
【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

44歳以下 通勤 (1) 8時20分～17時00分 日他 174,000円～245,000円 8
1人 その他 実費（上限あり） 2

0766-64-2501 常 用 毎月　6,500円まで 8 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 16020- 7050191
不 問 通勤 (1) 8時30分～16時30分 土日祝 160,000円～180,000円 6

2人 (2) 9時00分～17時00分 毎　週 実費（上限あり） 4
0766-26-5055 常 用 毎月　20,000円まで 180 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 7051091
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 土日祝他 236,250円～347,600円 5

1人 毎　週 実費（上限なし） 2
0766-24-4480 常 用 70 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 7056791
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 土日祝他 195,950円～285,000円 5

1人 毎　週 実費（上限なし） 2
0766-24-4480 常 用 70 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 7057891
不 問 通勤 (1) 8時30分～18時00分 日祝他 172,000円～252,000円 3

1人 (2) 8時30分～13時00分 その他 実費（上限あり） 3
0766-63-8148 常 用 毎月　5,000円まで 3 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 7058291
不 問 通勤 (1) 8時00分～16時30分 他 150,000円～207,000円 38

1人 その他 実費（上限なし） 17
0766-63-4801 常 用 38 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 7066291
不 問 通勤 (1) 8時45分～18時45分 日祝他 240,000円～320,000円 5

1人 (2) 8時15分～18時15分 毎　週 実費（上限あり） 5
0766-63-7676 (3) 8時45分～12時45分 常 用 毎月　10,000円まで 5 雇用・労災・健康

高岡市 16020- 7076191
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 170,000円～220,000円 16

1人 その他 実費（上限あり） 3
0766-64-2000 常 用 毎月　10,000円まで 16 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 7078391
40歳以下 通勤 (1) 8時00分～16時45分 日祝他 190,000円～220,000円 48

1人 その他 実費（上限あり） 38
0766-64-2304 常 用 毎月　13,000円まで 48 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 7079691
不 問 通勤 (1) 8時00分～16時45分 日祝他 155,000円～165,000円 48

1人 その他 実費（上限あり） 33
0766-64-2304 常 用 毎月　13,000円まで 48 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 7080491
40歳以下 通勤 (1) 8時00分～16時45分 日祝他 143,000円～155,000円 48

2人 その他 実費（上限あり） 33
0766-64-2304 常 用 毎月　13,000円まで 48 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 7082891
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- 7085191
不 問 通勤 (1) 8時15分～17時00分 日祝他 218,500円～240,000円 12

1人 その他 実費（上限あり） 2
0766-21-3719 常 用 毎月　15,000円まで 12 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 7087391
不 問 通勤 水他 160,000円～160,000円 9

1人 毎　週 実費（上限あり） 6
0766-60-8049 常 用 毎月　10,000円まで 9 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 7088691
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- 6998991
64歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日他 250,000円～350,000円 4

1人 その他 実費（上限あり） 1
0766-64-2369 常 用 毎月　20,000円まで 4 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 6999491
64歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日他 230,000円～299,000円 4

1人 その他 実費（上限あり） 1
0766-64-2369 常 用 毎月　20,000円まで 4 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 7001191
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- 7002091
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- 7003391
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- 7004691
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 実費（上限なし） 3
0766-21-5209 常 用 26 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 7006491
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時00分 他 242,000円～287,720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- 7008891
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時00分 他 225,000円～267,000円 97

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

高岡市 16020- 7009291
59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 280,000円～350,000円 17

1人 その他 実費（上限あり） 2
0766-21-7733 常 用 毎月　10,000円まで 17 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 7015791
59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 220,000円～320,000円 17

1人 その他 実費（上限あり） 2
0766-21-7733 常 用 毎月　10,000円まで 17 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 7016891
44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- 7021991
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職   種　　　　　

