
【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 日他 220,000円～350,000円 7
2人 その他 実費（上限あり） 2

0766-82-5809 常 用 毎月　10,000円まで 7 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 16020- 4191691
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日 220,000円～350,000円 7

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

高岡市 16020- 4192991
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日他 230,000円～345,000円 5

1人 その他 実費（上限あり） 2
0766-21-0388 常 用 毎月　10,000円まで 7 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 4194791
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- 4195891
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- 4204091
不 問 通勤 (1) 8時40分～19時00分 日祝他 180,000円～240,000円 6

1人 (2) 8時40分～12時00分 その他 実費（上限あり） 5
0766-24-7776 常 用 毎月　10,000円まで 6 雇用・労災・健康

高岡市 16020- 4206691
40歳以下 通勤 (1)11時00分～18時30分 月火他 180,000円～250,000円 20

2人 (2)10時00分～19時00分 毎　週 実費（上限なし） 12
0766-27-1155 常 用 87 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 4207991
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 170,000円～170,000円 9

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

高岡市 16020- 4208491
40歳以下 通勤 (1)11時00分～18時30分 月火他 180,000円～250,000円 20

3人 (2)10時00分～19時00分 毎　週 実費（上限なし） 12
0766-27-1155 常 用 87 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 4209791
不 問 通勤 (1)11時00分～18時30分 月火他 180,000円～250,000円 20

1人 (2)10時00分～19時00分 毎　週 実費（上限なし） 12
0766-27-1155 常 用 87 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 4210591
不 問 通勤 他 180,000円～270,000円 9

2人 毎　週 実費（上限あり） 4
0766-56-4565 常 用 毎月　10,000円まで 45 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 4221391
不 問 通勤 (1) 6時50分～15時30分 日他 175,905円～192,396円 5

5人 (2)14時50分～23時30分 その他 実費（上限あり） 0
0766-22-0255 (3)22時50分～ 7時30分 常 用 毎月　10,000円まで 50 雇用・労災・健康・厚生

派遣 高岡市 16020- 4223991
不 問 通勤 他 180,000円～270,000円 12

2人 毎　週 実費（上限あり） 8
0766-56-4565 常 用 毎月　10,000円まで 45 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 4224491
不 問 通勤 (1) 7時00分～16時00分 他 154,080円～162,640円 50

1人 (2) 9時00分～18時00分 その他 実費（上限あり） 38
0766-21-2040 (3)10時00分～19時00分 臨時(4ヶ月以上) 毎月　15,000円まで 50 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 4231991
不 問 通勤 (1) 7時00分～16時00分 他 156,880円～185,680円 50

1人 (2) 9時00分～18時00分 その他 実費（上限あり） 38
0766-21-2040 (3)10時00分～19時00分 常 用 毎月　15,000円まで 50 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 4232491
44歳以下 通勤 (1) 8時15分～17時00分 日他 140,000円～210,000円 80

1人 その他 実費（上限あり） 33
0766-23-8539 常 用 毎月　18,000円まで 80 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 4234891
不 問 通勤 (1)11時00分～20時00分 他 173,600円～173,600円 9

2人 (2)15時00分～ 0時00分 毎　週 なし 2
0766-27-8899 臨時(4ヶ月以上) 10600 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 4235291
不 問 通勤 (1) 9時00分～18時00分 土日祝 176,000円～192,000円 30

1人 毎　週 実費（上限あり） 2
0766-25-2506 常 用 毎月　11,000円まで 40 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 4145791
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

高岡市 16020- 4149191
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時15分 祝他 147,000円～147,000円 9

1人 毎　週 実費（上限あり） 3
0766-20-1450 臨時(4ヶ月以上) 毎月　24,500円まで 78 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 4155291
59歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 250,000円～300,000円 20

3人 その他 実費（上限あり） 3
0766-64-6060 常 用 毎月　10,000円まで 20 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 4156591
35歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 145,000円～145,000円 20

1人 その他 実費（上限あり） 3
0766-64-6060 常 用 毎月　10,000円まで 20 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 4157191
不 問 通勤 (1) 9時50分～18時35分 他 152,592円～152,592円 9

1人 毎　週 実費（上限なし） 9
0766-22-1812 臨時(4ヶ月以上) 190000 健康・厚生

高岡市 16020- 4158091
59歳以下 通勤 (1) 9時30分～19時00分 水他 190,000円～190,000円 30

1人 その他 実費（上限あり） 14
0766-23-0195 常 用 毎月　12,000円まで 55 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 4166391
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家具配送及び店内作業(本社) 家具・建具・畳小売業

