
【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) 9時00分～18時00分 日祝他 156,400円～184,000円 13
1人 その他 実費（上限あり） 6

0766-62-0120 常 用 毎月　5,000円まで 60 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 16020- 2442591
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 180,000円～220,000円 52

2人 その他 実費（上限あり） 28
0766-63-1699 常 用 毎月　10,000円まで 52 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 2443191
44歳以下 通勤 (1) 8時45分～17時45分 土日祝他 184,700円～264,000円 5

1人 その他 実費（上限あり） 1
03-5816-5452 常 用 毎月　60,000円まで 2420 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 2449791
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 土日他 200,000円～300,000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- 2455991
不 問 通勤 (1) 8時15分～17時00分 日祝他 195,000円～215,000円 15

1人 毎　週 実費（上限なし） 11
0766-64-6032 常 用 25 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 2459291
39歳以下 通勤 (1) 8時15分～17時00分 日祝他 200,000円～250,000円 5

1人 その他 実費（上限あり） 3
0766-22-2997 常 用 毎月　10,000円まで 5 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 2466891
39歳以下 通勤 (1) 8時15分～17時00分 日祝他 180,000円～200,000円 4

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

高岡市 16020- 2467291
39歳以下 通勤 (1) 8時15分～17時00分 日祝他 200,000円～250,000円 5

1人 その他 実費（上限あり） 3
0766-22-2997 常 用 毎月　10,000円まで 5 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 2468591
39歳以下 通勤 (1) 8時15分～17時00分 日祝他 200,000円～250,000円 5

1人 その他 実費（上限あり） 3
0766-22-2997 常 用 毎月　10,000円まで 5 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 2469191
59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時00分 日祝他 180,000円～180,000円 5

1人 その他 なし 1
0766-23-0310 常 用 5 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 2471991
不 問 通勤 (1) 8時30分～16時45分 日祝他 214,550円～259,800円 24

1人 (2) 8時30分～13時00分 その他 実費（上限あり） 20
0766-63-2483 常 用 毎月　11,500円まで 24 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 2472491
44歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 210,000円～235,000円 151

1人 その他 実費（上限あり） 51
0766-31-4300 常 用 毎月　24,500円まで 179 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 2475291
44歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 200,000円～225,000円 151

1人 その他 実費（上限あり） 51
0766-31-4300 常 用 毎月　24,500円まで 179 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 2476591
44歳以下 通勤 (1) 8時10分～17時10分 日祝他 180,000円～210,000円 100

2人 その他 実費（上限あり） 40
0766-31-4300 常 用 毎月　24,500円まで 170 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 2477191
44歳以下 通勤 (1) 7時55分～17時00分 日祝他 160,000円～175,000円 44

1人 その他 実費（上限あり） 12
0766-31-1007 常 用 毎月　10,000円まで 44 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 2478091
44歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 土日祝他 180,000円～180,000円 18

1人 (2) 9時00分～18時00分 毎　週 実費（上限あり） 14
0766-54-5703 常 用 毎月　15,000円まで 18 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 2479391
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 土日祝他 170,000円～250,000円 20

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

高岡市 16020- 2481891
59歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 185,750円～250,000円 25

1人 その他 実費（上限あり） 11
0766-63-6800 常 用 毎月　16,100円まで 30 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 2484191
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日他 186,400円～302,900円 0

5人 その他 なし 0
090-2371-5015 常 用 0 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 2490291
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 180,000円～350,000円 40

2人 その他 実費（上限あり） 6
0766-22-2206 常 用 毎月　11,300円まで 40 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 2491591
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 250,000円～350,000円 40

1人 その他 実費（上限あり） 6
0766-22-2206 常 用 毎月　11,300円まで 40 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 2492191
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 180,000円～350,000円 40

1人 その他 実費（上限あり） 6
0766-22-2206 常 用 毎月　11,300円まで 40 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 2493091
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 160,000円～300,000円 40

1人 その他 実費（上限あり） 6
0766-22-2206 常 用 毎月　11,300円まで 40 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 2495691
35歳以下 通勤 (1) 9時00分～19時00分 他 215,000円～315,000円 59

3人 その他 なし 12
0766-26-8000 常 用 59 雇用・労災・健康・厚生
高岡市･射水市 16020- 2496991
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職   種　　　　　

派　遣
請　負

事務(本社) 運送代理店

株式会社 ＨＲＳ
高岡市二塚1170

正社員

射出成形機オペレーター 工業用プラスチック製品製造業

株式会社 堀プラスチック富山
高岡市戸出吉住285

正社員

営業職(業務用冷蔵庫販売)【高岡営業所】 その他の電気機械器具製造業

大和冷機工業株式会社 高岡営業所
高岡市駅南1-8-34 ｱﾗﾔﾋﾞﾙ2-C

自動車・同附属品製造業

ＢＢＳジャパン 株式会社
生産技術

正社員

高岡市福田六家525番地

鍼灸、あんま、マッサージ指圧師 老人福祉・介護事業

株式会社 ファインライフ
高岡市福岡町本領259-7

正社員

正社員

研磨工 ブリキ缶・その他のめっき板等製品製
造業株式会社 小林鍍金工業所

高岡市五福町9-19

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

高岡市五福町9-19

正社員

正社員

電気メッキ工 ブリキ缶・その他のめっき板等製品製
造業株式会社 小林鍍金工業所

高岡市五福町9-19

塗装工 ブリキ缶・その他のめっき板等製品製
造業株式会社 小林鍍金工業所

正社員

高岡市五福町9-19
正社員

自動車整備士 自動車整備業

タカコーオート 株式会社
高岡市木津1634-1

看護師･准看護師 児童福祉事業

社会福祉法人 戸出北部保育園
高岡市戸出町6丁目5-13

営業(建材部門) 非鉄金属素形材製造業

北陸アルミニウム株式会社
高岡市笹川2265

営業(製品部門) 非鉄金属素形材製造業

北陸アルミニウム株式会社
高岡市笹川2265

製造職(アルミ鋳造) 非鉄金属素形材製造業

北陸アルミニウム株式会社
高岡市笹川2265

組立加工･製品梱包 その他の金属製品製造業

株式会社 高岡ケージ工業
高岡市内島47

生活支援員 児童福祉事業

社会福祉法人 くるみ

正社員

高岡市佐野548番地2

工場作業員 その他の金属製品製造業

北陸ドラム工業 株式会社
高岡市鐘紡町2番15号

正社員

正社員

アルミ･真鍮製品の仕上げ加工 非鉄金属素形材製造業

株式会社 高田製作所
高岡市戸出栄町54-7

パネル組立工 建築工事業

和栄

正社員

高岡市野村624番地9

鉄工／溶接工／製缶工 鉄骨・鉄筋工事業

株式会社 和田鉄工建設
高岡市出来田14番地

正社員

建設現場の現場員(現場監督･監理者) 鉄骨・鉄筋工事業

株式会社 和田鉄工建設
高岡市出来田14番地

正社員

正社員

溶接ロボットオペレーター 鉄骨・鉄筋工事業

株式会社 和田鉄工建設
高岡市出来田14番地

ＣＡＤオペレーター 鉄骨・鉄筋工事業

株式会社 和田鉄工建設

正社員

高岡市出来田14番地

営業 自動車小売業

株式会社 ホンダカーズ高岡
高岡市荻布183-1

正社員

正社員
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【一般】
年　齢 通住別 休日 賃　　　金 従業員数 業　　種

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

職   種　　　　　

派　遣
請　負

不 問 通勤 (1) 9時00分～18時00分 他 172,000円～240,800円 147
2人 その他 実費（上限あり） 77

0766-25-4080 臨時(4ヶ月以上) 毎月　16,980円まで 220 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 16020- 2497491

59歳以下 通勤 (1) 6時00分～15時00分 他 155,000円～300,000円 92
1人 その他 実費（上限あり） 59

0766-25-3330 常 用 毎月　15,000円まで 92 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 16020- 2500991
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 土日祝他 160,000円～160,000円 86

1人 毎　週 実費（上限あり） 11
0766-53-5347 臨時(4ヶ月以上) 毎月　28,000円まで 14000 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 2501491
59歳以下 通勤 (1) 6時00分～15時00分 他 260,000円～360,000円 92

1人 その他 実費（上限あり） 59
0766-25-3330 常 用 毎月　15,000円まで 92 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 2502791
44歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 205,000円～260,000円 10

1人 (2) 8時30分～16時00分 その他 実費（上限あり） 5
0766-22-8181 常 用 毎月　25,000円まで 10 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 2327891
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 土日祝他 200,000円～230,000円 32

1人 毎　週 実費（上限なし） 15
0766-25-2010 常 用 180 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 2329591
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 土日祝他 200,000円～230,000円 129

4人 毎　週 実費（上限なし） 59
0766-25-2010 常 用 180 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 2330391
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 160,000円～180,000円 41

2人 その他 実費（上限あり） 13
0766-31-0345 常 用 毎月　7,000円まで 112 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 2339091
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- 2343891
不 問 通勤 (1) 8時00分～16時45分 土日祝 170,000円～200,000円 7