派　遣
請　負

アルミ鋳物加工及び配達 その他のはん用機械・同部分品製造
業株式会社 北田製作所

高岡市福岡町荒屋敷522

総務事務スタッフ 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

正社員

企画営業職(高岡オフィス) 労働者派遣業
株式会社ニクス
高岡市問屋町212

正社員

業務管理職(高岡オフィス) 労働者派遣業
株式会社ニクス
高岡市問屋町212

歯科衛生士 歯科診療所
山下歯科クリニック

正社員

高岡市戸出町6丁目5-43

麺類の包装･コンテナ詰め作業 その他の食料品製造業
犬田製麺 株式会社
高岡市戸出春日82-4

正社員

正社員

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

機械工 その他のはん用機械・同部分品製造
業水谷精機 株式会社

高岡市福岡町小伊勢領162

正社員

機械オペレーター 金属素形材製品製造業
株式会社 ミヤタ
高岡市福岡町土屋715

洗浄オペレーター 金属素形材製品製造業
株式会社 ミヤタ

正社員

高岡市福岡町土屋715

検査、箱詰め作業 金属素形材製品製造業
株式会社 ミヤタ
高岡市福岡町土屋715

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
協同アルミ 株式会社
高岡市戸出春日788

溶接工、板金加工 建設用・建築用金属製品製造業
株式会社 開発商事
高岡市長慶寺693

調理･調理補助･接客 食堂，レストラン
洋食ｎｏ ＡＲＩＫＡ
高岡市下黒田780-6

10時00分～22時00分の間の8時間程度正社員

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

高岡市石瀬896
正社員

土木施工管理技士または造園施工管理技士 土木工事業
株式会社 上田組
高岡市福岡町大滝133

土木及び造園作業員 土木工事業（舗装工事業を除く）
株式会社 上田組

正社員

高岡市福岡町大滝133

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

正社員

大型運転手(産業廃棄物の収集運搬) 一般土木建築工事業
雄基工業 株式会社
高岡市能町東34番地

正社員

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

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

正看護師 病院
医療法人 明心会 柴田病院
高岡市永楽町5-1

正社員

正社員

准看護師 病院
医療法人 明心会 柴田病院
高岡市永楽町5-1

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

正社員

高岡市荒屋敷66番地

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

正社員

正社員

ホームファッション、日用雑貨などの販売、接客及び一般事務 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
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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 土日祝他 147,784円～147,784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- 7029391
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 土日祝他 180,000円～180,000円 10

1人 毎　週 なし 2
0766-22-0999 常 用 11 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 7032291
不 問 通勤 (1) 8時30分～18時00分 日祝他 245,000円～280,000円 10

1人 (2) 8時30分～17時00分 その他 実費（上限あり） 1
0766-31-5766 常 用 毎月　8,000円まで 13 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 7038991
35歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時10分 日祝他 170,000円～250,000円 28

1人 その他 実費（上限あり） 12
0766-21-6112 常 用 毎月　10,000円まで 28 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 7039491
不 問 通勤 (1) 8時45分～18時15分 木日祝 190,000円～270,000円 7

1人 (2) 8時45分～15時15分 毎　週 実費（上限あり） 7
0766-21-7778 常 用 毎月　20,000円まで 7 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 6945191
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時15分 月他 130,975円～130,975円 6

1人 毎　週 実費（上限あり） 4
0766-20-1450 臨時(4ヶ月以上) 毎月　24,500円まで 76 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 6947391
29歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時30分 日祝他 175,000円～310,000円 6

1人 その他 なし 2
0766-26-1580 常 用 6 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 6948691
35歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 230,000円～250,000円 13

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

高岡市 16020- 6956691
59歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 200,000円～300,000円 7

1人 その他 実費（上限あり） 0
0766-84-5301 常 用 毎月　26,000円まで 42 雇用・労災・健康・厚生

請負 高岡市 16020- 6963391
59歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 200,000円～300,000円 7

1人 その他 実費（上限あり） 0
0766-84-5301 常 用 毎月　26,000円まで 42 雇用・労災・健康・厚生

請負 高岡市 16020- 6964691
59歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 180,000円～300,000円 7

1人 その他 実費（上限あり） 0
0766-84-5301 常 用 毎月　26,000円まで 42 雇用・労災・健康・厚生

請負 高岡市 16020- 6965991
不 問 通勤 (1) 8時15分～17時15分 日祝他 200,000円～280,000円 22

3人 その他 実費（上限あり） 6
0766-31-4500 常 用 毎月　20,000円まで 38 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 6967791
39歳以下 通勤 (1) 8時15分～17時15分 日祝他 170,000円～200,000円 64

1人 その他 実費（上限なし） 4
0766-28-1111 常 用 135 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 6970091
30歳以下 通勤 (1) 9時00分～18時00分 日祝他 170,000円～250,000円 7

1人 その他 実費（上限なし） 2
0766-28-1111 常 用 143 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 6971391
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 205,000円～310,000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- 6975791
39歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 163,000円～203,000円 9