株式会社 神島リビング
高岡市美幸町2丁目5番3号

正社員

正社員以外

高岡市福岡町三日市296

窓口受付事務 郵便局

日本郵便株式会社 イオンモール高岡内郵便局
高岡市下伏間江383 ｲｵﾝﾓｰﾙ高岡内

正社員

運転手 一般貨物自動車運送業

株式会社 細川建材運輸
高岡市福岡町三日市296

事務員 一般貨物自動車運送業

株式会社 細川建材運輸

正社員

動物園飼育員【高岡古城公園動物園】 社会教育

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

正社員

正社員以外

高岡市野村1661 ﾕﾆｿﾞﾝﾋﾞﾙ5階

製品製造補助(燐) 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

ピザの宅配 各種食料品小売業

株式会社ドミノ･ピザ ジャパン(ドミノピザ高岡昭和町店)
高岡市昭和町1-2-1

一般事務 警備業

株式会社 アドバンスサービス

正社員以外

アルミ製品の梱包(鋳物) 非鉄金属素形材製造業

株式会社 宮木製作所
高岡市長慶寺1000番地

介護職員(グループホーム)【正職員】 老人福祉・介護事業

株式会社 ケアホームみどり
高岡市横田町1丁目2-25

介護職員(グループホーム)【準職員】 老人福祉・介護事業

株式会社 ケアホームみどり
高岡市横田町1丁目2-25

コンビニエンスストア社員(高岡中曽根店) その他の各種商品小売業

ファミリーマート 射水太閤山店
射水市黒河4736-2

9時00分～ 8時59分の間の8時間程度
正社員

9時00分～ 8時59分の間の8時間程度
金属加工品組立作業 建設用・建築用金属製品製造業

吉建工業 株式会社
高岡市昭和町1丁目3-47

正社員

無期雇用派遣

高岡市上北島241

コンビニエンスストア社員(高岡大坪三丁目店) その他の各種商品小売業

ファミリーマート 射水太閤山店
射水市黒河4736-2

正社員

ウェディングプランナー＆ウェディングサービス その他の物品賃貸業
ときめきヴィクトリアン株式会社『迎賓館ヴィクトリア＆セントマリーズ教会』

高岡市上北島241

婚礼での写真撮影 その他の物品賃貸業
ときめきヴィクトリアン株式会社『迎賓館ヴィクトリア＆セントマリーズ教会』

正社員

高岡市上北島241

電気工事士(見習い) 電気工事業

株式会社 たきでん
高岡市問屋町262-3

正社員

正社員

歯科衛生士 歯科診療所

ふじい歯科医院
高岡市五十里1924-2

その他の物品賃貸業
ときめきヴィクトリアン株式会社『迎賓館ヴィクトリア＆セントマリーズ教会』

調理･調理補助

正社員

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

正社員

高岡市東中川町8-21

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

正社員

施工管理 管工事業

株式会社サンコー
高岡市放生津126

土木工事･さく泉工事 その他の設備工事業

一真工業 株式会社

正社員

職   種　　　　　

派　遣
請　負

配管工 管工事業

株式会社サンコー
高岡市放生津126

正社員
1
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33
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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 他 132,940円～132,940円 12
1人 毎　週 実費（上限あり） 7

0766-20-1450 臨時(4ヶ月以上) 毎月　24,500円まで 78 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 16020- 4170291
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 190,000円～250,000円 16

1人 その他 実費（上限あり） 6
0766-63-4134 常 用 毎月　6,000円まで 22 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 4171591
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 190,000円～220,000円 40

1人 その他 実費（上限あり） 13
0766-31-0345 常 用 毎月　7,000円まで 110 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 4172191
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 土日他 180,000円～200,000円 20

1人 毎　週 実費（上限あり） 17
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- 4177491
不 問 通勤 (1) 8時15分～16時45分 日他 198,000円～235,000円 26

1人 その他 実費（上限あり） 6
0766-63-4561 常 用 毎月　100,000円まで 26 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 4182391
35歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 145,000円～220,000円 72

1人 その他 実費（上限あり） 19
0766-22-4545 常 用 毎月　11,000円まで 72 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 4183691
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時15分 土日祝他 183,000円～183,000円 680

