1人 その他 実費（上限なし） 2
080-3041-1380 常 用 21 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-  672091
18歳以上 通勤 (1) 7時30分～16時30分 他 166,700円～172,300円 10

1人 (2) 8時30分～17時30分 その他 実費（上限あり） 1
0766-26-0015 (3)16時30分～ 8時30分 臨時(4ヶ月未満) 毎月　20,000円まで 1488 雇用・労災・健康・厚生

請負 高岡市 16020-  673391
不 問 通勤 (1) 8時00分～16時30分 他 147,200円～161,000円 15

3人 その他 実費（上限あり） 3
0766-26-5553 常 用 毎月　5,000円まで 26 雇用・労災・健康・厚生

請負 高岡市 16020-  674691
40歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日他 160,000円～220,000円 16

1人 その他 実費（上限あり） 10
0766-63-8084 常 用 27 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-  677791
59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 244,000円～254,000円 31

1人 その他 実費（上限なし） 5
0766-52-3282 常 用 31 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-  679291
18歳以上 通勤 (1) 4時00分～13時00分 日他 250,000円～250,000円 14

2人 (2)16時00分～ 0時00分 その他 なし 2
0766-54-6418 常 用 14 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-  681391
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日他 400,000円～450,000円 14

2人 その他 なし 2
0766-54-6418 常 用 14 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-  682691
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運送員(大型) 一般貨物自動車運送業

株式会社 眞永
高岡市中保1388番地 ﾓﾝﾃｰﾆｭ2 105号室

正社員

射水市小島3530

運送員(中型･地場) 一般貨物自動車運送業

株式会社 眞永
高岡市中保1388番地 ﾓﾝﾃｰﾆｭ2 105号室

正社員

正社員

採卵養鶏業務(鶏卵の生産販売)全般 畜産農業

有限会社 仁光園
高岡市十二町島134

運転手(４ｔ車) 一般貨物自動車運送業

北陸運送 株式会社

正社員

高岡市向野町4-12

清掃作業〔シート掛け、構内清掃〕 一般廃棄物処理業

島田工業 株式会社
高岡市米島480番地3

正社員以外

正社員

営業 食料・飲料卸売業

日本海酒販 株式会社
高岡市荻布177-1

警備員(アステラスファーマテック) 建物サービス業

株式会社ホクタテ 高岡支社

正社員

正社員

高岡市葦附1239番地の27

美容師･理容師 美容業

ヘアースタジオ Ｌａ．ｌｉｅｎ
高岡市中川上町10-2 FLAPﾋﾞﾙ1階

正社員

営業 一般土木建築工事業

株式会社マイホ－ムタナカ
高岡市駅南4丁目3-16

介護職員(志貴野ホーム) 障害者福祉事業

社会福祉法人 高岡市身体障害者福祉会

正社員

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

営業(ルート営業) 建築材料卸売業

株式会社 スミカ
高岡市井口本江110番地

調理員、栄養士(新生苑) 食堂，レストラン

有限会社 三給
高岡市波岡 185-2

正社員

高岡市上渡161
正社員

介護職 老人福祉・介護事業

社会福祉法人 立野福祉会 香野苑

5時00分～21時00分の間の8時間
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

又は 8時00分～22時00分の間の8時間程度

正社員

正社員

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

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

9時00分～22時00分の間の8時間程度
正社員

又は 7時00分～20時00分の間の8時間
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

又は 7時00分～20時00分の間の8時間

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

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

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
高岡市角602-1

機能訓練士【理学療法士･作業療法士】(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

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
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

測量業務 土木建築サービス業

建設技研コンサルタンツ株式会社
高岡市角602-1

又は 0時00分～23時59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

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-  687291
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-  688591
不 問 通勤 (1) 9時00分～18時00分 日祝他 150,000円～170,000円 6

1人 (2) 9時00分～13時00分 その他 実費（上限あり） 6
0766-24-0055 常 用 毎月　10,000円まで 6 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-  689191
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日他 185,000円～250,000円 116

1人 その他 実費（上限なし） 11
0766-63-7132 常 用 153 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-  694891
44歳以下 通勤 (1) 8時00分～15時30分 日他 160,000円～175,000円 11

1人 (2) 8時00分～14時00分 その他 なし 5
0766-24-3584 常 用 11 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-  695291
35歳以下 通勤 (1) 6時00分～15時00分 日他 200,000円～250,000円 11

2人 その他 なし 5
0766-24-3584 常 用 11 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-  696591
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 200,000円～250,000円 7

1人 その他 実費（上限なし） 1
0766-82-6289 常 用 7 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-  704991
59歳以下 通勤 (1) 9時00分～17時30分 土日祝他 217,000円～217,000円 16

1人 毎　週 実費（上限あり） 5
0766-26-7001 常 用 毎月　40,000円まで 10675 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-  706791
59歳以下 通勤 (1) 9時00分～17時30分 土日祝他 208,000円～313,000円 16

1人 (2)11時30分～15時30分 毎　週 実費（上限あり） 5
0766-26-7001 (3) 7時00分～20時00分 常 用 毎月　40,000円まで 10701 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-  707891
59歳以下 通勤 (1) 9時00分～17時30分 土日祝他 188,000円～238,000円 16

1人 (2)11時30分～15時30分 毎　週 実費（上限あり） 5
0766-26-7001 (3) 7時00分～20時00分 常 用 毎月　40,000円まで 10701 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-  708291
59歳以下 通勤 (1) 9時00分～17時30分 土日祝他 208,000円～313,000円 16

1人 (2)11時30分～15時30分 毎　週 実費（上限あり） 5
0766-26-7001 (3) 7時00分～20時00分 常 用 毎月　40,000円まで 10701 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-  709591
59歳以下 通勤 (1) 9時00分～17時30分 土日祝他 188,000円～238,000円 16