1人 その他 実費（上限あり） 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- 6977291
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- 6978591
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 200,000円～346,000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- 6979191
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 他 340,000円～360,000円 17

1人 その他 実費（上限あり） 16
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- 6995091
不 問 通勤 (1) 8時00分～16時20分 日祝他 183,000円～190,000円 160

6人 その他 実費（上限あり） 40
0766-26-0212 常 用 毎月　22,280円まで 160 雇用・労災・健康・厚生

請負 高岡市 16020- 6876091
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 330,000円～400,000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- 6879991
59歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 185,750円～250,000円 26

1人 その他 実費（上限あり） 10
0766-63-6800 常 用 毎月　16,100円まで 31 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 6883191
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時15分 日他 166,000円～229,700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 常 用 毎月　12,000円まで 169 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 6889791
不 問 通勤 (1) 7時15分～16時00分 他 171,000円～191,000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- 6890591
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 他 182,000円～236,000円 15

1人 (2)10時00分～19時00分 毎　週 実費（上限あり） 12
0766-28-2255 (3)17時00分～10時00分 常 用 毎月　40,000円まで 88 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 6893391
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 他 182,000円～236,000円 17

1人 (2)10時00分～19時00分 毎　週 実費（上限あり） 15
0766-28-2255 (3)17時00分～10時00分 常 用 毎月　40,000円まで 88 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 6894691

47

60

51

52

54

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

一般事務 その他の職別工事業
株式会社 折橋政次郎商店
高岡市二番町76

正社員以外

正社員

ルート営業 産業機械器具卸売業
有限会社荒川機工 高岡支店
高岡市笹川3131

掛軸･額縁製造(本社) その他の家具・装備品製造業
株式会社 サン美術工芸
高岡市内免4-6-33

正社員

歯科衛生士 歯科診療所
近藤歯科クリニック
高岡市鐘紡町6-27

正社員

正社員

事業補助 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

現場管理者 一般土木建築工事業
株式会社 北陸リフォーム
高岡市内免3丁目9-8

正社員以外

正社員

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

正社員

配管工 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

鉄工 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

正社員

鳶工 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

営業 建設用・建築用金属製品製造業
北陽商事 株式会社

正社員

高岡市木町2-13
正社員

一般事務(富山木材支店) 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

現場管理 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≫

正社員

高岡市京田619
正社員

電気工事士 電気工事業
株式会社 たきでん
高岡市問屋町262-3

営業事務(現場管理者の補佐) 電気工事業
株式会社 たきでん

正社員

高岡市問屋町262-3

施工管理技士(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

電気施工管理技士 電気工事業
株式会社 たきでん
高岡市問屋町262-3

正社員

ケアマネージャー【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

製品充填及び原料受入 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

正社員

電気工事士 管工事業
タカラ工業 株式会社
高岡市上北島140-2

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

正社員

正社員

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

介護職 老人福祉・介護事業
社会福祉法人 永寿会

正社員

高岡市太田58番地
正社員

介護職(ローカルセンター野村) その他の機械器具卸売業
株式会社 永田メディカル
高岡市問屋町12

正社員

介護職(ローカルセンター高岡) その他の機械器具卸売業
株式会社 永田メディカル
高岡市問屋町12

正社員

40
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64

61
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66
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73

74

76

77

79
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82
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【一般】
年　齢 通住別 休日 賃　　　金 従業員数 業　　種

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

職   種　　　　　

派　遣
請　負

不 問 通勤 (1) 8時00分～16時45分 日他 179,000円～257,500円 16
1人 (2) 8時30分～17時15分 毎　週 実費（上限あり） 12

0766-31-4567 (3) 9時15分～18時00分 常 用 毎月　11,000円まで 220 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 16020- 6896491

39歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 190,000円～300,000円 1
1人 その他 実費（上限あり） 0

0766-54-5740 常 用 毎月　10,000円まで 1 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 16020- 6900291
不 問 通勤 (1) 8時00分～16時45分 日他 177,000円～255,500円 16

1人 (2) 8時30分～17時15分 毎　週 実費（上限あり） 12
0766-31-4567 (3) 9時15分～18時00分 常 用 毎月　11,000円まで 220 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 6905691
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 220,000円～286,000円 4