1人 毎　週 実費（上限あり） 540
0766-23-0204 臨時(4ヶ月以上) 毎月　31,600円まで 680 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 4185491
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時00分 日祝他 152,000円～240,000円 47

2人 (2) 7時00分～15時30分 その他 実費（上限あり） 7
0766-64-2328 (3)15時30分～ 0時00分 常 用 毎月　20,900円まで 124 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 4186791
59歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 200,000円～280,000円 25

1人 その他 実費（上限あり） 8
0766-84-5301 常 用 毎月　26,000円まで 43 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 4188291
不 問 通勤 (1) 8時30分～16時30分 日他 145,000円～180,000円 37

3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- 4102791
不 問 通勤 (1) 8時30分～16時30分 日他 180,000円～200,000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- 4103891
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 176,000円～330,000円 35

1人 その他 実費（上限あり） 11
0766-22-2258 常 用 毎月　10,000円まで 35 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 4110491
64歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 土日祝他 200,000円～240,000円 16

1人 毎　週 実費（上限あり） 1
0766-27-3313 常 用 毎月　12,000円まで 35 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 4111791
不 問 通勤 (1) 8時15分～17時00分 日祝他 164,000円～200,000円 27

1人 その他 実費（上限あり） 6
0766-31-3266 常 用 毎月　20,000円まで 27 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 4112891
不 問 通勤 (1) 8時15分～17時00分 日他 170,000円～200,000円 27

1人 その他 実費（上限あり） 6
0766-31-3266 常 用 毎月　20,000円まで 27 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 4117391
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 土日祝他 175,000円～200,000円 23

2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- 4119991
不 問 通勤 (1) 9時00分～18時00分 土日祝他 140,000円～180,000円 23

1人 毎　週 なし 3
0766-64-8072 常 用 23 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 4123191
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日他 256,300円～326,200円 23

1人 その他 なし 3
0766-64-8072 常 用 23 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 4124091
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日他 250,000円～450,000円 23

1人 その他 なし 3
0766-64-8072 常 用 23 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 4125391
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日他 250,000円～450,000円 23

1人 その他 なし 3
0766-64-8072 常 用 23 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 4126691
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日他 233,000円～326,200円 23

1人 その他 なし 3
0766-64-8072 常 用 23 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 4127991
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日他 209,700円～326,200円 23

1人 その他 なし 3
0766-64-8072 常 用 23 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 4128491
不 問 通勤 (1) 8時30分～18時00分 日祝他 165,000円～200,000円 16

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

高岡市 16020- 4129791
59歳以下 通勤 (1) 8時15分～17時00分 日祝他 180,000円～280,000円 14

3人 その他 実費（上限あり） 4
0766-63-5222 常 用 毎月　5,000円まで 14 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 4133391
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溶接工 建設用・建築用金属製品製造業