1人 (2)11時30分～15時30分 毎　週 実費（上限あり） 5
0766-26-7001 (3) 7時00分～20時00分 常 用 毎月　40,000円まで 10701 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-  710391
59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時00分 土日祝他 208,000円～313,000円 16

1人 毎　週 実費（上限あり） 5
0766-26-7001 常 用 毎月　40,000円まで 10701 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-  711691
30歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時00分 土日祝他 188,000円～238,000円 16

1人 毎　週 実費（上限あり） 5
0766-26-7001 常 用 毎月　40,000円まで 10701 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-  712991
40歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時00分 日祝他 157,000円～230,000円 22

2人 (2) 8時30分～12時30分 その他 実費（上限なし） 14
0766-24-2030 常 用 22 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-  714791
不 問 通勤 (1) 8時45分～17時30分 他 235,000円～285,000円 19

2人 毎　週 実費（上限あり） 5
0766-21-1405 常 用 25 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-  715891
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-  717591
39歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 180,000円～230,000円 9

2人 その他 実費（上限あり） 1
0766-64-2615 常 用 毎月　10,000円まで 9 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-  718191
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 土日祝 160,000円～176,000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-  722791
不 問 通勤 (1) 8時15分～17時00分 日祝他 200,000円～250,000円 2

1人 その他 実費（上限あり） 0
0766-31-1245 常 用 毎月　10,000円まで 2 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-  724291
59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時00分 他 181,000円～220,540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-  726191
59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時00分 他 191,000円～230,540円 97

1人 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-  727091
59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時00分 他 160,000円～195,840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-  728391
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82

83

85

71

72

73

74

75

76

65

66

67

68

69

64

正社員

高岡市永楽町5-1

看護補助 病院

医療法人 明心会 柴田病院
高岡市永楽町5-1

正社員

介護福祉士 病院

医療法人 明心会 柴田病院
高岡市永楽町5-1

精神保健福祉士 病院

医療法人 明心会 柴田病院

正社員

プレス金型製作用のフライス加工 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

高岡市内島160

無期雇用派遣

正社員

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

製造スタッフ(鉄鋼製品の加工作業) その他の金属製品製造業

有限会社 放生鉄工所
高岡市福岡町下向田2-1

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

正社員

高岡市野村1169
正社員

税理士補助 公認会計士事務所，税理士事務所

ベストパートナーズ税理士法人 村上事務所
高岡市永楽町1-2

舞台照明技術者又は舞台音響技術者 その他の専門サービス業

株式会社 アートエレクトロン

正社員

技術職(工事)／経験不問 一般土木建築工事業

大東建託株式会社 高岡支店
高岡市下関町4-5 北陸読売会館4F

正社員

正社員

高岡市下関町4-5 北陸読売会館4F

技術職(工事) 一般土木建築工事業

大東建託株式会社 高岡支店
高岡市下関町4-5 北陸読売会館4F

正社員

技術職(積算)＜一級建築士＞ 一般土木建築工事業

大東建託株式会社 高岡支店
高岡市下関町4-5 北陸読売会館4F

技術職(積算)＜二級建築士＞ 一般土木建築工事業

大東建託株式会社 高岡支店

正社員

高岡市下関町4-5 北陸読売会館4F

建築設計／２級建築士 一般土木建築工事業

大東建託株式会社 高岡支店
高岡市下関町4-5 北陸読売会館4F

正社員

正社員

建築営業課員 一般土木建築工事業

大東建託株式会社 高岡支店
高岡市下関町4-5 北陸読売会館4F

建築設計／１級建築士 一般土木建築工事業

大東建託株式会社 高岡支店

正社員

塗装工事全般の現場施工管理(未経験者可) 塗装工事業

有限会社 大協塗装
高岡市姫野52-7

正社員

配送･営業･仕入 農畜産物・水産物卸売業

株式会社 ナカノ
高岡市東上関250

正社員

高岡市戸出春日796-1

一般事務 農畜産物・水産物卸売業

株式会社 ナカノ
高岡市東上関250

正社員

正社員

医療事務 一般診療所

医療法人社団 キタノ整形外科クリニック
高岡市蓮花寺564-1

事務員(計画) その他のはん用機械・同部分品製造
業ＮＳＫ富山 株式会社

正社員

高岡市鷲北新477

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
高岡市鷲北新477

正社員

正社員

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
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【一般】
年　齢 通住別 休日 賃　　　金 従業員数 業　　種

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

職   種　　　　　

派　遣
請　負

不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 171,500円～182,000円 0
1人 その他 実費（上限あり） 0

0766-84-8855 常 用 毎月　17,000円まで 117 雇用・労災・健康・厚生

請負 高岡市 16020-  729691
59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時00分 他 160,000円～194,600円 97

1人 (2) 5時30分～14時00分 その他 実費（上限あり） 76
0766-22-0705 (3) 6時30分～15時00分 常 用 毎月　25,000円まで 97 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-  730491
不 問 通勤 (1) 8時10分～17時00分 日祝他 162,000円～183,000円 19

1人 その他 実費（上限あり） 5
0766-31-1011 常 用 毎月　10,000円まで 19 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-  734591
44歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時00分 日他 250,000円～280,000円 34

1人 その他 実費（上限なし） 2
0766-23-1967 常 用 34 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-  744091
59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時00分 日他 200,000円～240,000円 34

1人 その他 なし 2
0766-23-1967 常 用 34 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-  745391
不 問 通勤 (1) 8時45分～17時30分 他 235,000円～285,000円 19

2人 毎　週 実費（上限あり） 5
0766-21-1405 常 用 25 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-  747991
不 問 通勤 (1) 8時30分～18時00分 日祝他 220,000円～250,000円 6