5人 その他 実費（上限あり） 2
0766-44-4840 常 用 毎月　10,000円まで 4 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 6906991
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時15分 日祝他 136,000円～136,000円 26

2人 (2)11時30分～20時15分 毎　週 実費（上限あり） 8
0766-28-5500 (3) 8時30分～16時15分 臨時(4ヶ月以上) 170000 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 6907491
不 問 通勤 (1) 8時30分～16時45分 日祝他 148,500円～148,500円 26

1人 (2) 8時30分～13時00分 その他 実費（上限あり） 25
0766-25-5132 臨時(4ヶ月以上) 毎月　11,300円まで 26 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 6912391
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- 6914991
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- 6915491
44歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 180,000円～240,000円 15

2人 その他 実費（上限あり） 4
0766-31-5050 常 用 毎月　21,500円まで 21 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 6917891
不 問 通勤 (1) 4時30分～14時00分 日祝他 150,000円～180,000円 4

1人 その他 なし 2
0766-63-4848 常 用 14 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 6919591
40歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 月他 170,000円～300,000円 3

1人 (2) 9時30分～18時30分 毎　週 実費（上限なし） 3
0766-63-7777 (3)12時00分～21時00分 常 用 78 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 6920391
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日他 230,000円～280,000円 9

2人 (2) 8時30分～15時00分 その他 実費（上限あり） 7
0766-63-3618 常 用 毎月　5,000円まで 9 雇用・労災

高岡市 16020- 6932791
44歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 190,000円～245,000円 8

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

高岡市 16020- 6938391
35歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時00分 日祝他 149,600円～240,000円 45

1人 その他 実費（上限あり） 7
0766-21-0118 常 用 毎月　20,900円まで 129 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 6944591
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- 6795191
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- 6796091
不 問 通勤 (1) 8時30分～16時30分 日祝他 150,000円～150,000円 4

1人 (2) 8時30分～12時00分 その他 実費（上限あり） 0
0766-27-3313 臨時(4ヶ月以上) 毎月　12,000円まで 35 雇用・労災・健康・厚生

請負 高岡市 16020- 6797391
35歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日他 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- 6799991
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- 6801391
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- 6812491
35歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時00分 日祝他 157,500円～177,500円 5

2人 その他 なし 1
0766-23-0310 常 用 5 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 6813791
不 問 通勤 (1) 7時30分～16時00分 他 164,000円～234,000円 17

1人 (2) 8時30分～17時30分 毎　週 実費（上限あり） 14
0766-27-8288 (3)22時00分～ 7時00分 常 用 毎月　20,900円まで 240 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 6831591
40歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時00分 日祝他 160,344円～264,000円 4

1人 その他 実費（上限あり） 1
0766-31-4626 常 用 毎月　10,500円まで 4 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 6834391
40歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時00分 日祝他 152,705円～178,164円 4

1人 その他 実費（上限あり） 1
0766-31-4626 常 用 毎月　10,500円まで 4 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 6835691
35歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 145,000円～220,000円 76

1人 その他 実費（上限あり） 20
0766-22-4545 常 用 毎月　11,000円まで 76 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 6842391
59歳以下 通勤 (1) 6時00分～15時00分 他 200,000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- 6850391