1人 毎　週 実費（上限なし） 6
0766-26-6021 臨時(4ヶ月以上) 12000 雇用・労災・健康・厚生

請負 高岡市 16020- 2346191
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 170,000円～200,000円 85

1人 その他 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- 2381391
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 他 240,000円～290,000円 5

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

高岡市 16020- 2382691
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 他 160,928円～171,200円 12

2人 (2) 8時30分～17時30分 その他 実費（上限あり） 8
0766-25-3333 (3) 9時00分～18時00分 常 用 毎月　20,000円まで 115 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 2383991
不 問 通勤 (1) 9時00分～17時45分 水祝他 220,000円～400,000円 11

3人 その他 なし 5
0766-24-5578 常 用 16 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 2398091
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） 20
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- 2401091
59歳以下 通勤 (1) 7時55分～17時00分 日祝他 165,000円～210,000円 44

1人 その他 実費（上限あり） 12
0766-31-1007 常 用 毎月　10,000円まで 44 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 2402391
44歳以下 通勤 (1) 8時00分～16時00分 他 160,100円～256,200円 44

2人 (2)16時00分～ 0時00分 その他 実費（上限なし） 10
0766-84-3175 (3) 0時00分～ 8時00分 常 用 104 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 2404991
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 土日祝 150,000円～150,000円 6

1人 (2) 8時30分～17時30分 毎　週 一定額 2
0766-25-1666 常 用 毎月　5,000円まで 6 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 2423891
44歳以下 通勤 (1) 8時15分～17時00分 日他 170,000円～210,000円 86

1人 その他 実費（上限あり） 48
0766-44-0550 常 用 毎月　11,340円まで 86 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 2431791
64歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 他 173,500円～300,000円 49

1人 (2)13時00分～22時00分 その他 実費（上限あり） 44
0766-23-2301 (3)22時00分～ 8時00分 常 用 毎月　15,000円まで 14056 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 2432891
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 他 175,000円～220,000円 0

2人 毎　週 実費（上限あり） 0
0766-50-8773 常 用 毎月　11,250円まで 0

高岡市 16020- 2433291
不 問 通勤 (1) 7時30分～16時30分 他 165,000円～200,000円 0

10人 (2) 8時30分～17時30分 その他 実費（上限あり） 0
0766-50-8773 (3)10時30分～19時30分 常 用 毎月　11,250円まで 0

高岡市 16020- 2434591
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 土日他 210,000円～250,000円 2

1人 毎　週 実費（上限あり） 2
0766-30-2274 常 用 毎月　10,000円まで 4 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 2437391
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- 2229891
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ホテル営業(ホテルニューオータニ高岡) 旅館，ホテル

株式会社ホテルニューオータニ高岡
高岡市新横町一番地

正社員以外

青果部スタッフ【正社員】バイヤー、販売管理 各種食料品小売業

株式会社 フレッシュ佐武
高岡市昭和町2丁目1-10

一般事務 その他の電気機械器具製造業

鴻池運輸株式会社 鹿島支店 高岡営業所

正社員

高岡市丸の内2丁目5番地 R-1丸の内ﾋﾞﾙ3階

鮮魚部スタッフ【正社員】バイヤー、販売管理、調理 各種食料品小売業

株式会社 フレッシュ佐武
高岡市昭和町2丁目1-10

正社員以外

ルート営業 建築材料卸売業

山与 株式会社
高岡市問屋町103

正社員

正社員

品質管理スタッフ 一般産業用機械・装置製造業

株式会社 ＦＡＳＳＥ
高岡市岩坪23-25

製造スタッフ 一般産業用機械・装置製造業

株式会社 ＦＡＳＳＥ

正社員

高岡市岩坪23-25
正社員

アルミサッシ部品付・バリ取り・クリーニング・梱包作業 建設用・建築用金属製品製造業（製
缶板金業を含む）ヤマダアルミ建材 株式会社

高岡市辻275
正社員

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

高岡市下関町4-5 北陸読売会館7階
正社員以外

調理スタッフ(南星中学校) 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

高岡市下関町4-5 北陸読売会館7階

一般事務(本社) 化学製品卸売業

金森産業 株式会社

正社員以外

高岡市昭和町1-4-1

管理者候補【訪問看護ステーションひだまり】 老人福祉・介護事業

トータル・メディカル津沢 株式会社
高岡市佐野1095-2

正社員

介護員(パート職員 日勤)【デイサービスひだまり】 老人福祉・介護事業

トータル・メディカル津沢 株式会社
高岡市佐野1095-2

正社員

正社員以外

住宅営業(主に展示場に来場された方へのフォロー) 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

正社員

生産現場でのアルミ形材穴明け作業 建設用・建築用金属製品製造業（製
缶板金業を含む）協同アルミ 株式会社

高岡市戸出春日788

フォークリフト作業(工場内) その他の金属製品製造業

株式会社 高岡ケージ工業

正社員

高岡市内島47
正社員

特殊鋼加工・計量・梱包 製鋼・製鋼圧延業

エヌケイ精工 株式会社
射水市八幡町 3-10-15

正社員

一般事務 一般土木建築工事業

大栄建設 株式会社
高岡市中川栄町3-1

正社員

機械オペレータ、製品検査 その他のはん用機械・同部分品製造
業速水発条 株式会社

高岡市伏木国分2丁目2番2号
正社員

フロントスタッフ(正社員) 旅館，ホテル

ルートインジャパン株式会社 ホテルルートイン高岡駅前
高岡市下関町4-63

生活相談員 老人福祉・介護事業

社会福祉法人Ｑ・Ｏ・Ｌ福祉会

正社員

高岡市問屋町190番地1

介護職 老人福祉・介護事業

社会福祉法人Ｑ・Ｏ・Ｌ福祉会
高岡市問屋町190番地1

正社員

ＣＡＤ、積算、見積 鉄骨・鉄筋工事業

ＳＴＲ 株式会社
高岡市上関町3番地19

正社員

正社員

電気通信工事施工管理・資料作成業務 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

正社員

36
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39

44

48

50

57

58

74

78

79

80

81

82

83
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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45分～18時45分 日祝他 240,000円～320,000円 4
1人 (2) 8時15分～18時15分 毎　週 実費（上限あり） 4

090-2120-3265 (3) 8時45分～12時45分 常 用 毎月　10,000円まで 4 雇用・労災・健康
高岡市 16020- 2230191

30歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日他 185,000円～220,300円 67
2人 その他 実費（上限あり） 13

0766-62-0289 常 用 毎月　15,000円まで 67 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 16020- 2235491

59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日他 184,000円～246,500円 67
1人 その他 実費（上限あり） 13

0766-62-0289 常 用 毎月　15,000円まで 67 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 16020- 2236791

59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日他 184,000円～246,500円 67
1人 その他 実費（上限あり） 13

0766-62-0289 常 用 毎月　15,000円まで 67 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 16020- 2238291

40歳以下 通勤 (1) 9時00分～17時00分 土日祝他 220,000円～400,000円 16
1人 毎　週 実費（上限あり） 15

0766-26-4586 常 用 毎月　50,000円まで 12644 雇用・労災・健康・厚生・財形
高岡市 16020- 2241691
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時15分 土日祝他 134,800円～154,300円 6

1人 毎　週 実費（上限あり） 5
0766-31-4100 常 用 毎月　25,000円まで 40 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 2249091
35歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時00分 日他 180,000円～190,000円 30

2人 その他 実費（上限なし） 18
0766-64-6100 常 用 30 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 2250991
39歳以下 通勤 日他 158,000円～200,000円 6

1人 毎　週 実費（上限なし） 6
0766-24-1232 常 用 6 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 2251491
33歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 185,000円～210,000円 100

1人 その他 実費（上限あり） 50
0766-63-5080 常 用 毎月　18,700円まで 150 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 2255591
不 問 通勤 (1) 7時00分～16時00分 他 168,400円～212,800円 24

1人 (2) 8時00分～17時00分 毎　週 実費（上限あり） 15
0766-62-0010 (3) 9時00分～18時00分 常 用 毎月　50,000円まで 250 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 2258391
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 他 168,400円～212,800円 28

1人 (2) 9時00分～18時00分 その他 実費（上限あり） 19
0766-62-0010 常 用 毎月　50,000円まで 250 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 2259691
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 他 148,000円～194,000円 28

1人 (2) 9時00分～18時00分 その他 実費（上限あり） 19
0766-62-0010 臨時(4ヶ月以上) 毎月　50,000円まで 250 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 2260491
不 問 通勤 (1) 9時00分～17時00分 他 210,000円～315,000円 62

1人 (2)16時30分～ 9時15分 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・財形

高岡市 16020- 2264591
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 他 194,300円～277,100円 24

1人 その他 実費（上限あり） 15
0766-62-0010 常 用 毎月　50,000円まで 250 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 2265191
不 問 通勤 (1) 9時00分～18時00分 土日祝他 180,000円～220,000円 35