1人 (2) 8時30分～12時00分 その他 実費（上限あり） 6
0766-44-0093 常 用 毎月　5,000円まで 6 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-  591391
35歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 230,000円～280,000円 43

1人 その他 実費（上限あり） 29
0766-63-3065 常 用 毎月　8,000円まで 43 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-  606391
44歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 175,000円～185,000円 43

1人 その他 実費（上限あり） 29
0766-63-3065 常 用 毎月　8,000円まで 43 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-  607691
不 問 通勤 (1) 6時00分～15時00分 他 153,600円～215,700円 111

1人 (2) 9時00分～18時00分 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-  613091
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝 198,000円～308,000円 69

3人 その他 実費（上限あり） 7
0766-22-4040 常 用 毎月　30,000円まで 85 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-  615691
不 問 通勤 (1) 9時00分～17時00分 日祝他 190,000円～250,000円 62

1人 その他 実費（上限あり） 55
0766-27-8600 常 用 毎月　16,000円まで 322 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-  616991
64歳以下 通勤 (1) 7時30分～15時30分 他 168,000円～183,600円 50

1人 (2)13時30分～21時30分 その他 実費（上限あり） 7
0766-27-6101 (3)21時30分～ 7時30分 常 用 毎月　13,000円まで 62 雇用・労災・健康・厚生

請負 高岡市 16020-  617491
18歳～59歳 通勤 (1)16時00分～10時00分 他 151,000円～178,000円 20

1人 (2) 9時00分～18時00分 その他 実費（上限あり） 12
0766-28-5020 常 用 毎月　50,000円まで 5700 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-  619891
59歳以下 通勤 (1) 7時00分～16時00分 他 151,000円～178,000円 20

2人 (2)10時00分～19時00分 その他 実費（上限あり） 15
0766-28-5020 (3)16時00分～10時00分 常 用 毎月　50,000円まで 5700 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-  620191
不 問 通勤 (1) 8時30分～16時30分 日祝他 200,000円～200,000円 35

1人 その他 実費（上限あり） 10
0766-54-5541 常 用 毎月　5,000円まで 35 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-  624991
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日他 200,000円～400,000円 316

1人 その他 実費（上限あり） 39
0766-21-1448 常 用 毎月　25,000円まで 950 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-  625491
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日他 200,000円～400,000円 316

1人 その他 実費（上限あり） 39
0766-21-1448 常 用 毎月　25,000円まで 950 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-  627891
35歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 190,000円～250,000円 48

2人 その他 実費（上限なし） 11
0766-63-7777 常 用 78 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-  640991
不 問 通勤 (1)10時00分～19時00分 他 185,000円～335,000円 23

3人 毎　週 実費（上限なし） 16
0766-63-7777 常 用 78 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-  641491
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 他 200,000円～270,000円 26

1人 毎　週 実費（上限あり） 7
0766-63-4858 常 用 毎月　12,900円まで 26 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-  649691
不 問 通勤 (1) 9時00分～18時00分 他 180,000円～250,000円 5

1人 (2)10時00分～19時00分 その他 実費（上限あり） 1
076-464-3412 (3)11時00分～20時00分 臨時(4ヶ月以上) 毎月　10,000円まで 5 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-  654591
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 土日祝他 168,896円～168,896円 404

3人 (2) 7時00分～16時00分 毎　週 実費（上限あり） 328
0766-21-0570 (3)10時00分～19時00分 臨時(4ヶ月以上) 毎月　27,100円まで 404 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-  657391

119

121

122

123

108

109

110

111

112

106

99

101

102

91

92

93

94

95

正社員以外

高岡市昭和町2丁目1-21

看護助手(嘱託職員) 病院

富山県済生会高岡病院
高岡市二塚387-1

正社員以外

ルート営業及び配送業務 食料・飲料卸売業

株式会社 タカズミ
高岡市二塚199-18

パソコンやｉｐｈｏｎｅの修理 電気機械器具修理業

株式会社 ＥＣＯＭＡＸ

正社員

正社員

高岡市ｵﾌｨｽﾊﾟｰｸ9-2

ａｕショップスタッフ 他に分類されない小売業

東洋通信工業 株式会社
高岡市ｵﾌｨｽﾊﾟｰｸ9-2

正社員

技術職(電気工事) 他に分類されない小売業

東洋通信工業 株式会社

めっき加工の前処理･後処理 (正社員) 表面処理鋼材製造業

シーケー金属 株式会社
高岡市守護町2丁目12-1

正社員

配管機器(継手製品)の製造作業(正社員) 表面処理鋼材製造業

シーケー金属 株式会社
高岡市守護町2丁目12-1

正社員

正社員

高岡市美幸町1丁目4番47号

サービス管理責任者 障害者福祉事業

株式会社 ＬＩＦＥ 就労継続支援事業所 太陽
高岡市横田本町9-2

正社員

介護職員(夜勤専従) 老人福祉・介護事業

メディカル･ケア･サービス株式会社(愛の家グループホーム高岡美幸)

高岡市美幸町1丁目4番47号

介護職員 老人福祉・介護事業

メディカル･ケア･サービス株式会社(愛の家グループホーム高岡美幸)