90

120

113

114

116

理学療法士･作業療法士･言語聴覚士(機能訓練指導員) 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

ＣＡＤ･ＣＡＭオペレーター その他の生産用機械・同部分品製造
業株式会社 エスワークス

高岡市荒屋敷454

正社員

正社員

柔道整復師･あん摩･マッサージ師(機能訓練指導員) 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

土木工･造園工 土木工事業
株式会社 伏木造園
高岡市伏木矢田86

郵便窓口事務 郵便局
日本郵便株式会社 高岡郵便局

正社員

高岡市御馬出町34
正社員以外

保育士 児童福祉事業
社会福祉法人 清陵児童福祉会 つくし保育園
高岡市木津614番地

正社員以外

積算業務 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

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

正社員

営業(高岡支店) 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

正社員

生すりみ製造【市場工場】 水産食料品製造業
株式会社 富山ねるものコーポレーション(麻善蒲鉾)
高岡市二塚199-16

パソコンインストラクター 他に分類されない小売業
東洋通信工業 株式会社

正社員

高岡市ｵﾌｨｽﾊﾟｰｸ9-2
正社員

農作業 耕種農業
清都農園
高岡市戸出放寺147

正社員

技術サービス(基盤製造関連装置の設置･メンテナンス) その他の機械器具卸売業
中部工営 株式会社
高岡市下麻生1720番地1号

保守管理業務 化学肥料製造業
いなほ化工 株式会社
高岡市駅南4丁目8-6

正社員

正社員

タンクローリー運転手 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

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

正社員

構内作業(中越パルプ工業株式会社内クレー溶解センター) 一般貨物自動車運送業
有限会社 昭和運輸
高岡市能町字飛田975

(ニット製品)生産管理及び販売 外衣・シャツ製造業（和式を除く）
エフアイニット株式会社

正社員

正社員以外

高岡市戸出栄町52-5

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

正社員

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

自動車整備士補助員 自動車整備業
タカコーオート 株式会社
高岡市木津1634-1

正社員

正社員

介護職(グループホームひびき) 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藤園苑』
高岡市早川390番1

開発設計 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

事務 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

事務職(営業部) 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

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
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【一般】
年　齢 通住別 休日 賃　　　金 従業員数 業　　種

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

職   種　　　　　

派　遣
請　負

35歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時20分 土日祝他 180,000円～260,000円 28
1人 毎　週 実費（上限なし） 5

0766-23-5672 常 用 28 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 16020- 6852991

35歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時20分 土日祝他 180,000円～260,000円 28
1人 毎　週 実費（上限なし） 5

0766-23-5672 常 用 28 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 16020- 6853491

59歳以下 通勤 (1) 6時00分～15時00分 他 200,000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- 6860991

59歳以下 通勤 (1) 8時15分～17時00分 土日祝 138,330円～139,920円 33
2人 (2) 7時30分～16時15分 毎　週 実費（上限あり） 33

0766-29-2887 (3) 7時45分～16時30分 常 用 毎月　50,000円まで 92410 雇用・労災・健康・厚生
請負 高岡市 16020- 6861491

40歳以下 通勤 (1) 7時00分～16時30分 他 192,900円～277,800円 33
1人 (2) 9時00分～18時30分 その他 実費（上限あり） 8

0766-64-1292 (3)10時00分～19時30分 常 用 毎月　13,000円まで 1178 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 16020- 6863891

35歳以下 通勤 (1) 7時00分～16時00分 日他 198,000円～308,000円 33
3人 (2) 7時30分～16時30分 その他 実費（上限あり） 8

0766-64-1292 (3) 8時00分～17時00分 常 用 毎月　13,000円まで 1178 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 16020- 6866191

59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時00分 土日祝他 133,980円～135,520円 45
2人 (2)13時30分～22時00分 毎　週 実費（上限あり） 44

0766-29-2887 (3)17時00分～22時00分 常 用 毎月　50,000円まで 92410 雇用・労災・健康・厚生
請負 高岡市 16020- 6867091

18歳以上 通勤 (1)18時00分～ 3時30分 他 269,400円～347,400円 33
2人 (2)18時30分～ 3時00分 その他 実費（上限あり） 5

0766-64-1292 常 用 毎月　13,000円まで 1148 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 16020- 6870491

59歳以下 通勤 (1) 6時00分～15時00分 他 200,000円～300,000円 92
2人 (2) 7時00分～16時00分 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- 6878691
不 問 通勤 (1)10時00分～20時00分 他 160,000円～230,000円 6

1人 毎　週 一定額 6
0766-21-0866 常 用 毎月　10,750円まで 6 雇用・労災

高岡市 16020- 6794591
40歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 162,000円～250,000円 20

1人 その他 実費（上限なし） 2
0766-44-0925 常 用 20 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 6800091
35歳以下 通勤 (1)12時00分～21時00分 月日祝 189,000円～258,500円 8

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

高岡市 16020- 6802691
59歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 250,000円～300,000円 13

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

高岡市 16020- 6808591
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時15分 土日祝 191,580円～207,545円 15

6人 毎　週 なし 7
076-431-0439 臨時(4ヶ月以上) 150 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16010-12506691
30歳以下 通勤 (1)10時00分～19時00分 日祝他 145,000円～180,000円 2

1人 (2)10時00分～17時00分 その他 実費（上限なし） 2
0766-23-6300 常 用 8 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16010-12569591
59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 土日祝他 210,000円～310,000円 7

1人 毎　週 実費（上限あり） 6
076-467-5151 常 用 毎月　30,000円まで 370 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16010-12573491
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 159,500円～231,600円 0