大砺プレス工業 株式会社
高岡市戸出栄町17

正社員

エステティシャン兼医療事務員 一般診療所

医療法人社団 皮膚科白崎医院
高岡市駅南3丁目5-33

正社員

高岡市福岡町土屋20

解体工、斫工 その他の職別工事業

有限会社 ホープ斫
高岡市福岡町土屋20

正社員

正社員

現場管理(土木･建機の国家資格保有者) その他の職別工事業

有限会社 ホープ斫
高岡市福岡町土屋20

ダンプ運転手 その他の職別工事業

有限会社 ホープ斫

正社員

高岡市福岡町土屋20

営業 その他の職別工事業

有限会社 ホープ斫
高岡市福岡町土屋20

正社員

正社員

一般事務(工事書類作成) その他の職別工事業

有限会社 ホープ斫
高岡市福岡町土屋20

重機オペレーター その他の職別工事業

有限会社 ホープ斫

正社員

高岡市福田六家24-8

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
高岡市福岡町土屋317

正社員

正社員

金型部品製作と組立 その他のはん用機械・同部分品製造
業株式会社 金刺金型製作所

正社員

高岡市能町字飛田975

プレス作業 その他のはん用機械・同部分品製造
業株式会社 金刺金型製作所

高岡市福田六家24-8

正社員

運搬及び工場内軽作業員 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

大型トラック運転手(正社員) 一般貨物自動車運送業

有限会社 昭和運輸

正社員

高岡市赤祖父61-2
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

サービス管理者又はサービス管理者候補 障害者福祉事業

株式会社 ハートワーク

正社員

正社員

高岡市駅南4丁目8-6

事務職 一般土木建築工事業

株式会社 牧田組
射水市庄西町1丁目18-33

正社員

社会福祉士(地域医療部) 病院

高岡市民病院
高岡市宝町4番1号

製造員(富山工場) 化学肥料製造業

いなほ化工 株式会社

正社員以外

事務職(製造部) 化学製品卸売業

第一物産 株式会社
高岡市宮田町9-16

正社員

正社員

品質管理係及び成形補助作業 プラスチックフィルム・シート・床材・合
成皮革製造業高岡明光化成 株式会社

高岡市戸出栄町50番地1

車両管理者【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

住宅／ビル用建材の生産管理業務【福岡工場】 建設用・建築用金属製品製造業

ヤマダアルミ建材 株式会社
高岡市辻275

正社員

正社員

高岡市末広町1番7号 生涯学習ｾﾝﾀｰ3F

現場計測及びＣＡＤを使用しての図面作成(２級建築士) 他に分類されない小売業

株式会社 ヤマダ産業
高岡市醍醐1132-2

正社員以外

学芸員補助【高岡市美術館】 社会教育

公益財団法人 高岡市民文化振興事業団
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【一般】
年　齢 通住別 休日 賃　　　金 従業員数 業　　種

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

職   種　　　　　

派　遣
請　負

59歳以下 通勤 (1) 8時15分～17時00分 日祝他 180,000円～250,000円 14
2人 その他 実費（上限あり） 4

0766-63-5222 常 用 毎月　5,000円まで 14 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 16020- 4134691

59歳以下 通勤 (1) 8時15分～17時00分 日祝他 140,000円～180,000円 14
2人 その他 実費（上限あり） 4

0766-63-5222 常 用 毎月　5,000円まで 14 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 16020- 4135991

44歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 160,000円～200,000円 21
1人 その他 実費（上限あり） 10

0766-30-5525 常 用 毎月　20,000円まで 43 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 16020- 4138891

44歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 175,000円～245,000円 21
2人 その他 実費（上限あり） 10

0766-30-5525 常 用 毎月　20,000円まで 43 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 16020- 4139291
不 問 通勤 (1) 9時00分～18時00分 土日祝他 190,000円～210,000円 7

1人 毎　週 実費（上限あり） 6
0766-50-9866 常 用 毎月　10,000円まで 7 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 4031791
35歳以下 通勤 (1) 9時00分～17時45分 日他 166,000円～220,000円 49

1人 その他 実費（上限あり） 25
0766-23-3322 常 用 毎月　30,000円まで 111 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 4037391
不 問 通勤 (1) 9時00分～17時45分 日他 166,000円～220,000円 49

1人 その他 実費（上限あり） 25
0766-23-3322 常 用 毎月　30,000円まで 111 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 4049791
不 問 通勤 (1) 8時30分～ 8時29分 他 166,700円～172,300円 3

1人 (2) 8時30分～17時30分 その他 実費（上限あり） 0
0766-26-0015 臨時(4ヶ月以上) 毎月　20,000円まで 740 雇用・労災・健康・厚生

請負 高岡市 16020- 4054691
30歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 180,000円～220,000円 6

2人 その他 実費（上限あり） 1
090-8263-0118 常 用 毎月　13,000円まで 6 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 4060091
不 問 通勤 (1) 7時00分～16時00分 他 165,000円～180,000円 40

5人 (2) 8時30分～17時30分 毎　週 実費（上限あり） 36
0766-50-8773 (3) 9時00分～18時00分 常 用 毎月　11,250円まで 50 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 4062691
不 問 通勤 (1) 9時00分～18時00分 他 173,420円～176,850円 62

1人 毎　週 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- 4066891
不 問 通勤 (1)10時00分～19時00分 月他 185,000円～240,000円 4

1人 その他 実費（上限あり） 2
0766-25-9588 常 用 毎月　10,000円まで 5 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 4083591
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時00分 土日祝 127,000円～127,000円 40

1人 毎　週 実費（上限なし） 25
0766-20-1612 臨時(4ヶ月以上) 5000 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 4098791
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日他 155,000円～250,000円 4

1人 (2)10時00分～19時00分 その他 実費（上限あり） 1
0766-23-2525 常 用 毎月　30,000円まで 36 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 3969091
18歳～39歳 通勤 (1)10時00分～19時00分 他 180,000円～250,000円 59