正社員

原料仕込み【中越パルプ高岡工場】 管理，補助的経済活動を行う事業所

高岡サポート 株式会社
高岡市米島282

正社員以外

正社員

高岡市問屋町11

作業療法士、理学療法士 老人福祉・介護事業

医療法人社団 志貴野会 老人保健施設しきのケアセンター

高岡市鷲北新480

正社員

電気工事および管工事技術者 電気工事業

株式会社 開進堂

調理員(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

ニットウェアー外注管理 外衣・シャツ製造業

エフアイニット株式会社
高岡市戸出栄町52-5

正社員

正社員

(ニット製品)生産管理及び販売 外衣・シャツ製造業

エフアイニット株式会社
高岡市戸出栄町52-5

看護師 一般診療所

宇野内科医院
高岡市伏木古国府5-30

正社員

音響設備工事、弱電技術者 その他の専門サービス業

株式会社 アートエレクトロン
高岡市野村1169

正社員

大型地場運転手 一般貨物自動車運送業

有限会社 一山運送店
高岡市長慶寺61-2

正社員

正社員

高岡市宝来町880

配車係補助 一般貨物自動車運送業

有限会社 一山運送店
高岡市長慶寺61-2

正社員

調理員(交替制あり) 病院

医療法人 明心会 柴田病院
高岡市永楽町5-1

段ボール製造 紙製容器製造業

株式会社 パピエ コニシ

正社員

倉庫内作業 一般貨物自動車運送業

明穂輸送 株式会社
射水市高木336-2

正社員

115

90

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

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ヶ月以上) 毎月　10,000円まで 500 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 16020-  473891

18歳以上 通勤 (1) 7時00分～15時30分 他 150,000円～180,000円 20
3人 (2) 9時00分～17時30分 その他 実費（上限あり） 14

0766-64-6111 (3)10時30分～19時00分 常 用 毎月　16,100円まで 39 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 16020-  476191
不 問 通勤 (1) 8時30分～18時00分 日祝他 230,000円～260,000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-  480491
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-  495391
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 134 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-  499791
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 134 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-  502491
35歳以下 通勤 (1) 7時00分～16時00分 他 157,200円～220,000円 3700

20人 (2) 8時00分～17時00分 その他 実費（上限あり） 2400
0766-56-7257 (3) 9時00分～18時00分 常 用 毎月　28,870円まで 3700 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-  517691
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時10分 日祝他 200,000円～400,000円 180

1人 毎　週 実費（上限あり） 38
0766-63-1100 常 用 毎月　20,000円まで 215 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-  524391
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時10分 日祝他 250,000円～500,000円 180

3人 毎　週 実費（上限あり） 38
0766-63-1100 常 用 毎月　30,000円まで 215 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-  526991
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時10分 日祝他 250,000円～450,000円 180

2人 毎　週 実費（上限あり） 38
0766-63-1100 常 用 毎月　20,000円まで 215 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-  527491
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時10分 日祝他 200,000円～400,000円 180

2人 毎　週 実費（上限あり） 38
0766-63-1100 常 用 毎月　20,000円まで 215 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-  529891
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時10分 日祝他 200,000円～400,000円 180

3人 毎　週 実費（上限あり） 38
0766-63-1100 常 用 毎月　20,000円まで 215 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-  530191
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時10分 日祝他 250,000円～450,000円 180

2人 毎　週 実費（上限あり） 38
0766-63-1100 常 用 毎月　20,000円まで 215 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-  532391
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時10分 日祝他 280,000円～500,000円 180

5人 毎　週 実費（上限あり） 38
0766-63-1100 常 用 毎月　30,000円まで 215 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-  533691
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時10分 日祝他 250,000円～450,000円 180

3人 毎　週 実費（上限あり） 38
0766-63-1100 常 用 毎月　20,000円まで 215 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-  535491
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 160,000円～210,000円 20

1人 その他 実費（上限あり） 14
0766-64-2372 常 用 毎月　10,000円まで 60 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-  545891
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時15分 土日祝 167,000円～250,700円 8

1人 毎　週 実費（上限あり） 8
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-  546291
不 問 通勤 (1) 9時00分～17時00分 他 192,000円～192,000円 85

2人 (2)19時00分～ 7時00分 その他 実費（上限あり） 45
0766-24-7711 臨時(4ヶ月以上) 500 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-  547591
不 問 通勤 (1) 9時00分～17時00分 他 143,640円～143,640円 85

2人 その他 実費（上限あり） 45
0766-24-7711 臨時(4ヶ月以上) 500 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-  548191
不 問 通勤 (1) 9時00分～17時00分 他 133,630円～133,630円 85

3人 (2)13時00分～20時00分 その他 実費（上限あり） 45
0766-24-7711 臨時(4ヶ月以上) 500 雇用・労災・健康・厚生・財形
高岡市･射水市 16020-  551491

不 問 通勤 (1) 8時30分～18時30分 他 380,000円～440,000円 4
1人 (2) 8時30分～17時00分 その他 実費（上限なし） 3

080-9780-5880 (3) 8時30分～13時00分 常 用 33 雇用・労災・健康・厚生
高岡市･射水市 16020-  554291

不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 205,000円～300,000円 38
1人 その他 実費（上限なし） 3

0766-21-0115 常 用 38 雇用・労災・健康・厚生・財形
高岡市 16020-  557091
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 205,000円～300,000円 38

1人 その他 実費（上限なし） 3
0766-21-0115 常 用 38 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-  558391