1人 毎　週 実費（上限あり） 0
076-425-8410 常 用 毎月　30,000円まで 18416 雇用・労災・健康・厚生

請負 高岡市 16010-12602691
不 問 通勤 (1) 8時45分～17時00分 土日祝他 250,000円～450,000円 6

2人 毎　週 実費（上限なし） 6
0766-54-5437 常 用 16 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16060- 1249291
不 問 通勤 (1)10時00分～19時00分 他 190,000円～320,000円 5

1人 その他 実費（上限あり） 5
083-974-0585 常 用 毎月　50,000円まで 280 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 35010- 5935791
不 問 通勤 (1)10時00分～19時00分 他 150,000円～190,000円 5

1人 その他 実費（上限あり） 5
083-974-0585 常 用 毎月　50,000円まで 280 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 35010- 5936891
不 問 通勤 (1)10時00分～19時00分 他 150,000円～180,000円 5

1人 その他 実費（上限あり） 5
083-974-0585 常 用 毎月　50,000円まで 280 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 35010- 5937291
不 問 通勤 他 190,000円～250,000円 0

3人 その他 実費（上限なし） 0
027-345-8725 臨時(4ヶ月以上) 18745 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 10020- 9968791
不 問 通勤 (1) 9時00分～17時30分 月他 161,250円～161,250円 15

1人 その他 実費（上限なし） 0
076-444-4141 臨時(4ヶ月以上) 170 雇用・労災・健康・厚生

請負 高岡市 16010-12368591
44歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 175,000円～217,000円 23

1人 その他 実費（上限あり） 10
076-432-1511 常 用 毎月　17,000円まで 93 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16010-12463591
18歳以上 通勤 (1) 7時30分～16時30分 他 177,200円～207,380円 15

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

高岡市 16050- 2978891
不 問 通勤 他 142,310円～250,000円 1

1人 その他 なし 0
0766-74-0130 常 用 6 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16060- 1230891
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機械工(汎用機) その他の鉄鋼業
日本ミルガイド株式会社
高岡市能町1065-3