1人 毎　週 一定額 7
0766-28-7222 常 用 毎月　5,000円まで 40 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 2269991
64歳以下 通勤 (1)20時00分～ 7時00分 土日祝他 170,000円～250,000円 35

1人 毎　週 一定額 7
0766-28-7222 常 用 毎月　5,000円まで 40 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 2272591
64歳以下 通勤 (1)18時00分～ 5時00分 土日祝他 170,000円～250,000円 35

1人 毎　週 一定額 7
0766-28-7222 常 用 毎月　5,000円まで 40 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 2273191
64歳以下 通勤 (1) 7時30分～16時30分 他 168,000円～208,000円 100

1人 (2) 8時00分～17時00分 その他 実費（上限あり） 81
0766-20-8900 (3) 8時30分～17時30分 常 用 毎月　20,900円まで 255 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 2277991
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時15分 日他 176,000円～239,700円 89

1人 (2) 9時00分～17時45分 毎　週 実費（上限あり） 73
0766-44-7370 (3) 9時30分～18時15分 常 用 毎月　12,000円まで 169 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 2278491
不 問 通勤 (1) 7時15分～16時00分 他 181,000円～201,000円 89

1人 (2) 9時30分～18時15分 その他 実費（上限あり） 73
0766-44-7370 (3)16時00分～ 9時30分 常 用 毎月　12,000円まで 169 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 2279791
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 285,000円～340,000円 12

1人 その他 実費（上限あり） 2
0766-25-6169 常 用 毎月　5,000円まで 12 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 2283391
30歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 235,000円～310,000円 12

1人 その他 実費（上限あり） 2
0766-25-6169 常 用 毎月　5,000円まで 12 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 2284691
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 270,000円～340,000円 12

1人 その他 実費（上限あり） 2
0766-25-6169 常 用 毎月　5,000円まで 12 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 2286491
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 他 201,600円～277,100円 28

1人 毎　週 実費（上限あり） 19
0766-62-0010 常 用 毎月　50,000円まで 250 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 2287791

87

88

113

114

115

116

看護師 一般診療所

やまぎし耳鼻咽喉科クリニック
高岡市戸出町4丁目1187-5

製造業(モデラー) デザイン業

株式会社 ウイン・ディー
高岡市ｵﾌｨｽﾊﾟｰｸ6番地

正社員

機構設計 デザイン業

株式会社 ウイン・ディー
高岡市ｵﾌｨｽﾊﾟｰｸ6番地

正社員

正社員

電装設計 デザイン業

株式会社 ウイン・ディー
高岡市ｵﾌｨｽﾊﾟｰｸ6番地

営業総合職 生命保険業

富国生命保険相互会社 高岡広小路営業所

正社員

高岡市広小路4-13 ﾌｺｸ生命ﾋﾞﾙ5F
正社員

支援員 その他の社会保険・社会福祉・介護事
業社会福祉法人 手をつなぐ高岡

高岡市立野2412

営業職 家具・建具・じゅう器等卸売業

株式会社 イモト

正社員

高岡市醍醐290

動物看護師、診療助手、受付(看護師資格・経験不問) 獣医業

株式会社 みさき動物病院
高岡市京田498

正社員

9時00分～20時30分の間の8時間程度
正社員

錫製品の加工作業 非鉄金属素形材製造業

株式会社 能作
高岡市ｵﾌｨｽﾊﾟｰｸ8-1

正社員

介護職員(正職員) 老人福祉・介護事業

社会福祉法人 戸出福祉会
高岡市醍醐1257番地

正社員

介護職員(正職員)【いきいきサポートセンター ゆめ】 老人福祉・介護事業

社会福祉法人 戸出福祉会
高岡市醍醐1257番地

介護職員(準職員)【いきいきサポートセンター ゆめ】 老人福祉・介護事業

社会福祉法人 戸出福祉会

正社員

高岡市醍醐1257番地
正社員以外

看護職員 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

准看護師【デイサービスセンター】 老人福祉・介護事業

社会福祉法人 戸出福祉会
高岡市醍醐1257番地

構内作業と配送(１～２ｔ車運転) 一般貨物自動車運送業

株式会社 サポート

正社員

高岡市問屋町93

運転手(４ｔドライバー) 一般貨物自動車運送業

株式会社 サポート
高岡市問屋町93

正社員

運転手(４ｔドライバー・定期便) 一般貨物自動車運送業

株式会社 サポート
高岡市問屋町93

正社員

正社員

訪問介護員 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

機能訓練指導員 老人福祉・介護事業

社会福祉法人 永寿会
高岡市太田58番地

正社員

正社員

介護職 老人福祉・介護事業

社会福祉法人 永寿会
高岡市太田58番地

正社員

配管工 管工事業（さく井工事業を除く）

タカラ工業 株式会社
高岡市上北島140-2

配管工手元 管工事業（さく井工事業を除く）

タカラ工業 株式会社
高岡市上北島140-2

正社員

正社員

電気工事士 管工事業（さく井工事業を除く）

タカラ工業 株式会社
高岡市上北島140-2

正看護師【いきいきサポートセンターゆめ】 老人福祉・介護事業

社会福祉法人 戸出福祉会

正社員

高岡市醍醐1257番地
正社員
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【一般】
年　齢 通住別 休日 賃　　　金 従業員数 業　　種

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

職   種　　　　　

派　遣
請　負

不 問 通勤 (1) 5時00分～16時00分 日祝他 200,000円～350,000円 75
1人 その他 実費（上限なし） 40

0766-63-4750 常 用 85 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 16020- 2290091
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 月日祝他 168,000円～230,000円 24

1人 (2) 9時00分～18時00分 毎　週 実費（上限あり） 17
0766-29-1200 (3) 9時40分～18時40分 常 用 毎月　6,000円まで 24 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 2294491
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時15分 他 190,500円～208,100円 242

1人 (2)16時30分～ 9時30分 その他 実費（上限あり） 171
0766-44-1181 (3)16時30分～ 1時15分 常 用 毎月　31,600円まで 242 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 2300791
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日他 151,200円～151,200円 120

3人 その他 なし 15
0766-23-2228 臨時(4ヶ月以上) 280 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 2306391
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 172,500円～202,500円 120

1人 その他 実費（上限あり） 15
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- 2307691
59歳以下 通勤 (1) 7時00分～16時00分 他 171,000円～217,800円 185

2人 (2) 9時30分～18時30分 その他 実費（上限あり） 133
0766-82-5615 (3)10時00分～19時00分 常 用 毎月　20,900円まで 903 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 2309491
59歳以下 通勤 (1) 7時00分～16時00分 他 171,000円～217,800円 137

2人 (2) 9時30分～18時30分 その他 実費（上限あり） 102
0766-82-5615 (3)10時00分～19時00分 常 用 毎月　20,900円まで 903 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 2310291
18歳以上 通勤 (1) 9時00分～ 8時59分 他 140,250円～153,000円 5

2人 その他 実費（上限あり） 1
0766-21-2112 臨時(4ヶ月以上) 毎月　20,000円まで 1368 雇用・労災・健康・厚生

請負 高岡市 16020- 2321091
18歳以上 通勤 (1) 8時30分～ 8時29分 他 153,000円～153,000円 7

1人 その他 実費（上限あり） 0
0766-21-2112 臨時(4ヶ月以上) 毎月　20,000円まで 1400 雇用・労災・健康・厚生

請負 高岡市 16020- 2322391
59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 300,000円～420,000円 146

1人 (2) 8時30分～12時30分 その他 実費（上限あり） 122
0766-22-2468 常 用 毎月　24,500円まで 146 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 2324991
44歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時15分 日祝 180,000円～200,000円 9

1人 その他 実費（上限あり） 2
0766-31-0908 常 用 毎月　11,300円まで 9 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 2420991
30歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 木日祝他 167,000円～230,000円 99

1人 毎　週 実費（上限あり） 74
0766-64-3535 常 用 毎月　16,000円まで 320 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 2069891
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 220,000円～477,400円 30

1人 その他 実費（上限あり） 9
0766-22-2258 常 用 毎月　10,000円まで 30 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 2070191
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 187,000円～330,000円 30

1人 その他 実費（上限あり） 9
0766-22-2258 常 用 毎月　10,000円まで 30 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 2071091
59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時00分 土日祝他 165,000円～190,000円 8

1人 毎　週 実費（上限なし） 2
0766-26-7552 常 用 9 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 2078291
39歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 155,000円～200,000円 15

1人 その他 実費（上限あり） 9
0766-63-3471 常 用 毎月　10,000円まで 15 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 2080391
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 150,075円～172,500円 15

2人 その他 実費（上限あり） 9
0766-63-3471 臨時(4ヶ月以上) 毎月　10,000円まで 15 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 2081691
不 問 通勤 (1) 8時20分～16時50分 日祝他 184,000円～230,000円 4

1人 その他 実費（上限あり） 0
0766-22-1780 常 用 毎月　15,000円まで 4 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 2083491
39歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 155,000円～200,000円 15