167

保温工 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

166

配管工 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

165

薬剤師(調剤)【どんぐり薬局･なでしこ薬局】 医薬品・化粧品小売業

株式会社 アシスト
射水市戸破3864番地1

正社員

164

セレモニーホールの誘導･設営 冠婚葬祭業

オークス株式会社 高岡支社
高岡市熊野町14-2

正社員以外

163

霊柩車の運転手 冠婚葬祭業

オークス株式会社 高岡支社
高岡市熊野町14-2

正社員以外

162

セレモニー業務(夜勤を含む準社員) 冠婚葬祭業

オークス株式会社 高岡支社
高岡市熊野町14-2

正社員以外

161

介護支援専門員(鳳鳴苑在宅介護支援センター) 老人福祉・介護事業

社会福祉法人 福鳳会
高岡市蔵野町3番地

正社員

160

事務員 畜産食料品製造業

株式会社 セイアグリーシステム
高岡市福岡町江尻73-1

正社員

159

技術開発 金属加工機械製造業

キタムラ機械 株式会社
高岡市戸出町1870番地

正社員

158

工作機械の保守サービス 金属加工機械製造業

キタムラ機械 株式会社
高岡市戸出町1870番地

正社員

157

生産管理、品質管理 金属加工機械製造業

キタムラ機械 株式会社
高岡市戸出町1870番地

正社員

156

工作機械組立作業及び出荷作業 金属加工機械製造業

キタムラ機械 株式会社
高岡市戸出町1870番地

正社員

155

機械加工オペレーター 金属加工機械製造業

キタムラ機械 株式会社
高岡市戸出町1870番地

正社員

154

資材購買 金属加工機械製造業

キタムラ機械 株式会社
高岡市戸出町1870番地

正社員

153

工作機械営業 金属加工機械製造業

キタムラ機械 株式会社
高岡市戸出町1870番地

正社員

152

資材運搬･倉庫管理 金属加工機械製造業

キタムラ機械 株式会社
高岡市戸出町1870番地

正社員

151

アルビス食品スーパー販売職(未経験者)：富山 その他の飲食料品小売業

アルビス 株式会社
射水市流通ｾﾝﾀｰ水戸田3-4

正社員

148

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≫
高岡市能町750

正社員

147

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

正社員

146

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

正社員

142

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

141

介護職 老人福祉・介護事業

株式会社 あゆみ
高岡市福岡町一歩二歩465番地

正社員

140

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

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 日祝他 345,000円～430,000円 38
1人 その他 実費（上限なし） 3

0766-21-0115 常 用 38 雇用・労災・健康・厚生・財形
高岡市 16020-  561791
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-  563291
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-  564591
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-  566091
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-  567391
30歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 他 163,000円～163,000円 5

2人 毎　週 実費（上限あり） 3
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-  568691
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 他 240,000円～288,000円 7

1人 その他 実費（上限あり） 7
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-  569991
不 問 通勤 (1) 7時00分～16時00分 日他 248,000円～298,000円 68

1人 (2) 8時00分～17時00分 その他 実費（上限あり） 60
0766-26-6200 (3) 8時30分～17時30分 常 用 毎月　25,000円まで 68 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-  570891
不 問 通勤 (1) 9時00分～18時00分 他 160,000円～170,000円 4

1人 その他 実費（上限あり） 1
0763-58-5720 常 用 毎月　10,000円まで 40 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-  573191
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時15分 土日祝他 167,000円～250,700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-  576691
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-  582091
18歳～35歳 通勤 (1) 6時00分～ 0時00分 他 180,000円～250,000円 10

1人 その他 実費（上限あり） 4
0766-82-7800 常 用 毎月　16,100円まで 1000 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 13010- 4743691
18歳以上 通勤 (1)10時00分～23時30分 他 220,678円～375,000円 20

2人 毎　週 実費（上限あり） 14
0120-696-364 常 用 毎月　100,000円まで 1486 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 13070- 4666491
18歳以上 通勤 (1)10時00分～23時30分 他 220,678円～375,000円 20

2人 毎　週 実費（上限あり） 14
0120-696-364 常 用 毎月　100,000円まで 1486 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 13070- 4671391
18歳以上 通勤 (1)17時30分～ 8時30分 他 167,810円～190,300円 18

2人 その他 実費（上限あり） 0
076-443-5888 臨時(4ヶ月未満) 毎月　40,000円まで 750 雇用・労災・厚生

請負 高岡市 16010- 1211191
不 問 通勤 (1) 8時20分～17時10分 日祝他 178,289円～194,497円 0

1人 毎　週 実費（上限あり） 0
076-443-9010 臨時(4ヶ月未満) 毎月　10,000円まで 218 雇用・労災・健康・厚生

派遣 高岡市 16010- 1263691
不 問 通勤 (1) 8時20分～17時10分 日祝他 153,976円～162,081円 0

2人 毎　週 実費（上限あり） 0
076-443-9010 臨時(4ヶ月未満) 毎月　10,000円まで 218 雇用・労災・健康・厚生

派遣 高岡市 16010- 1264991
不 問 通勤 (1) 8時20分～17時10分 日祝他 194,497円～218,809円 0

1人 (2)14時00分～22時50分 毎　週 実費（上限あり） 0
076-443-9010 臨時(4ヶ月未満) 毎月　10,000円まで 218 雇用・労災・健康・厚生

派遣 高岡市 16010- 1265491
不 問 通勤 (1) 8時20分～17時10分 日祝他 178,289円～194,497円 0

1人 (2)14時00分～22時50分 毎　週 実費（上限あり） 0
076-443-9010 臨時(4ヶ月未満) 毎月　10,000円まで 218 雇用・労災・健康・厚生

派遣 高岡市 16010- 1266791
38歳以下 通勤 (1)10時00分～19時00分 水他 195,000円～262,000円 5

2人 その他 実費（上限あり） 0
076-451-2400 常 用 毎月　30,000円まで 65 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16010- 1309191
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 木日他 160,000円～230,000円 1

1人 毎　週 実費（上限あり） 1
076-255-2690 常 用 毎月　15,000円まで 6 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 17010- 1441491
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 155,000円～355,000円 8

2人 隔　週 実費（上限あり） 2
076-282-9445 常 用 毎月　25,000円まで 10 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 17010- 1489191
不 問 通勤 (1) 9時20分～18時00分 他 180,000円～250,000円 4

1人 (2)11時10分～19時40分 毎　週 実費（上限あり） 4
052-259-3400 臨時(4ヶ月以上) 毎月　50,000円まで 5800 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 23020- 4147991