機械工(溶接と汎用加工) その他の鉄鋼業
日本ミルガイド株式会社
高岡市能町1065-3

正社員

正社員

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

医療事務(正社員)【富山県済生会高岡病院】 その他の専門サービス業
株式会社 ニチイ学館 高岡支店

正社員

高岡市あわら町1-1 高岡市農協会館6F

事務職 一般貨物自動車運送業
甲信越福山通運 株式会社 高岡営業所
高岡市福岡町本領711-1

正社員

正社員

集配ドライバー 一般貨物自動車運送業
甲信越福山通運 株式会社 高岡営業所
高岡市福岡町本領711-1

医療事務(正社員)【厚生連高岡病院】 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

正社員

大型運転手 一般貨物自動車運送業
甲信越福山通運 株式会社 高岡営業所
高岡市福岡町本領711-1

正社員

惣菜部スタッフ(調理･販売)【正社員】 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

リラクゼーションサービススタッフ 他に分類されない生活関連サービス
業しおばら整体院

高岡市下伏間江383 ｲｵﾝﾓｰﾙ高岡ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ1F

正社員

正社員

営業 金属加工機械製造業
株式会社 田定工作所
高岡市伏木古府1丁目2-33

アミティーこども英語講師／正社員 学習塾
株式会社アミティー 高岡校

正社員

高岡市芳野178 FISTA芳野1F

電気工事士 電気工事業
タバタ電設 株式会社
高岡市伏木矢田1-63

正社員

正社員

データ入力他 労働者派遣業
株式会社 スキル
富山市内幸町7-9

正社員以外

パソコンインストラクター(イオンモール高岡校) 専修学校，各種学校
株式会社 エーピーエス
富山市根塚町1丁目2-5 BNK3 2F

看護職員(外来のみ･本荘リウマチクリニック･高岡市京田) 病院
医療法人社団 双星会

正社員

富山市上二杉420-2

栄養士又は調理師(若葉保育園) その他の飲食料品小売業
株式会社 魚国総本社 北陸支社
富山市西大泉12番地10号

正社員

薬剤師「扇町薬局」 医薬品・化粧品小売業
株式会社 マイケミスト
氷見市堀田465-1 鈴木薬局

正社員以外

正社員

エステティックサロン管理者候補／高岡店 美容業
株式会社 ビ･メーク
山口市小郡花園町5番3号

ビューティープランナー／高岡店 美容業
株式会社 ビ･メーク

正社員

山口市小郡花園町5番3号

エステティシャン／高岡店 美容業
株式会社 ビ･メーク
山口市小郡花園町5番3号

正社員

正社員以外

嘱託／登録販売者／高岡店 ※急募 機械器具小売業
株式会社 ヤマダ電機
群馬県高崎市栄町1番1号

10時00分～21時00分の間の8時間程度

正社員

各種食料品小売業
株式会社 エムテーランチ
富山市上赤江町1丁目4-30

車の配送及び洗車(高岡ボディーテクノセンター) 建物売買業，土地売買業
株式会社 品川グループ 本社
富山市千歳町2丁目5番26号

介護職員(グループホーム) 老人福祉・介護事業
株式会社 北陸福祉会
南砺市二日町2077-7

正社員

正社員

事務職(高岡事務所)

正社員以外

147

148

142

143

151

157

158

152

153

159

160

161

163

166

167

168

169

170

171

176

177

173

174

172

【高岡駅地下･牛屋 鐡】調理及びホールスタッフ 食堂，レストラン
ＧＹＵ－ＹＡ 番屋店 (有限会社 細川 ひみ番屋街店)
氷見市北大町25-5

正社員 9時00分～ 0時00分の間の7時間
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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 日祝他 300,000円～500,000円 5
1人 (2) 9時30分～18時30分 毎　週 実費（上限あり） 5

076-256-5278 常 用 毎月　20,000円まで 98 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 17010-14127591
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時00分 土日祝他 220,000円～260,000円 41

1人 毎　週 実費（上限あり） 26
0766-50-8262 常 用 毎月　50,000円まで 95 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 18040- 3134491
不 問 通勤 (1) 9時00分～19時30分 他 300,000円～380,000円 5

1人 その他 実費（上限あり） 2
0120-81-5138 常 用 毎月　20,000円まで 1200 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 27150-10840891
不 問 通勤 (1) 9時00分～19時30分 他 250,000円～300,000円 3

1人 その他 実費（上限あり） 1
0120-81-5138 常 用 毎月　20,000円まで 1200 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 27150-10841291
不 問 通勤 (1) 9時00分～19時30分 他 180,000円～250,000円 3

1人 その他 実費（上限あり） 1
0120-81-5138 常 用 毎月　20,000円まで 1200 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 27150-10842591
不 問 通勤 (1) 9時00分～19時30分 他 300,000円～380,000円 4

1人 その他 実費（上限あり） 1
0120-81-5138 常 用 毎月　20,000円まで 1200 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 27150-10844091
不 問 通勤 (1) 9時00分～19時30分 他 250,000円～300,000円 3

1人 その他 実費（上限あり） 1
0120-81-5138 常 用 毎月　20,000円まで 1200 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 27150-10845391
不 問 通勤 (1) 9時00分～19時30分 他 180,000円～250,000円 3

1人 その他 実費（上限あり） 1
0120-81-5138 常 用 毎月　20,000円まで 1200 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 27150-10846691
59歳以下 通勤 (1)13時00分～22時00分 日祝他 230,000円～400,000円 6

2人 その他 実費（上限あり） 2
03-5212-8110 常 用 毎月　30,000円まで 600 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 13010-61019791
18歳以上 通勤 (1)22時00分～ 8時00分 他 264,500円～264,500円 25

1人 毎　週 実費（上限なし） 13
0120-129-073 臨時(4ヶ月以上) 7000 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 13040-62198991
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時15分 土日祝他 239,475円～239,475円 15

1人 毎　週 なし 7
076-431-0439 臨時(4ヶ月以上) 150 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16010-12298091
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

請負 高岡市 10021-  699991
不 問 通勤 他 195,000円～350,000円 20

2人 その他 実費（上限あり） 13
076-451-0808 常 用 毎月　20,000円まで 80 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16060- 1197691
不 問 通勤 他 210,000円～310,000円 20

9人 毎　週 実費（上限なし） 19
0572-27-3356 常 用 6542 雇用・労災・健康・厚生・財形
高岡市･射水市 21030- 7227891

35歳以下 通勤 (1) 9時00分～18時00分 他 192,850円～245,050円 20
1人 (2)17時00分～ 2時00分 毎　週 実費（上限なし） 10