1人 その他 実費（上限あり） 9
0766-63-3471 常 用 毎月　10,000円まで 15 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 2085891
不 問 通勤 (1) 8時00分～16時30分 日祝他 218,000円～289,000円 35

2人 その他 実費（上限あり） 2
0766-44-1105 常 用 毎月　35,000円まで 92 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 2086291
44歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時15分 土日祝他 173,900円～236,000円 50

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

高岡市 16020- 2087591
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時15分 他 146,500円～162,500円 24

1人 (2) 7時00分～15時45分 その他 実費（上限あり） 14
0766-36-1636 (3)10時30分～19時15分 臨時(4ヶ月以上) 毎月　20,900円まで 106 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 2088191
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時15分 他 139,000円～143,000円 50

1人 毎　週 実費（上限あり） 30
0766-36-1636 臨時(4ヶ月以上) 毎月　20,900円まで 106 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 2089091
35歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時15分 他 173,900円～195,700円 50

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

高岡市 16020- 2090991

120

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

高岡市二塚205-8

医療事務 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

看護師 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

運転手【中型以上：ゴミ収集車の運転及びゴミ収集業務】 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

管工事技術者 一般廃棄物処理業

株式会社 高岡市衛生公社

正社員

正社員以外

高岡市材木町 731番地

介護職員［射水万葉苑］【正職員】 老人福祉・介護事業

社会福祉法人 射水万葉会
射水市朴木211番地1

正社員

介護職員(特別養護老人ホームニ上万葉苑)【正職員】 老人福祉・介護事業

社会福祉法人 射水万葉会
射水市朴木211番地1

正社員

正社員

常駐警備員(オタヤセリオ) 警備業

北陸綜合警備保障株式会社 高岡支社
高岡市あわら町1番1号 農協会館4F

常駐警備員(協和ファーマケミカル) 警備業

北陸綜合警備保障株式会社 高岡支社
高岡市あわら町1番1号 農協会館4F

正社員以外

正社員以外

薬剤師 病院

医療法人社団 整志会 沢田記念 高岡整志会病院
高岡市大手町8-31

段ボールケース印刷機械オペレーター 加工紙製造業

株式会社 石王丸紙業
高岡市宝来町858-1

正社員

事務長補佐 病院

医療法人社団志貴野会 サンバリ－福岡病院
高岡市福岡町大野 150

正社員

正社員

機械設計技術者 その他のはん用機械・同部分品製造
業株式会社 渡製作所

高岡市石瀬896

機械オペレーター その他のはん用機械・同部分品製造
業株式会社 渡製作所

正社員

高岡市石瀬896
正社員

農作業員 管理，補助的経済活動を行う事業所
（０１農業）株式会社 ＪＡアグリサポート高岡

高岡市あわら町1番1号

コーティング加工 金属被覆・彫刻業，熱処理業（ほうろう
鉄器を除く）株式会社 畑田コーティング

高岡市戸出放寺53-1

正社員

正社員

コーティング作業及び梱包 金属被覆・彫刻業，熱処理業（ほうろう
鉄器を除く）株式会社 畑田コーティング

高岡市戸出放寺53-1

旋盤工 その他のはん用機械・同部分品製造
業有限会社 坂井精機

正社員以外

高岡市守護町新3番地の2
正社員

事務 金属被覆・彫刻業，熱処理業（ほうろう
鉄器を除く）株式会社 畑田コーティング

高岡市戸出放寺53-1
正社員

海上コンテナー運転手及び大型トラック運転手 一般貨物自動車運送業

北陸日本海油送 株式会社
高岡市伏木磯町1番16号

看護師 障害者福祉事業

社会福祉法人 たかおか万葉福祉会

正社員

高岡市滝新15番地

かたかご苑支援員 障害者福祉事業

社会福祉法人 たかおか万葉福祉会
高岡市滝新15番地

正社員

グループホーム支援員 障害者福祉事業

社会福祉法人 たかおか万葉福祉会
高岡市滝新15番地

支援員 障害者福祉事業

社会福祉法人 たかおか万葉福祉会

正社員以外

正社員以外

高岡市滝新15番地
正社員
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【一般】
年　齢 通住別 休日 賃　　　金 従業員数 業　　種

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

職   種　　　　　

派　遣
請　負

不 問 通勤 (1) 8時30分～17時15分 土日祝他 136,000円～140,000円 6
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- 2091491

39歳以下 通勤 (1) 7時20分～15時00分 他 198,250円～245,250円 174
1人 (2)14時50分～22時30分 その他 実費（上限あり） 42

0766-26-3130 (3)22時20分～ 7時30分 常 用 毎月　15,000円まで 256 雇用・労災・健康・厚生
請負 高岡市 16020- 2092791

不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 土日祝他 145,600円～145,600円 404
1人 毎　週 実費（上限あり） 328

0766-21-0570 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- 2128091
不 問 通勤 (1) 8時10分～17時00分 日祝他 170,000円～190,000円 34

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

高岡市 16020- 2132291
不 問 通勤 (1) 8時10分～17時00分 日祝他 158,000円～158,000円 34

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

高岡市 16020- 2133591
21歳以上 通勤 (1) 8時20分～17時20分 他 180,500円～200,500円 17

1人 (2) 9時20分～18時20分 その他 実費（上限なし） 5
0766-23-3377 常 用 17 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 2135091
59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 280,000円～350,000円 14

1人 その他 実費（上限あり） 2
0766-21-7733 常 用 毎月　10,000円まで 14 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 2136391
59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 220,000円～320,000円 14

1人 その他 実費（上限あり） 2
0766-21-7733 常 用 毎月　10,000円まで 14 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 2137691
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 他 170,000円～180,000円 13

1人 毎　週 実費（上限なし） 11
0766-27-8101 常 用 4000 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 2138991
不 問 通勤 (1) 8時40分～18時00分 日祝他 215,000円～240,000円 30

1人 毎　週 実費（上限なし） 30
0766-22-1976 常 用 30 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 2139491
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日他 150,000円～273,000円 26

2人 その他 なし 3
0766-21-5209 常 用 26 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 2141591
不 問 通勤 (1) 9時00分～17時00分 他 180,000円～242,000円 5

2人 その他 なし 1
0766-25-0201 常 用 5 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 2143091
59歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日他 255,000円～310,000円 25

2人 その他 実費（上限あり） 3
0766-22-0473 常 用 毎月　15,000円まで 25 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 2144391
59歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日他 244,000円～310,000円 25

2人 その他 実費（上限あり） 3
0766-22-0473 常 用 毎月　15,000円まで 25 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 2145691
59歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日他 220,000円～280,000円 25

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

高岡市 16020- 2146991
44歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 160,000円～180,000円 16

1人 その他 実費（上限あり） 4
0766-31-5050 常 用 毎月　21,500円まで 22 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 2148791
59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 180,000円～220,000円 16

1人 その他 実費（上限あり） 4
0766-31-5050 常 用 毎月　21,500円まで 22 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 2149891
不 問 通勤 他 200,000円～350,000円 30

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

高岡市 16020- 2158291
不 問 通勤 (1) 7時00分～16時00分 他 154,000円～172,000円 44

1人 (2) 9時00分～18時00分 毎　週 実費（上限あり） 26
0766-21-8688 常 用 毎月　16,000円まで 118 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 2161691
不 問 通勤 (1) 7時00分～16時00分 他 155,000円～187,000円 44

2人 (2)11時00分～20時00分 毎　週 実費（上限あり） 26
0766-21-8688 (3)16時00分～ 9時00分 常 用 毎月　16,000円まで 118 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 2162991
不 問 通勤 (1) 9時00分～18時00分 日祝他 185,000円～254,000円 7

1人 その他 実費（上限あり） 2
0766-31-0047 常 用 毎月　10,000円まで 10 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 2168191
40歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝 168,000円～275,000円 20

1人 その他 実費（上限あり） 7
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- 2169091
35歳以下 通勤 (1)11時00分～20時00分 月日祝 189,000円～258,500円 8

1人 (2)12時00分～21時00分 毎　週 実費（上限あり） 7
0766-23-4409 (3)10時00分～19時00分 常 用 毎月　50,000円まで 630 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 2170991
44歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 287,040円～353,280円 5

2人 その他 一定額 1
0766-63-2830 常 用 毎月　10,000円まで 5 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 2172791

178

179

180

建築板金工(見習い可) 板金・金物工事業

有限会社 鎌田建築板金
高岡市西藤平蔵91

正社員

アミティーこども英語講師／正社員／高岡市 学習塾

株式会社アミティー 高岡校
高岡市芳野178 FISTA芳野1F

正社員

油圧ホースの製作、部品加工 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

149

150

支援員(サポートかたかご) 【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

正社員以外

リフトオペレーター 紙製品製造業

中越ロジスティクス 株式会社
高岡市米島282番地

正社員

事務職員(嘱託)【看護師事務補助】 病院

富山県済生会高岡病院
高岡市二塚387-1

製造スタッフ(加工) 建設用・建築用金属製品製造業（製
缶板金業を含む）株式会社 双共

高岡市長江29-2

正社員以外

正社員

製造スタッフ(検査) 建設用・建築用金属製品製造業（製
缶板金業を含む）株式会社 双共

高岡市長江29-2

営業兼教習指導員(根気よく安全運転の仕方を教える仕事) 職業・教育支援施設

学校法人 高岡学園(高新自動車学校)