2人 その他 実費（上限なし） 34
0766-27-8800 常 用 143 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 3972791
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 200,000円～220,000円 70

1人 その他 実費（上限あり） 30
0766-24-2105 常 用 毎月　10,500円まで 90 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 3978391
59歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 155,290円～189,150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- 3981791
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- 3982891
不 問 通勤 (1) 9時00分～18時00分 月日祝他 240,000円～320,000円 24

1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- 3988691
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- 3989991
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- 3990891
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- 3991291
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 土日祝他 180,000円～250,000円 17

1人 毎　週 実費（上限あり） 10
0766-82-2810 常 用 240 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 3993191
30歳以下 通勤 (1)12時00分～21時00分 他 150,000円～260,000円 20

1人 (2)14時30分～23時30分 その他 実費（上限あり） 15
0766-28-3824 (3) 9時30分～18時30分 常 用 毎月　10,000円まで 40 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 3994091
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正社員

高岡市放生津47-3

インストラクター及びフロント係 スポーツ施設提供業

株式会社 オーパス
高岡市木津1632-1

正社員

看護助手･リハビリ助手 病院

田中整形外科クリニック
高岡市佐野845-1

営業 労働者派遣業

湯川人材サービス 株式会社

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

正社員

高岡市駅南3-1-8

看護師(准) 病院

田中整形外科クリニック
高岡市佐野845-1

正社員

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

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

正社員

運搬作業員 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

アルミ部材の切断、プレスなど 建設用・建築用金属製品製造業

北日アルミ建材工業 株式会社
高岡市石瀬694

正社員

浴場施設の運営スタッフ(陽だまりの湯) 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

正社員

正社員

高岡市広小路7-50 高岡市水道局庁舎内

ガソリンスタンドサービス員 じゅう器小売業

北一 株式会社
高岡市丸の内1-10

正社員以外

一般事務 その他の専門サービス業

ヴェオリア･ジェネッツ 株式会社 高岡営業所

正社員

車の買取り営業･商談 自動車小売業

株式会社 Ｖ．Ｉ．Ｎ
高岡市内免3丁目1-6 TOKOﾋﾞﾙ

福祉用具専門相談員(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

介護職 老人福祉・介護事業

株式会社 Ｑ･Ｏ･Ｌ
高岡市問屋町44 ﾌﾙｰﾙ･ﾄﾞ･ヴｪｰﾙ1-101

正社員

正社員

高岡市向野町4-12

機械の設備保全 機械器具設置工事業

北世工業 株式会社
高岡市二上町1033

正社員以外

警備員(ウィングウィング高岡) 建物サービス業

株式会社ホクタテ 高岡支社

ネットショップ運営スタッフ(自社販売サイト運営業務等) 衣服卸売業

株式会社 カジメイク
高岡市古定塚10-1

正社員

高岡市古定塚10-1
正社員

一般事務 衣服卸売業

株式会社 カジメイク

介護支援専門員 老人福祉・介護事業

合同会社 ケアサポートひふみ
高岡市野村1844 ﾒｿﾞﾝ藤 20B

正社員

高岡市荻布88-1

アルミ切断、プレス加工、梱包 非鉄金属素形材製造業

石丸工業 株式会社
高岡市荻布88-1

正社員

正社員

部品のピッキング、梱包作業 非鉄金属素形材製造業

石丸工業 株式会社

高岡市戸出栄町17

機械作業補助 建設用・建築用金属製品製造業

大砺プレス工業 株式会社
高岡市戸出栄町17

正社員

正社員

機械板金工(経験者) 建設用・建築用金属製品製造業

大砺プレス工業 株式会社
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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05分～17時00分 日祝他 199,000円～279,500円 20
1人 その他 実費（上限あり） 3

0766-31-3545 常 用 毎月　6,000円まで 20 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 16020- 3999791
不 問 通勤 (1) 8時05分～17時00分 日祝他 210,500円～279,500円 21

1人 その他 実費（上限あり） 2
0766-31-3545 常 用 毎月　6,000円まで 21 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 4000191
不 問 通勤 (1) 8時05分～17時00分 日祝他 199,000円～279,500円 21

1人 その他 実費（上限あり） 2
0766-31-3545 常 用 毎月　6,000円まで 21 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 4001091
35歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 200,000円～350,000円 200

1人 (2) 8時00分～17時30分 その他 実費（上限あり） 60
0766-31-3838 常 用 毎月　11,250円まで 200 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 4006791
35歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 200,000円～350,000円 200