076-495-7176 (3) 0時00分～ 9時00分 常 用 250 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 16010-12011391

59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 土日祝他 240,000円～400,000円 280
2人 毎　週 実費（上限なし） 5

076-481-6091 常 用 1130 雇用・労災・健康・厚生・財形
高岡市 16010-12069091

59歳以下 通勤 (1) 8時45分～17時30分 他 169,400円～209,000円 11
2人 (2)16時00分～ 9時00分 毎　週 実費（上限あり） 9

076-436-0911 常 用 毎月　12,500円まで 80 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 16010-12096691

59歳以下 通勤 (1) 8時15分～17時00分 他 169,400円～209,000円 11
2人 (2) 8時45分～17時30分 毎　週 実費（上限あり） 9

076-436-0911 (3)16時00分～ 9時00分 常 用 毎月　12,500円まで 80 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 16010-12101991

44歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 180,000円～400,000円 6
1人 毎　週 実費（上限あり） 1

0766-22-1709 常 用 毎月　100,000円まで 50 雇用・労災・健康・厚生・財形
高岡市 22040- 3768391

薬剤師［富山／高岡店］◎パート可。就業時間相談可。 医薬品・化粧品小売業
株式会社 瑠璃光(瑠璃光薬局)
石川県金沢市小立野1丁目2-7

正社員

営業＜富山＞ 一般産業用機械・装置製造業
エステック 株式会社
福井県坂井市坂井町長屋78

正社員

理容師(店長候補･高岡店) 理容業
株式会社 カットツイン
大阪府高槻市芥川町1-7-26 ｶﾜﾉﾋﾞﾙ5階

正社員

理容師(中習･顔剃り：高岡店) 理容業
株式会社 カットツイン
大阪府高槻市芥川町1-7-26 ｶﾜﾉﾋﾞﾙ5階

正社員

理容師(未経験者･高岡店) 理容業
株式会社 カットツイン
大阪府高槻市芥川町1-7-26 ｶﾜﾉﾋﾞﾙ5階

正社員

理容師(店長候補･高岡駅南店) 理容業
株式会社 カットツイン
大阪府高槻市芥川町1-7-26 ｶﾜﾉﾋﾞﾙ5階

正社員

理容師(中習･顔剃り：高岡駅前店) 理容業
株式会社 カットツイン
大阪府高槻市芥川町1-7-26 ｶﾜﾉﾋﾞﾙ5階

正社員

理容師(未経験者･高岡駅前店) 理容業
株式会社 カットツイン
大阪府高槻市芥川町1-7-26 ｶﾜﾉﾋﾞﾙ5階

正社員

個別教室のトライの教室長／高岡個別 学習塾
株式会社 トライグループ
東京都千代田区飯田橋1-10-3

正社員

和風飲食店での深夜時間帯契約社員／高岡野村店 その他の飲食店
株式会社 なか卯
東京都港区港南2-18-1 JR品川ｲ-ｽ卜ﾋﾞﾙ5F

正社員以外

管理事務 労働者派遣業
株式会社 スキル
富山市内幸町7-9

正社員以外

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

寿司製造 接客(粋鮨 富山店･高岡店) その他の飲食料品小売業
有限会社 美人家
氷見市柳田1110-1

正社員
8時30分～21時30分の間の8時間

登録販売者／一般社員(Ｖ･ｄｒｕｇ 高岡エリア) 医薬品・化粧品小売業
中部薬品 株式会社(Ｖ･ｄｒｕｇ)
岐阜県多治見市高根町4-29

正社員 8時00分～22時00分の間の8時間程度
店舗運営スタッフ(アプレシオ横田店)＊地域限定社員 食堂，レストラン
株式会社 Ｐｒｏｃｅｅｄ
富山市天正寺68

正社員
又は 0時00分～23時59分の間の8時間程度

電気工事の施工管理(高岡支店) 電気工事業
北陸電気工事 株式会社
富山市小中269

正社員

保育士(つくしの家高岡) 老人福祉・介護事業
株式会社 つくし工房
富山市中沖150-3

正社員

保育士(つくしの家といで) 老人福祉・介護事業
株式会社 つくし工房
富山市中沖150-3

正社員

電気･計装工事技術者 電気工事業
夏目電気工業 株式会社
静岡県静岡市清水区鳥坂95

正社員

179

180

181

182

183

184

185

186

188

190

191

193

196

201

208

210

204

206

207
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