正社員

高岡市能町1789

整備士(フォークリフトなど) 他に分類されない小売業

新生リフト 株式会社
高岡市荒屋敷66番地

正社員

正社員

営業(フォークリフトのルートセールス及びメンテナンス等) 他に分類されない小売業

新生リフト 株式会社
高岡市荒屋敷66番地

デイサービス利用者の介護、送迎 他に分類されない事業サービス業
企業組合 労協センター事業団 高岡地域福祉事業所 デイサービス ぽぴー

正社員

高岡市大坪町3丁目5-1

正看護師 一般診療所

小沢眼科医院
高岡市坂下町73

正社員

土木作業員 一般土木建築工事業

株式会社 谷口
高岡市野村1354

正社員

正社員

営業(家庭配置薬) 医薬品・化粧品等卸売業

株式会社 大野
高岡市荻布613

大型運転手(産業廃棄物の収集運搬) 一般土木建築工事業

雄基工業 株式会社

正社員

高岡市能町東34番地

清掃作業員 一般土木建築工事業

雄基工業 株式会社
高岡市能町東34番地

正社員

運行管理者 一般土木建築工事業

雄基工業 株式会社
高岡市能町東34番地

正社員

正社員

営業事務 建築材料卸売業

ホクリク住材 株式会社
高岡市福岡町赤丸628番地の1

積算業務 建築材料卸売業

ホクリク住材 株式会社

正社員

高岡市福岡町赤丸628番地の1
正社員

老人福祉・介護事業

社会福祉法人 あかね会 あさひの里

接客・販売・店舗運営管理(道の駅 高岡万葉の里) 食堂，レストラン（専門料理店を除く）

株式会社 インサイト
高岡市宮脇町1003番地 ｲﾝｻｲﾄﾋﾞﾙ4F

8時00分～21時00分の間の7時間以上

老人福祉・介護事業

社会福祉法人 あかね会 あさひの里
高岡市鷲北新185番地

正社員

コンシェルジュ

自動車整備士及び見習 自動車整備業

株式会社 長谷川自動車
高岡市麻生谷273

正社員

正社員

又は 7時00分～20時00分の間の8時間

高岡市鷲北新185番地

訪問介護員

正社員

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

175

176

177

173
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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 土日祝他 158,000円～158,000円 12
1人 毎　週 実費（上限なし） 6

0766-73-2291 常 用 450 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 16020- 2174291
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 他 150,800円～168,800円 12

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

高岡市 16020- 2177091
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日他 184,000円～368,000円 25

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

高岡市 16020- 2178391
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日他 161,000円～345,000円 25

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

高岡市 16020- 2179691
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日他 161,000円～299,000円 25

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

高岡市 16020- 2180491
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日他 161,000円～299,000円 25

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

高岡市 16020- 2181791
59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 他 160,800円～178,800円 12

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

高岡市 16020- 2182891
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日他 161,000円～345,000円 25

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

高岡市 16020- 2183291
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日他 299,000円～368,000円 25

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

高岡市 16020- 2184591
59歳以下 通勤 (1) 8時10分～17時30分 日祝他 190,500円～267,500円 100

1人 その他 実費（上限あり） 37
0766-20-3854 常 用 毎月　12,000円まで 165 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 2186091
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 他 150,800円～168,800円 12

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

高岡市 16020- 2187391
44歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 水他 162,450円～165,870円 20

1人 (2) 8時00分～13時00分 その他 実費（上限あり） 9
0766-22-6124 常 用 毎月　7,000円まで 20 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 2190891
59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 180,000円～250,000円 10

3人 その他 実費（上限あり） 3
0766-64-3011 常 用 毎月　10,000円まで 10 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 2192591
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時15分 日祝他 146,080円～176,000円 20

1人 (2)13時00分～21時45分 その他 実費（上限あり） 4
0766-25-5625 常 用 毎月　8,000円まで 20 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 2199791
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 150,800円～168,800円 20

1人 (2) 8時30分～12時30分 な　し 実費（上限なし） 17
0766-44-8060 常 用 376 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 2200691
不 問 通勤 (1) 7時00分～16時00分 他 180,000円～190,000円 40

3人 (2) 8時00分～17時00分 その他 実費（上限あり） 34
0766-26-5055 (3)10時00分～19時00分 常 用 毎月　20,000円まで 180 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 2203791
不 問 通勤 (1) 7時30分～16時30分 他 160,000円～170,000円 40

2人 (2) 8時00分～17時00分 その他 実費（上限あり） 34
0766-26-5055 (3)10時00分～19時00分 常 用 毎月　20,000円まで 180 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 2204891
不 問 通勤 (1) 7時30分～16時30分 他 160,000円～175,000円 40

3人 (2) 8時00分～17時00分 その他 実費（上限あり） 34
0766-26-5055 (3)10時00分～19時00分 常 用 毎月　20,000円まで 180 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 2205291
不 問 通勤 (1) 7時30分～16時30分 他 180,000円～205,000円 40

3人 (2) 8時00分～17時00分 その他 実費（上限あり） 34
0766-26-5055 (3)10時00分～19時00分 常 用 毎月　20,000円まで 180 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 2206591
不 問 通勤 (1) 7時00分～16時00分 他 160,000円～170,000円 34

1人 (2) 8時00分～17時00分 その他 実費（上限あり） 28
0766-32-1333 (3)10時00分～19時00分 常 用 毎月　20,000円まで 34 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 2217691
不 問 通勤 (1) 7時00分～16時00分 他 180,000円～190,000円 34

1人 (2) 8時00分～17時00分 その他 実費（上限あり） 28
0766-32-1333 (3)10時00分～19時00分 常 用 毎月　20,000円まで 34 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 2218991
不 問 通勤 (1) 7時00分～16時00分 他 160,000円～190,000円 34

2人 (2) 8時00分～17時00分 その他 実費（上限あり） 28
0766-26-5055 (3)10時00分～19時00分 常 用 毎月　20,000円まで 34 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 2219491
不 問 通勤 (1) 7時00分～16時00分 他 180,000円～205,000円 34

2人 (2) 8時00分～17時00分 その他 実費（上限あり） 28
0766-26-5055 (3)10時00分～19時00分 常 用 毎月　20,000円まで 34 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 2220291
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 土日他 250,000円～500,000円 9