171

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

正社員

170

管工事の現場管理 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

196

197

198

190

191

192

194

182

185

188

189

183

184

172

177

179

173

174

175

176

愛知県名古屋市中区栄3丁目3-21 ｾﾝﾄﾗｲｽﾞ栄6階
又は 9時20分～19時40分の間の7時間程度

正社員以外

電気工事士 電気工事業

株式会社 マックス
石川県金沢市寺中町ﾎ6番地

洋服(婦人服)の販売 衣服卸売業

株式会社 三陽商会 名古屋支店

正社員

配送 食料・飲料卸売業

ケービーエフ株式会社
石川県金沢市諸江町下丁216

正社員

富山市黒瀬北町2-14-15
正社員

自動車用品販売･取付作業 自動車小売業

株式会社 カルバン

富山市本町3番25号 富山本町ﾋﾞﾙ3F

ドリンクの包装 労働者派遣業

株式会社 グレート 富山支店
富山市本町3番25号 富山本町ﾋﾞﾙ3F

有期雇用派遣

有期雇用派遣

医薬品の包装 労働者派遣業

株式会社 グレート 富山支店
富山市本町3番25号 富山本町ﾋﾞﾙ3F

医薬品の製造 労働者派遣業

株式会社 グレート 富山支店

有期雇用派遣

富山市金屋2715-10

資材の受入れ･払い出し 労働者派遣業

株式会社 グレート 富山支店
富山市本町3番25号 富山本町ﾋﾞﾙ3F

正社員以外

有期雇用派遣

機動隊員(高岡支社) 警備業

富山県綜合警備保障 株式会社

東京都目黒区大橋2-22-8 いちご池尻ﾋﾞﾙ3階
正社員

ホールスタッフ【店長候補】／紅虎餃子茶寮 高岡 その他の飲食店

際コーポレーション 株式会社
東京都目黒区大橋2-22-8 いちご池尻ﾋﾞﾙ3階

調理スタッフ【料理長候補】／紅虎餃子茶寮 高岡 その他の飲食店

際コーポレーション 株式会社

正社員

高岡市和田1077

マネージャー／セルフガソリンスタンド 燃料小売業

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

正社員

正社員

管工事技術者 管工事業

有限会社 大井配管工業

高岡市福岡町江尻658

施設ケアマネ(特別養護老人ホーム鳳鳴苑) 老人福祉・介護事業

社会福祉法人 福鳳会
高岡市蔵野町3番地

正社員

正社員

一般事務(高岡南店) その他の職別工事業

サン･エクステリア株式会社

正社員

射水市東明七軒5-13

看護師 一般診療所

医療法人社団 高陵クリニック
高岡市野村23-1

正社員

一般事務【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

看護師(正･准)【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

正社員

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

射水市東明七軒5-13

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

40歳以下 通勤 (1) 9時45分～19時00分 他 195,000円～206,000円 3
1人 その他 実費（上限あり） 1

086-226-7101 常 用 毎月　20,000円まで 2835 雇用・労災・健康・厚生・財形
高岡市 33010- 2242791

40歳以下 通勤 (1) 9時45分～19時00分 他 178,000円～188,000円 5
1人 その他 実費（上限あり） 4

086-226-7101 常 用 毎月　20,000円まで 2835 雇用・労災・健康・厚生・財形
高岡市 33010- 2244291

18歳～44歳 通勤 (1)15時00分～ 0時00分 他 260,043円～362,538円 14
1人 (2)18時00分～23時00分 その他 実費（上限あり） 8

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- 1396591
不 問 通勤 (1) 8時45分～18時00分 他 172,800円～172,800円 28

1人 (2)10時30分～19時45分 その他 実費（上限あり） 17
0256-33-6042 臨時(4ヶ月以上) 毎月　20,000円まで 3143 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 15040-  418091
不 問 通勤 (1) 7時30分～14時30分 日他 214,600円～217,900円 26

1人 (2)14時30分～22時00分 その他 実費（上限あり） 2
0766-21-0180 (3)22時00分～ 7時30分 常 用 毎月　13,000円まで 72 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16050-  281191
18歳以上 通勤 (1) 2時00分～12時00分 他 143,880円～300,000円 25

3人 (2) 6時00分～16時00分 その他 実費（上限あり） 3
090-2120-7553 常 用 毎月　10,000円まで 50 雇用・労災・健康・厚生
高岡市･射水市 16060-  106691

不 問 通勤 (1) 6時00分～15時00分 他 143,880円～450,000円 25
3人 (2)13時00分～22時00分 その他 実費（上限あり） 3

090-2120-7553 常 用 毎月　10,000円まで 50 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 16060-  107991
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日他 195,000円～250,000円 2

1人 その他 実費（上限あり） 0
0766-91-3773 常 用 毎月　20,000円まで 17 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16060-  113391
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-  120091
不 問 通勤 (1) 9時00分～18時00分 日他 200,000円～280,000円 2

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-  573091
40歳以下 通勤 (1) 9時45分～19時00分 他 195,000円～206,000円 5

1人 (2)12時45分～22時00分 その他 実費（上限あり） 2
086-226-7101 常 用 毎月　20,000円まで 2835 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 33010- 1870491
40歳以下 通勤 (1) 9時45分～19時00分 他 178,000円～188,000円 5

1人 (2)12時45分～22時00分 その他 実費（上限あり） 2
086-226-7101 常 用 毎月　20,000円まで 2835 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 33010- 1871791
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-  310391
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 土日祝 180,000円～326,000円 1

3人 毎　週 実費（上限あり） 0
027-385-0376 常 用 毎月　10,000円まで 5 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 10021-   66991
18歳～35歳 通勤 (1) 9時00分～18時00分 他 210,000円～234,500円 60