1人 (2) 8時00分～17時30分 その他 実費（上限あり） 60
0766-31-3838 常 用 毎月　11,250円まで 200 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 4007891
59歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 193,116円～358,853円 200

1人 (2) 8時00分～17時30分 その他 実費（上限あり） 60
0766-31-3838 常 用 毎月　11,250円まで 200 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 4008291
35歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 158,000円～260,000円 200

2人 (2) 8時00分～17時30分 その他 実費（上限あり） 60
0766-31-3838 常 用 毎月　11,250円まで 200 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 4009591
35歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 158,000円～260,000円 200

1人 (2) 8時00分～17時30分 その他 実費（上限あり） 60
0766-31-3838 常 用 毎月　11,250円まで 200 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 4010391
40歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 158,000円～260,000円 200

1人 (2) 8時00分～17時30分 その他 実費（上限あり） 60
0766-31-3838 常 用 毎月　11,250円まで 200 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 4011691
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 170,000円～240,000円 11

1人 その他 実費（上限あり） 0
0766-23-6194 常 用 毎月　15,000円まで 11 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 4015891
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 180,000円～240,000円 11

1人 その他 実費（上限あり） 0
0766-23-6194 常 用 毎月　15,000円まで 11 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 4016291
35歳以下 通勤 (1) 8時15分～17時00分 日祝他 210,000円～300,000円 34

1人 その他 実費（上限あり） 5
0766-31-1272 常 用 毎月　18,500円まで 34 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 4023891
35歳以下 通勤 (1) 8時15分～17時00分 日祝他 210,000円～300,000円 34

1人 その他 実費（上限あり） 5
0766-31-1272 常 用 毎月　18,500円まで 34 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 4024291
35歳以下 通勤 (1) 8時15分～17時00分 日祝他 210,000円～300,000円 34

1人 その他 実費（上限あり） 5
0766-31-1272 常 用 毎月　18,500円まで 34 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 4026191
64歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 土日祝他 160,000円～190,000円 6

1人 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- 4030491
64歳以下 通勤 (1) 8時00分～16時45分 日祝他 160,000円～230,000円 12

2人 その他 実費（上限あり） 2
0766-23-8533 常 用 毎月　10,000円まで 12 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 4034591
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- 3967591
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- 3968191
59歳以下 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 13070-28258991
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- 7602291
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 23020-22889691
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 23020-22920791
不 問 通勤 (1) 9時00分～17時45分 土日祝他 160,000円～180,000円 4

1人 毎　週 実費（上限あり） 2
06-6939-1461 常 用 毎月　30,000円まで 49 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 27010-20513391
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- 7403391
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110
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8時30分～19時00分の間の8時間
正社員