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

高岡市 16020- 2223091

208

204

205

206

207

196

197

198

199

200

201

190

191

192

193

184

185

186

187

188

189

181

182

183

足場組立 大工工事業

株式会社 大和興業
高岡市福岡町舞谷1265

正社員

介護職員(介護福祉士)【ケアボーム国吉あいの風】 老人福祉・介護事業

ユニバーサルトラスト株式会社(ケアホーム国吉あいの風)
高岡市国吉752番1

正社員

介護職員【ケアホーム国吉あいの風】 老人福祉・介護事業

ユニバーサルトラスト株式会社(ケアホーム国吉あいの風)
高岡市国吉752番1

正社員

日勤介護正職員〈介護福祉士〉【ケアホーム国吉あいの風】 老人福祉・介護事業

ユニバーサルトラスト株式会社(ケアホーム国吉あいの風)
高岡市国吉752番1

正社員

日勤介護職員【ケアホーム国吉あいの風】 老人福祉・介護事業

ユニバーサルトラスト株式会社(ケアホーム国吉あいの風)
高岡市国吉752番1

正社員

介護正職員〈介護福祉士〉【ケアホーム二上あいの風】 老人福祉・介護事業

ユニバーサル株式会社(ケアホームあいの風)
高岡市野村879番地1 ﾀｲﾖｰﾋﾞﾙ2階

正社員

介護職員【ケアホーム二上あいの風】 老人福祉・介護事業

ユニバーサル株式会社(ケアホームあいの風)
高岡市野村879番地1 ﾀｲﾖｰﾋﾞﾙ2階

正社員

日勤介護職員【ケアホーム二上あいの風】 老人福祉・介護事業

ユニバーサル株式会社(ケアホームあいの風)
高岡市野村879番地1 ﾀｲﾖｰﾋﾞﾙ2階

正社員

日勤介護正職員〈介護福祉士〉【ケアホーム二上あいの風】 老人福祉・介護事業

ユニバーサル株式会社(ケアホームあいの風)
高岡市野村879番地1 ﾀｲﾖｰﾋﾞﾙ2階

正社員

クリニック受付事務(雨晴クリニック) 老人福祉・介護事業

医療法人社団 明寿会 アルカディア雨晴
高岡市太田桜谷23番地1

正社員

工場内作業(梱包、ライン吊り他) 金属被覆・彫刻業，熱処理業（ほうろう
鉄器を除く）株式会社 丸善塗装

高岡市能町828-1
正社員

配達及び営業 各種商品卸売業

株式会社 石沢商事
高岡市福岡町大滝330

正社員

製麺工 その他の食料品製造業

シクヤ製麺 株式会社
高岡市能町南2丁目62番地

正社員

介護職(あっとほーむ米島) 老人福祉・介護事業

医療法人社団 明寿会 アルカディア雨晴
高岡市太田桜谷23番地1

正社員

営業 金属素形材製品製造業

宮越工芸 株式会社
高岡市長慶寺995番地

正社員

運転手 とび・土工・コンクリート工事業

株式会社 山本建成工業
高岡市角302-4

正社員

土木作業員 とび・土工・コンクリート工事業

株式会社 山本建成工業
高岡市角302-4

正社員

介護福祉士(正社員／グループホームあっとほーむ米島) 老人福祉・介護事業

医療法人社団 明寿会 アルカディア雨晴
高岡市太田桜谷23番地1

正社員

雑工員(アルバイト) とび・土工・コンクリート工事業

株式会社 山本建成工業
高岡市角302-4

正社員以外

営業 とび・土工・コンクリート工事業

株式会社 山本建成工業
高岡市角302-4

正社員

技術者及び現場監督 とび・土工・コンクリート工事業

株式会社 山本建成工業
高岡市角302-4

正社員

鳶工員 とび・土工・コンクリート工事業

株式会社 山本建成工業
高岡市角302-4

正社員

介護職(グループホームあっとほーむ米島) 老人福祉・介護事業

医療法人社団 明寿会 アルカディア雨晴
高岡市太田桜谷23番地1

正社員

一般事務 労働者派遣業

株式会社ＣＵＢＥ
高岡市駅南3丁目3-5

正社員
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【一般】
年　齢 通住別 休日 賃　　　金 従業員数 業　　種

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

職   種　　　　　

派　遣
請　負

不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 土日他 138,000円～345,000円 9
3人 毎　週 実費（上限なし） 1

0766-31-3326 常 用 9 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 16020- 2224391
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 土日他 138,000円～300,000円 9

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

高岡市 16020- 2225691
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 土日他 161,000円～345,000円 9

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

高岡市 16020- 2226991
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 土日他 150,000円～400,000円 9

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

高岡市 16020- 2227491
設備管理(契約社員) 18歳以上 通勤 (1) 8時30分～17時30分 他 200,000円～280,000円 38 他に分類されない小売業

イオンディライト 株式会社 1人 (2)13時30分～22時30分 その他 実費（上限なし） 16
東京都中央区明石町8番1号 聖路加ﾀﾜｰ8F 03-3524-8733 正社員以外 臨時(4ヶ月以上) 8731 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 13010-19439791
設備管理(正社員) 59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 他 180,000円～300,000円 2 他に分類されない小売業

イオンディライト 株式会社 1人 その他 実費（上限なし） 0
東京都中央区明石町8番1号 聖路加ﾀﾜｰ8F 03-3524-8733 正社員 常 用 8731 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 13010-19528891
設備管理(正社員) 59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 他 180,000円～300,000円 8 他に分類されない小売業

イオンディライト 株式会社 1人 (2)13時30分～22時30分 その他 実費（上限なし） 0
東京都中央区明石町8番1号 聖路加ﾀﾜｰ8F 03-3524-8733 正社員 常 用 8731 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 13010-19535791
設備管理(契約社員) 不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 他 200,000円～280,000円 2 他に分類されない小売業

イオンディライト 株式会社 1人 その他 実費（上限なし） 0
東京都中央区明石町8番1号 聖路加ﾀﾜｰ8F 03-3524-8733 正社員以外 臨時(4ヶ月以上) 8731 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 13010-19536891
一般事務／高岡年金事務所 【特定業務契約職員】 不 問 通勤 (1) 8時15分～17時15分 土日祝他 147,840円～147,840円 38 行政機関

日本年金機構 1人 毎　週 実費（上限あり） 23
東京都杉並区高井戸西3丁目5番24号 0766-21-4180 正社員以外 臨時(4ヶ月以上) 毎月　55,000円まで 22000 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 13080-13469991
幹部候補社員(高岡店)〔店長･ＳＶ候補〕 45歳以下 通勤 (1) 7時00分～15時50分 他 210,000円～421,000円 10 各種食料品小売業

株式会社 オーシャンシステム 業務スーパー事業部 1人 (2) 8時00分～16時50分 その他 実費（上限あり） 7
新潟県燕市佐渡5129TEL 0256-66-1100 0256-66-1100 正社員 (3)11時30分～20時20分 常 用 毎月　50,000円まで 1769 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 15110- 1111391
地域正社員(高岡店)〔店舗運営スタッフ〕 45歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時30分 他 183,400円～234,600円 10 各種食料品小売業

株式会社 オーシャンシステム 業務スーパー事業部 1人 (2)11時00分～20時30分 その他 実費（上限あり） 7
新潟県燕市佐渡5129TEL 0256-66-1100 0256-66-1100 正社員 常 用 毎月　50,000円まで 1769 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 15110- 1128091
交通誘導員(高岡市、砺波市および近郊) 18歳以上 通勤 (1) 8時00分～17時00分 他 154,080円～205,440円 30 警備業

富山県綜合警備保障 株式会社 3人 その他 実費（上限あり） 0
富山市金屋2715-10 0766-21-5522 正社員以外 臨時(4ヶ月未満) 毎月　40,000円まで 750 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16010- 4158391
営業員(高岡支社) 不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 土日他 183,700円～267,200円 170 警備業

富山県綜合警備保障 株式会社 1人 毎　週 実費（上限あり） 19
富山市金屋2715-10 076-443-5888 正社員以外 臨時(4ヶ月以上) 毎月　40,000円まで 750 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16010- 4161791
販売スタッフ(ころがし イオンモール高岡店) 不 問 通勤 (1) 9時30分～18時30分 他 180,000円～180,000円 0 他に分類されない小売業

株式会社 ＦＩＴ(フィット) 2人 (2)10時30分～19時30分 その他 実費（上限あり） 0
富山市総曲輪4-6-15 Uﾋﾞﾙ3階 076-493-0200 正社員 (3)12時30分～21時30分 常 用 毎月　30,000円まで 30 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16010- 4219891
病院内物品管理業務(高岡市民病院) 不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 土日祝 136,000円～136,000円 6 その他の専門サービス業

エム･シー･ヘルスケア 株式会社 富山サプライセンター 1人 毎　週 実費（上限あり） 5
富山市上冨居1丁目189番地10 076-433-6020 正社員以外 臨時(4ヶ月以上) 毎月　4,100円まで 1780 雇用・労災・健康・厚生

請負 高岡市 16010- 4252891
軌道作業者 不 問 通勤 (1)22時00分～ 5時00分 日祝他 200,000円～380,000円 15 一般土木建築工事業

中越興業 株式会社 2人 (2) 8時00分～17時00分 その他 実費（上限なし） 0
南砺市野口800 0763-62-1221 正社員 常 用 90 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16050- 1101891
店番(伝票整理及び車の洗車等含む) 61歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 172,000円～210,000円 1 産業用機械器具賃貸業

城西運輸機工株式会社 1人 その他 実費（上限あり） 0
石川県金沢市湊4丁目70番地 076-238-1313 正社員 常 用 毎月　15,000円まで 377 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 17010- 4710791
婦人服「２３区」の販売 不 問 通勤 (1) 9時30分～18時10分 他 172,500円～276,000円 3 衣服卸売業

株式会社 オンワード樫山 名古屋支店 1人 (2)10時00分～18時40分 その他 実費（上限あり） 3
名古屋市中村区名駅南4-11-31 052-563-2315 正社員以外 臨時(4ヶ月未満) 毎月　50,000円まで 5400 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 23020-12313691
運転手(２･４･１０ｔ、平ボディ、ユニック車)＜富山＞ 59歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 196,000円～241,000円 12 一般貨物自動車運送業

松田運輸 株式会社 2人 その他 実費（上限あり） 1
枚方市東香里1丁目2番46号 090-8759-3933 正社員 常 用 毎月　10,000円まで 65 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 27130- 2594691
自動車(トラック)の整備作業［高岡ＣＣ］ 44歳以下 通勤 (1) 9時00分～17時30分 日祝他 180,100円～356,200円 23 自動車・同附属品製造業

ＵＤトラックス 株式会社 2人 その他 実費（上限なし） 1
埼玉県上尾市大字壱丁目1番地 048-612-9853 正社員 常 用 6307 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 11030- 5173991
営業員 44歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 土日祝 200,000円～300,000円 9 建設用・建築用金属製品製造業

中西産業 株式会社 2人 毎　週 実費（上限あり） 3
東京都千代田区神田佐久間町3丁目37-38 0766-21-4511 正社員 常 用 毎月　80,000円まで 261 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 13010-18860391
営業フロント／高岡店 40歳以下 通勤 (1) 9時00分～18時30分 他 223,400円～383,900円 6 自動車小売業