1人 (2)12時00分～21時00分 その他 実費（上限なし） 30
0120-314-520 (3)15時00分～ 0時00分 常 用 30500 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 13040- 5358691
59歳以下 通勤 (1) 9時45分～18時15分 他 133,618円～154,613円 3

1人 (2)11時30分～20時00分 その他 実費（上限あり） 3
042-624-1885 常 用 毎月　20,000円まで 1512 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 13140-  533991
35歳以下 通勤 他 200,000円～200,000円 11

3人 その他 実費（上限なし） 5
050-3116-2987 常 用 2589 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 14010- 1943491
59歳以下 通勤 (1) 9時00分～18時30分 日祝他 300,000円～410,000円 3

1人 (2) 9時00分～12時30分 その他 実費（上限なし） 2
076-452-3663 常 用 56 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16010-  835791
59歳以下 通勤 (1) 9時00分～18時40分 日祝他 300,000円～410,000円 6

1人 (2) 9時00分～13時10分 その他 実費（上限なし） 4
076-452-3663 常 用 56 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16010-  844891
不 問 通勤 (1) 6時30分～15時00分 他 129,412円～152,250円 15

1人 (2) 8時30分～17時00分 その他 実費（上限なし） 4
0766-67-2115 (3)13時00分～21時30分 臨時(4ヶ月以上) 258 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16050-  276691
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日他 150,000円～250,000円 28

1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-   78791
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日他 200,000円～350,000円 28

1人 (2) 8時00分～12時00分 その他 なし 4
0766-24-8283 常 用 28 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16060-   79891
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日他 200,000円～350,000円 28

1人 (2) 8時00分～12時00分 その他 なし 4
0766-24-8283 常 用 28 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16060-   80191

202

206

207

208

204

199

200

201

氷見市柳田1-9

長距離運転手

正社員

プラント採取場オペレーター 一般土木建築工事業

三興土木株式会社
氷見市上田子204-1

正社員

正社員

一般貨物自動車運送業

株式会社 ＫＳＧ
氷見市柳田1-9

正社員

地場運転手 一般貨物自動車運送業

株式会社 ＫＳＧ

製紙工(製紙原料の受入･投入) 一般貨物自動車運送業

富山工業 株式会社
砺波市新又26

新潟県三条市上須頃445番地
正社員以外

正社員店舗スタッフ(目利きの銀次 高岡北口駅前店) 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

工具･金物担当(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))

正社員

フォーエル高岡店／販売(一般職) 男子服小売業

はるやま商事株式会社
岡山市北区表町1丁目2-3

正社員

正社員

フォーエル高岡店／販売(総合職) 男子服小売業

はるやま商事株式会社
岡山市北区表町1丁目2-3

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

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

ＰＳＪＯＹイオンモール高岡店／販売(総合職) 男子服小売業

はるやま商事株式会社
岡山市北区表町1丁目2-3

正社員

ＰＳＪＯＹイオンモール高岡店／販売(一般職) 男子服小売業

はるやま商事株式会社
岡山市北区表町1丁目2-3

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

電気計装工(高岡工場) 電気工事業

有限会社 石井電気計装
群馬県安中市中野谷2305-2

正社員

回転寿司業務(店長･幹部候補)／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

婦人服店内販売＜パート社員＞ 婦人・子供服小売業

株式会社 タツミヤ
東京都八王子市暁町1-32-13

正社員以外

携帯電話の販売受付スタッフ(正)／ドコモショップ高岡店 他に分類されない小売業

アイ･ティー･エックス 株式会社
横浜市西区みなとみらい2-3-3 ｸｨｰﾝｽﾞﾀﾜｰB26階

正社員
9時30分～19時30分の間の8時間

調剤(ハート薬局 五福町店) 医薬品・化粧品小売業

株式会社 ビッグライム
富山市一本木223番地の13

正社員

調剤(ハート薬局 高岡店) 医薬品・化粧品小売業

株式会社 ビッグライム
富山市一本木223番地の13

正社員

スタンド給油 農林水産業協同組合

いなば農業協同組合
小矢部市石動町10番30号

正社員以外

営業 鉄骨・鉄筋工事業

有限会社 宮下重建
氷見市触坂917

正社員

鳶工 鉄骨・鉄筋工事業

有限会社 宮下重建
氷見市触坂917

正社員

大型自動車･トレーラー･クローラークレーン運転手 鉄骨・鉄筋工事業

有限会社 宮下重建
氷見市触坂917

正社員

209

210

211

212

213

214

216

219

220

222

223

230

231

232

233
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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 日祝他 157,000円～235,400円 4
1人 (2) 9時30分～18時30分 その他 実費（上限なし） 2

076-237-3104 (3)10時00分～19時00分 常 用 450 雇用・労災・健康・厚生・財形
高岡市 17010- 1095491

40歳以下 通勤 (1) 9時50分～19時15分 他 180,000円～220,000円 9
1人 その他 実費（上限あり） 7

0761-44-1319 常 用 毎月　30,000円まで 50 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 17020-  425591

35歳以下 通勤 (1) 9時50分～19時15分 他 180,000円～250,000円 9
1人 その他 実費（上限あり） 7

0761-44-1319 常 用 毎月　30,000円まで 50 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 17020-  426191

18歳以上 通勤 (1)18時00分～ 3時00分 他 143,220円～143,220円 10
2人 (2) 6時00分～15時00分 毎　週 なし 4

0766-22-1577 常 用 100 雇用・労災・健康・厚生・財形
高岡市 17030-   77491

18歳～59歳 通勤 他 170,000円～284,000円 19
2人 その他 実費（上限なし） 8

026-223-0011 常 用 732 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 20010- 1030291
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 土日祝他 202,100円～272,500円 4