大阪市城東区古市3-6-13

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

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

8時00分～20時00分の間の8時間
営業事務 他に分類されない卸売業

株式会社キンマツ

正社員

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

8時00分～20時00分の間の8時間
正社員

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

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

9時30分～21時30分の間の8時間
正社員

高岡市角302-4
正社員

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

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

正社員

鋳物工、仕上工 他に分類されない製造業

株式会社 二八
高岡市長慶寺1000番地

正社員

正社員

高岡市六家1062

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

事務職(経理) その他の非鉄金属製造業

エイト金属株式会社
高岡市六家1062

製品管理 その他の非鉄金属製造業

エイト金属株式会社

正社員

正社員

電気保安業務 その他の非鉄金属製造業

エイト金属株式会社
高岡市六家1062

塗装及び出荷作業 鉄素形材製造業

株式会社 大昇
高岡市岩坪1072

正社員

正社員

鋳物工(中子) 鉄素形材製造業

株式会社 大昇
高岡市岩坪1072

一般事務 建設用・建築用金属製品製造業

株式会社 三和製作所
高岡市荒屋敷147

正社員

正社員

高岡市荒屋敷147

溶接オペレーター 建設用・建築用金属製品製造業

株式会社 三和製作所
高岡市荒屋敷147

正社員

生産技術【準社員】 建設用・建築用金属製品製造業

株式会社 三和製作所
高岡市荒屋敷147

建材(アルミサッシ、網戸、スチール引戸)の製造 建設用・建築用金属製品製造業

株式会社 三和製作所

正社員以外

生産技術 建設用・建築用金属製品製造業

株式会社 三和製作所
高岡市荒屋敷147

正社員

正社員

情報システム管理 建設用・建築用金属製品製造業

株式会社 三和製作所
高岡市荒屋敷147

出荷･配送 建設用・建築用金属製品製造業

株式会社 フジエー
高岡市四日市123番地8 四日市工業団地内

正社員

溶接･組立工 建設用・建築用金属製品製造業

株式会社 フジエー
高岡市四日市123番地8 四日市工業団地内

正社員

正社員

ビル建材のＣＡＤ及びＮＣプログラム 建設用・建築用金属製品製造業

株式会社 フジエー
高岡市四日市123番地8 四日市工業団地内
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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 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- 7405991
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- 7407791
40歳以下 通勤 (1) 9時45分～18時00分 月他 182,500円～242,500円 17

2人 その他 実費（上限あり） 2
076-432-3105 常 用 毎月　13,500円まで 205 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16010- 7443091
不 問 通勤 (1) 8時45分～17時00分 土日祝 200,000円～250,000円 11

1人 (2) 8時45分～17時40分 毎　週 実費（上限なし） 3
076-420-9601 臨時(4ヶ月以上) 15 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16010- 7480491
不 問 通勤 (1)10時00分～19時00分 他 200,000円～220,000円 16

1人 毎　週 なし 13
076-433-7773 臨時(4ヶ月未満) 20 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16010- 7119591
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-  732391
不 問 通勤 (1) 9時00分～18時00分 日祝他 200,000円～400,000円 20

1人 毎　週 実費（上限あり） 5
076-237-5555 常 用 毎月　50,000円まで 240 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 17010- 8218191
18歳以上 通勤 (1)10時00分～23時30分 他 196,700円～270,100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 13070-26677091
18歳以上 通勤 (1)10時00分～23時30分 他 196,700円～270,100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 13070-26679691
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･射水市 16010- 7044991

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･射水市 16010- 7045491

不 問 通勤 (1)10時30分～19時30分 他 201,000円～237,000円 4
1人 その他 実費（上限あり） 3

03-6855-4966 常 用 毎月　50,000円まで 4300 雇用・労災・健康・厚生・財形
高岡市 22010- 7961291
不 問 通勤 (1)10時30分～19時30分 他 201,000円～237,000円 3

1人 その他 実費（上限あり） 1
03-6855-4966 常 用 毎月　50,000円まで 4300 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 22010- 7965391
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店舗スタッフ(正社員)

東京都目黒区大橋2-22-8 いちご池尻ﾋﾞﾙ3階

氷見市島尾921番地

写真機・時計・眼鏡小売業
株式会社 メガネトップ (眼鏡市場･ｱﾙｸ･ﾚﾝｽﾞｽﾀｲﾙ･ﾚﾝｽﾞﾀﾞｲﾚｸﾄ)

静岡県静岡市葵区伝馬町8-6
正社員

富山市五福3216 らぽｰる北日本2F

店舗スタッフ(正社員) 写真機・時計・眼鏡小売業
株式会社 メガネトップ (眼鏡市場･ｱﾙｸ･ﾚﾝｽﾞｽﾀｲﾙ･ﾚﾝｽﾞﾀﾞｲﾚｸﾄ)

静岡県静岡市葵区伝馬町8-6

正社員

正社員

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

マンツーマン教師 学習塾

株式会社 ファミリー

正社員以外

調理スタッフ／紅虎餃子茶寮 イオンモール高岡店 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

正社員

正社員

ホールスタッフ／紅虎餃子茶寮 イオンモール高岡店 その他の飲食店

際コーポレーション 株式会社

技術職(医療機器の保守点検業務) 産業機械器具卸売業

冨木医療器 株式会社
石川県金沢市問屋町2-46

正社員

正社員

一般事務 産業用機械器具賃貸業

有限会社 西条商会

テレアポ営業管理･総合管理 機械器具小売業

エコプランナーズ 株式会社
富山市田中町3丁目3-6 岩田ﾋﾞﾙ2階

正社員以外

営業業務 各種物品賃貸業

富山ファースト･リース 株式会社
富山市掛尾町626番地

正社員

正社員以外

自動車の点検･整備(高岡店･高岡インター店) 自動車小売業

トヨタカローラ富山 株式会社
富山市綾田町3丁目12番26号

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

8時30分～18時30分の間の8時間
正社員

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

8時30分～18時30分の間の8時間
正社員
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