株式会社 ビッグモーター 1人 毎　週 実費（上限あり） 1
東京都港区六本木6丁目10番1号 六本木ﾋﾙｽﾞ森ﾀﾜｰ20階 03-3478-8877 正社員 常 用 毎月　15,000円まで 4800 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 13040-19149791
販売スタッフ 59歳以下 通勤 (1) 9時00分～18時00分 他 170,000円～200,000円 180 菓子・パン小売業

株式会社 フルールリブラン 2人 (2)12時30分～21時30分 その他 実費（上限あり） 160
富山市上飯野1の1 076-429-7848 正社員 常 用 毎月　20,000円まで 180 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16010- 3994191
一般事務 不 問 通勤 (1) 8時30分～17時00分 土日祝 129,412円～144,637円 258 農林水産業協同組合

いなば農業協同組合 1人 毎　週 実費（上限なし） 120
小矢部市石動町10番30号 0766-67-8413 正社員以外 臨時(4ヶ月以上) 258 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16050- 1060491
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大工 大工工事業

株式会社 大和興業
高岡市福岡町舞谷1265

正社員

コーキング・防水工 大工工事業

株式会社 大和興業
高岡市福岡町舞谷1265

正社員

現場作業員 大工工事業

株式会社 大和興業
高岡市福岡町舞谷1265

正社員

建築塗装工(見習可) 大工工事業

株式会社 大和興業
高岡市福岡町舞谷1265

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

プログラマー(ＣＯＢＯＬ) 不 問 通勤 (1) 9時00分～18時00分 土日祝他 180,000円～270,000円 1 ソフトウェア業

株式会社 ネットシステム 1人 毎　週 実費（上限あり） 0
福井県福井市高木中央2丁目1713-1 0776-52-8730 正社員以外 臨時(4ヶ月以上) 毎月　10,000円まで 66 雇用・労災・健康・厚生

請負 高岡市 18010- 3270591
電気･計装工事技術者 44歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 土日祝 180,000円～400,000円 6 電気工事業

夏目電気工業 株式会社 1人 毎　週 実費（上限あり） 1
静岡県静岡市清水区鳥坂95 0766-22-1709 正社員 常 用 毎月　100,000円まで 50 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 22040- 1331391
管理人(日本ゼオン株式会社 立山寮)(住み込み) 不 問 住込 (1) 6時00分～ 8時00分 日祝他 230,000円～240,000円 2 その他の飲食料品小売業

株式会社 魚国総本社 北陸支社 1人 (2)15時00分～19時00分 毎　週 なし 1
富山市西大泉12番地10号 076-425-8410 正社員以外 (3)21時00分～22時00分 臨時(4ヶ月以上) 17887 雇用・労災・健康・厚生

請負 高岡市 16010- 3674391
ケアマネ(高岡エリア) 59歳以下 通勤 (1) 9時00分～18時00分 他 279,200円～329,200円 18 老人福祉・介護事業

株式会社 うちくる 1人 毎　週 実費（上限あり） 17
富山市黒崎338番地1 076-429-8766 正社員 常 用 毎月　21,000円まで 72 雇用・労災・健康・厚生

高岡市･射水市 16010- 3713391
有料老人ホーム運営 総務部 不 問 通勤 (1) 9時00分～18時00分 他 200,000円～200,000円 6 老人福祉・介護事業

株式会社 うちくる 1人 その他 実費（上限あり） 4
富山市黒崎338番地1 076-429-8766 正社員 常 用 毎月　21,000円まで 72 雇用・労災・健康・厚生

高岡市･射水市 16010- 3718891
営業(売買仲介) 44歳以下 通勤 (1) 8時55分～17時30分 水祝他 181,000円～260,000円 6 不動産代理業・仲介業

株式会社 とやまサンホーム 2人 その他 実費（上限あり） 2
富山市太郎丸西町一丁目7番9 076-492-1350 正社員 常 用 毎月　20,000円まで 46 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16010- 3720091
コンピュータシステム運用 59歳以下 通勤 (1) 9時00分～17時45分 他 190,000円～300,000円 20 ソフトウェア業

株式会社 高志インテック 5人 (2)16時45分～ 1時30分 その他 実費（上限あり） 0
富山市下新町5-23 076-432-4632 正社員 (3) 1時00分～ 9時45分 常 用 毎月　50,000円まで 556 雇用・労災・健康・厚生・財形

請負 高岡市 16010- 3732491
販売スタッフ(高岡市、氷見市、砺波市内) 35歳以下 通勤 (1) 7時00分～16時00分 他 156,000円～300,000円 2452 各種食料品小売業

株式会社 大阪屋ショップ 10人 (2) 8時00分～17時00分 その他 実費（上限なし） 1604
富山市赤田487-1 076-421-1500 正社員 (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- 3761091
レジスタッフ(高岡市内･氷見市内･砺波市内) 44歳以下 通勤 (1) 9時00分～18時00分 他 156,000円～300,000円 2452 各種食料品小売業

株式会社 大阪屋ショップ 1人 (2)10時00分～19時00分 その他 実費（上限なし） 1604
富山市赤田487-1 076-421-1500 正社員 (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- 3763691
現場施工管理者 30歳以下 通勤 (1) 9時15分～17時15分 他 250,000円～450,000円 20 建築工事業

株式会社 とやまアイホーム 1人 その他 実費（上限なし） 9
富山市下冨居2丁目5番6号 076-433-4225 正社員 常 用 25 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16010- 3775891
原料･製品等の品質管理業務 不 問 通勤 (1) 8時30分～17時00分 土日祝他 206,550円～244,800円 2 労働者派遣業

ＷＤＢ 株式会社 富山支店 1人 毎　週 なし 2
富山市桜橋通り1-18 北日本桜橋ﾋﾞﾙ7F 076-431-6611 有期雇用派遣 臨時(4ヶ月未満) 500 雇用・労災・健康・厚生

派遣 高岡市 16010- 3842391
調理員(かがやき) 不 問 通勤 (1) 5時30分～14時30分 他 156,240円～208,320円 4 その他の飲食料品小売業

日清医療食品株式会社 近畿支店北陸営業所 1人 (2) 9時00分～18時00分 毎　週 実費（上限なし） 2
石川県金沢市西念3丁目11番34号 076-222-9908 正社員以外 (3)10時30分～19時30分 臨時(4ヶ月以上) 44400 雇用・労災・健康・厚生

請負 高岡市 17010- 4356691
営業(ルート営業) 30歳以下 通勤 (1) 9時00分～18時00分 日祝他 200,000円～230,000円 20 産業機械器具卸売業

冨木医療器 株式会社 1人 その他 実費（上限あり） 7
石川県金沢市問屋町2-46 076-237-3838 正社員 常 用 毎月　50,000円まで 255 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 17010- 4411491
検査員 18歳以上 通勤 (1) 8時30分～17時00分 他 170,056円～170,056円 30 職業紹介業

株式会社エー･オー･シー 12人 (2) 7時20分～19時30分 その他 実費（上限あり） 22
石川県金沢市広岡1丁目3番20号 ﾌｧｰｽﾄﾚｰﾍﾞﾝ広岡ﾋﾞﾙ1F 0766-22-9239 正社員以外 (3)19時20分～ 7時30分 臨時(4ヶ月未満) 毎月　5,000円まで 70 雇用・労災・健康・厚生

請負 高岡市 17010- 4431291
(契約)調理(幹部候補) 不 問 通勤 (1) 9時00分～17時30分 他 261,500円～309,500円 7 食堂，レストラン

株式会社 レストランダイワ 1人 (2)10時00分～17時30分 その他 実費（上限なし） 5
金沢市片町2-2-5片町きらら4階 076-222-3663 正社員以外 臨時(4ヶ月未満) 35 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 又は 9時00分～21時00分の間の12時間程度 17010- 4445991
スクールマネージャー［富山市･高岡市］ 39歳以下 通勤 (1)12時00分～21時00分 日祝他 210,000円～217,000円 8 専修学校，各種学校

株式会社 イーオン 中部本部 2人 (2)11時00分～20時00分 その他 実費（上限あり） 4
愛知県名古屋市中村区名駅南4丁目12-22 1階 052-563-4710 正社員 常 用 毎月　50,000円まで 2300 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 23020-11080091
アシスタントマネージャー［富山･高岡市］ 不 問 通勤 (1)12時00分～21時00分 日祝他 218,000円～218,000円 8 専修学校，各種学校

株式会社 イーオン 中部本部 2人 (2)11時00分～20時00分 その他 実費（上限あり） 4
愛知県名古屋市中村区名駅南4丁目12-22 1階 052-563-4710 正社員以外 臨時(4ヶ月以上) 毎月　50,000円まで 2300 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 23020-11263591
主任英会話講師／富山市･高岡市 40歳以下 通勤 (1)12時00分～21時00分 日祝他 206,000円～213,000円 8 専修学校，各種学校