1人 毎　週 実費（上限なし） 1
054-345-5121 常 用 180 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 22040-  459191
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 他 200,000円～350,000円 4

2人 な　し 実費（上限なし） 2
0280-87-1322 常 用 300 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 08050-  152891
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 他 250,000円～450,000円 4

2人 な　し 実費（上限なし） 2
0280-87-1322 常 用 300 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 08050-  235191
59歳以下 通勤 (1) 9時00分～18時00分 日祝他 275,110円～308,410円 3

1人 その他 実費（上限なし） 2
0120-33-1350 常 用 4098 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 13010- 2082591
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-  289191
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-  595991
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 他 150,000円～180,000円 24

1人 毎　週 実費（上限あり） 22
076-481-6245 常 用 毎月　10,000円まで 96 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16010-  619591
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 他 200,000円～270,000円 24

1人 毎　週 実費（上限あり） 22
076-481-6245 常 用 毎月　10,000円まで 96 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16010-  620391
不 問 通勤 (1) 9時00分～18時00分 他 180,000円～230,000円 3

1人 (2)10時30分～19時30分 毎　週 実費（上限あり） 3
090-4022-5957 常 用 毎月　10,000円まで 150 雇用・労災・健康・厚生

請負 高岡市 16010-  706291
不 問 通勤 (1) 5時30分～15時00分 他 158,400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-  729991
59歳以下 通勤 (1) 8時00分～16時30分 日他 221,080円～223,360円 26

1人 その他 実費（上限あり） 2
0766-22-4722 常 用 毎月　13,000円まで 72 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16050-  191291
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 193910 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 17010-  951991
不 問 通勤 日祝他 170,000円～170,000円 5

5人 その他 実費（上限あり） 5
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-  275291
不 問 通勤 日祝他 250,000円～250,000円 5

2人 その他 実費（上限あり） 5
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-  276591
59歳以下 通勤 (1) 9時00分～18時00分 他 345,000円～345,000円 5

2人 (2)10時00分～19時00分 その他 実費（上限なし） 4
076-274-6111 (3) 9時00分～19時00分 常 用 6864 雇用・労災・健康・厚生
高岡市･射水市 17080-  342691

不 問 通勤 (1) 8時30分～18時30分 日祝他 250,000円～399,000円 6
10人 その他 実費（上限あり） 1

0574-49-9860 常 用 毎月　50,000円まで 220 雇用・労災・健康・厚生・財形
高岡市 21060-  141591

59歳以下 通勤 (1) 9時30分～19時00分 他 170,000円～195,000円 6
2人 (2)11時00分～20時00分 その他 実費（上限あり） 6

052-531-9143 (3)12時30分～22時00分 常 用 毎月　50,000円まで 550 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 23020- 2450491

59歳以下 通勤 (1)10時00分～19時00分 他 181,000円～181,000円 3
1人 その他 実費（上限あり） 3

052-209-6721 常 用 毎月　30,000円まで 1973 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 23020- 3042191

受付事務(調剤薬局) その他の保健衛生

株式会社 アルプ
石川県金沢市近岡町309

正社員

(高岡野村店)ドコモショップ携帯電話店舗スタッフ 他に分類されない小売業

中部特機産業株式会社
石川県小松市矢田野町ﾎ115-1

正社員

(高岡野村店)ドコモショップ外販営業スタッフ 他に分類されない小売業

中部特機産業株式会社
石川県小松市矢田野町ﾎ115-1

正社員

販売員／高岡金屋町店 各種食料品小売業

有限会社 ブリエ
石川県七尾市中島町中島丙29-1

正社員

店舗運営スタッフ その他の飲食料品小売業

ケンタッキーフライドチキン(吉田興産株式会社)
長野県長野市若里5-16-8

正社員
9時00分～22時30分の間の8時間程度

営業及び配送業務／富山営業所 他に分類されない卸売業

東海溶材 株式会社
静岡県静岡市清水区北脇242

正社員

美容師(高岡店) 理容業

有限会社 アクア商事
茨城県猿島郡境町長井戸798-1

正社員

理容師(高岡店) 理容業

有限会社 アクア商事
茨城県猿島郡境町長井戸798-1

正社員

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

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

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

介護職員(さくら･介護ステーション高岡四屋) 老人福祉・介護事業

株式会社 ｉｆＤ
富山市黒崎291

正社員

サービス提供責任者(さくら･介護ステーション高岡四屋) 老人福祉・介護事業

株式会社 ｉｆＤ
富山市黒崎291

正社員

調理員(高岡市二塚の工場内社員食堂) 食堂，レストラン

株式会社 ディライフ
富山市開653-1

正社員

調理員(老健さくら苑) 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

正社員以外

製紙工(製紙原料の受入･投入) 一般貨物自動車運送業

富山工業 株式会社
砺波市新又26

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

ポディ･フェイスセラピスト (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
10時00分～20時00分の間の8時間程度

店長候補(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～20時00分の間の8時間

薬剤師(高岡、射水市内１１薬局) 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

健康アドバイザー(ルート営業･高岡市) 医薬品・化粧品小売業

河上薬品商事 株式会社
岐阜県関市関口町2丁目1ｰ7

正社員

販売スタッフ(婦人服婦人雑貨の接客販売) 婦人・子供服小売業

株式会社 ヤマダヤ
名古屋市西区城西1-3-5

正社員

子ども英会話講師(イオンモール高岡教室) 学習塾

セイハネットワーク株式会社 中部統括本部
愛知県名古屋市中区栄2丁目3-6 NBF広小路ﾋﾞﾙ4F

正社員

234

237

238

239

241

242

244

245

246

247

252

254

255

256

268

257

260

269

270

264

265

266

267
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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 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-  276591

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

273
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