株式会社 イーオン 中部本部 2人 (2)11時00分～20時00分 その他 実費（上限あり） 4
愛知県名古屋市中村区名駅南4丁目12-22 1階 052-563-4710 正社員 常 用 毎月　50,000円まで 2300 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 23020-11278791
常勤英会話講師［富山市･高岡市］ 不 問 通勤 (1)12時00分～21時00分 日祝他 228,000円～228,000円 460 専修学校，各種学校

株式会社 イーオン 中部本部 2人 (2)11時00分～20時00分 その他 実費（上限あり） 400
愛知県名古屋市中村区名駅南4丁目12-22 1階 052-563-4710 正社員以外 臨時(4ヶ月以上) 毎月　50,000円まで 2300 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 23020-11329191
営業 40歳以下 通勤 (1) 9時00分～17時30分 日祝他 200,400円～300,000円 5 化学製品卸売業

タカラ産業 株式会社 1人 その他 実費（上限あり） 3
東大阪市長田中2-2-30 長田ｴﾐﾈﾝｽﾋﾞﾙ2F 06-7711-3082 正社員 常 用 毎月　30,000円まで 90 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 27070- 4094091
機械･電気･電子系の設計開発 59歳以下 通勤 (1) 9時00分～17時30分 日祝他 250,000円～400,000円 8 化学製品卸売業

タカラ産業 株式会社 1人 その他 実費（上限あり） 3
東大阪市長田中2-2-30 長田ｴﾐﾈﾝｽﾋﾞﾙ2F 06-7711-3082 正社員 常 用 毎月　30,000円まで 90 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 27070- 4095391
技術職 59歳以下 通勤 (1) 9時00分～17時30分 日祝他 250,000円～400,000円 18 化学製品卸売業

タカラ産業 株式会社 1人 その他 実費（上限あり） 7
東大阪市長田中2-2-30 長田ｴﾐﾈﾝｽﾋﾞﾙ2F 06-7711-3082 正社員 常 用 毎月　30,000円まで 90 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 27070- 4122191
開発設計 59歳以下 通勤 (1) 9時00分～17時30分 日祝他 250,000円～400,000円 18 化学製品卸売業

タカラ産業 株式会社 1人 その他 実費（上限あり） 7
東大阪市長田中2-2-30 長田ｴﾐﾈﾝｽﾋﾞﾙ2F 06-7711-3082 正社員 常 用 毎月　30,000円まで 90 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 27070- 4131091
ａｕショップスタッフ＜戸出店＞ 不 問 通勤 他 190,000円～190,000円 5 その他の専門サービス業

ＭＸモバイリング 株式会社 2人 毎　週 実費（上限あり） 2
東京都江東区豊洲3丁目2-24 豊洲ﾌｫﾚｼｱ 0120-033-412 正社員以外 臨時(4ヶ月以上) 毎月　100,000円まで 4041 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 9時45分～19時00分の間の7時間以上 13130- 4740791
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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
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職   種　　　　　

派　遣
請　負

ドコモショップスタッフ＜上北島店＞ 不 問 通勤 他 190,000円～190,000円 6 その他の専門サービス業

ＭＸモバイリング 株式会社 1人 毎　週 実費（上限あり） 3
東京都江東区豊洲3丁目2-24 豊洲ﾌｫﾚｼｱ 0120-033-412 正社員以外 臨時(4ヶ月以上) 毎月　100,000円まで 4041 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 9時45分～19時00分の間の7時間以上 13130- 4906991
建築資材担当(高岡中曽根店･準社員) 不 問 通勤 (1) 8時45分～18時00分 他 176,000円～176,000円 28 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)) 1人 (2)10時30分～19時45分 その他 実費（上限あり） 17
新潟県三条市上須頃445番地 0256-33-6042 正社員以外 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- 1477691
自転車修理･販売担当(高岡中曽根店･準社員) 不 問 通勤 (1) 8時45分～18時00分 他 176,000円～176,000円 28 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)) 1人 (2)10時30分～19時45分 その他 実費（上限あり） 17
新潟県三条市上須頃445番地 0256-33-6042 正社員以外 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- 1478991
建築資材･工具･木材担当補佐(高岡駅南店 準社員) 不 問 通勤 (1) 6時45分～16時00分 他 176,000円～176,000円 55 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)) 3人 (2) 9時00分～18時15分 その他 実費（上限あり） 34
新潟県三条市上須頃445番地 0256-33-6042 正社員以外 (3)10時30分～19時45分 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- 1548091
切花担当(高岡駅南店･準社員) 不 問 通勤 (1) 9時00分～18時15分 他 172,800円～172,800円 55 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)) 1人 (2)10時30分～19時45分 その他 実費（上限あり） 34
新潟県三条市上須頃445番地 0256-33-6042 正社員以外 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- 1581691
清掃(高岡市民病院･病棟) 不 問 通勤 (1) 9時00分～17時00分 日祝他 126,980円～126,980円 36 建物サービス業

アルコット 株式会社 1人 (2) 7時00分～15時00分 その他 実費（上限あり） 27
富山市二口町3丁目5番地-5 076-421-9330 正社員 常 用 毎月　15,000円まで 1850 雇用・労災・健康・厚生

請負 高岡市 16010- 3421091
栄養士又は調理師(若葉保育園) 不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 159,500円～231,600円 0 その他の飲食料品小売業

株式会社 魚国総本社 北陸支社 1人 毎　週 実費（上限あり） 0
富山市西大泉12番地10号 076-425-8410 正社員以外 常 用 毎月　30,000円まで 18416 雇用・労災・健康・厚生

請負 高岡市 16010- 3423691
栄養士(いずみ幼稚園) 不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 168,000円～231,000円 4 その他の飲食料品小売業

株式会社 魚国総本社 北陸支社 1人 毎　週 実費（上限あり） 4
富山市西大泉12番地10号 076-425-8410 正社員以外 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- 3458691
調理員(特養あさひ苑) 不 問 通勤 (1)10時00分～19時30分 他 154,000円～187,000円 12 食堂，レストラン

日本海給食 株式会社 1人 (2) 5時30分～15時00分 毎　週 実費（上限なし） 11
富山市上赤江町1丁目8番13号 076-441-7657 正社員 常 用 700 雇用・労災・健康・厚生

請負 高岡市 16010- 3614591
調理員(志貴野苑) 不 問 通勤 (1) 6時00分～15時00分 他 160,000円～180,000円 3 食堂，レストラン

日本海給食 株式会社 1人 (2)10時00分～18時30分 毎　週 実費（上限なし） 2
富山市上赤江町1丁目8番13号 076-441-7657 正社員以外 常 用 700 雇用・労災・健康・厚生

請負 高岡市 16010- 3620891
調理補助(さくら苑) 不 問 通勤 (1)10時30分～20時00分 他 147,840円～176,000円 17 食堂，レストラン

日本海給食 株式会社 1人 毎　週 実費（上限あり） 15
富山市上赤江町1丁目8番13号 076-441-7657 正社員以外 常 用 毎月　10,000円まで 700 雇用・労災・健康・厚生

請負 高岡市 16010- 3630591
介護士 不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 160,000円～210,000円 25 老人福祉・介護事業

有限会社 笑顔の会 1人 毎　週 実費（上限あり） 22
氷見市谷屋2201 090-3299-7222 正社員 常 用 毎月　10,000円まで 25 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16060-  329091
コンビニエンスストア店長候補(ファミマ福岡大滝西店) 18歳以上 通勤 他 200,000円～200,000円 15 その他の各種商品小売業

株式会社グリーン･デイ 1人 毎　週 実費（上限なし） 8
石川県小松市義仲町140 0761-23-5064 正社員 常 用 180 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 0時00分～23時59分の間の8時間 17020- 1012291
総合職【初期配属医療事務】富山３：上市･高岡･氷見 不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 他 180,000円～220,000円 30 医薬品・化粧品小売業

株式会社 クスリのアオキ 1人 (2) 9時00分～18時00分 毎　週 実費（上限なし） 20
白山市松本町2512 076-274-6113 正社員 (3)10時00分～19時00分 常 用 6864 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 17080- 1315291
販売スタッフ(高岡店) 39歳以下 通勤 (1) 9時00分～18時00分 他 170,000円～170,000円 7 その他の織物・衣服・身の回り品小売

業株式会社 Ｓｙｍｐａ (雑貨ショップ Ｓｙｍｐａ) 1人 (2)12時00分～20時45分 その他 実費（上限あり） 7
福井県福井市高柳2丁目810番地 0776-50-1610 正社員 常 用 毎月　13,000円まで 60 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 18010- 2641391
購買 40歳以下 通勤 (1) 9時00分～17時30分 日祝他 171,000円～233,000円 18 化学製品卸売業

タカラ産業 株式会社 1人 その他 実費（上限あり） 4
東大阪市長田中2-2-30 長田ｴﾐﾈﾝｽﾋﾞﾙ2F 06-7711-3082 正社員 常 用 毎月　30,000円まで 90 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 27070- 3906991

292

294

286

288

289

281

283

285

274

276

269

270

271

272

273

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
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