
【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～16時30分 土日祝他 200,000円～250,000円 4
1人 毎　週 実費（上限あり） 0

0766-22-4172 常 用 毎月　18,000円まで 35 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 16020- 9698491
不 問 通勤 (1) 7時50分～17時00分 日祝他 166,250円～209,250円 8

2人 その他 実費（上限あり） 0
0766-31-6001 常 用 毎月　20,000円まで 8 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 9699791
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 170,000円～250,000円 122

2人 (2)12時45分～21時45分 その他 実費（上限あり） 10
0766-31-6001 常 用 毎月　20,000円まで 122 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 9700691
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 200,000円～270,000円 122

1人 (2)12時45分～21時45分 その他 実費（上限あり） 10
0766-31-6001 常 用 毎月　20,000円まで 122 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 9701991
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 300,000円～400,000円 20

1人 その他 実費（上限あり） 5
0766-31-6033 常 用 毎月　20,000円まで 20 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 9702491
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日他 200,000円～350,000円 20

1人 その他 実費（上限あり） 5
0766-31-6033 常 用 毎月　20,000円まで 20 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 9703791
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日他 300,000円～400,000円 20

1人 その他 実費（上限あり） 5
0766-31-6033 常 用 毎月　20,000円まで 20 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 9704891
59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日他 200,000円～300,000円 20

1人 その他 実費（上限あり） 5
0766-31-6033 常 用 毎月　20,000円まで 20 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 9705291
64歳以下 通勤 (1) 7時50分～16時00分 他 194,000円～201,000円 160

3人 (2)15時50分～23時00分 その他 実費（上限あり） 40
0766-26-0212 (3)22時50分～ 8時00分 常 用 毎月　22,280円まで 160 雇用・労災・健康・厚生

請負 高岡市 16020- 9708091
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- 9709391
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- 9710791
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- 9711891
不 問 通勤 (1) 9時30分～18時30分 他 185,000円～260,000円 5

1人 その他 実費（上限あり） 3
0766-21-5844 常 用 毎月　15,000円まで 72 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 9713591
44歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時00分 日祝他 250,000円～300,000円 22

2人 その他 実費（上限あり） 8
0766-25-2311 常 用 毎月　31,600円まで 28 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 9714191
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- 9718991
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- 9719491
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時30分 日祝 264,000円～308,000円 2

1人 その他 実費（上限あり） 0
090-3763-8666 常 用 毎月　6,000円まで 2 雇用・労災

高岡市 16020- 9750991
40歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時00分 日他 159,520円～223,520円 32

2人 その他 実費（上限なし） 8
0766-64-3031 常 用 65 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 9755591
不 問 通勤 (1) 9時00分～18時30分 日祝他 188,000円～215,000円 8

1人 (2) 9時00分～13時00分 その他 実費（上限あり） 7
0766-24-7650 (3) 9時00分～17時00分 常 用 毎月　10,000円まで 8 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 9758391
不 問 通勤 (1) 9時00分～17時45分 日祝他 166,000円～250,000円 53

1人 その他 実費（上限あり） 27
0766-23-3322 常 用 毎月　30,000円まで 116 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 9765191
不 問 通勤 (1) 8時30分～18時30分 日祝他 145,000円～180,000円 16

1人 (2) 8時30分～17時00分 毎　週 実費（上限あり） 16
090-7081-1414 (3)14時30分～18時30分 常 用 毎月　14,300円まで 16 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 9636391
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時00分 日祝他 160,344円～252,120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- 9638991
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時00分 日祝他 160,344円～252,120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- 9639491
不 問 通勤 (1) 9時00分～17時45分 日祝他 192,000円～192,000円 27

4人 毎　週 実費（上限あり） 26
0766-63-7180 臨時(4ヶ月以上) 毎月　50,000円まで 27 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 9641591
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- 9648791
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 他 144,000円～240,000円 15

2人 その他 なし 2
0766-25-7300 常 用 15 雇用・労災・健康・厚生・財形
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長距離運転手 一般貨物自動車運送業
米田運輸 有限会社
高岡市能町字打山555-63

正社員

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

パソコンオペレーター 速記・ワープロ入力・複写業
ｉビジネスプロセスサービス株式会社
高岡市ｵﾌｨｽﾊﾟｰｸ9-1 塩谷ｵﾌｨｽﾊﾟｰｸﾋﾞﾙ2F

正社員以外

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

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

医療事務 一般診療所
医療法人社団 あいゆう会 あいＡＲＴクリニック
高岡市下伏間江572番地

正社員

高岡市古定塚10-1
正社員

総務、人事労務 衣服卸売業
株式会社 カジメイク

正社員

歯科衛生士 歯科診療所
歯科クリニック福井
高岡市佐野950-1

機械オペレーター 製鋼を行わない鋼材製造業
株式会社 北陸ヨシナカ 富山工場
高岡市福岡町下老子22番地

正社員

現場作業員(アルバイト) 一般土木建築工事業
片口組土建
高岡市熊野町2-21

正社員以外

射水市黒河4736-2
9時00分～ 8時59分の間の8時間程度

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

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

9時00分～ 8時59分の間の8時間程度

成型工･発送 工業用プラスチック製品製造業
富山軽粗材 株式会社
高岡市荻布川西48-1

正社員

高岡市東上関297

店舗スタッフ 各種食料品小売業
株式会社マルシン グルメプラザ マルシン 高岡店
高岡市五福町396-1

正社員

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

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

正社員

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

正社員

高岡市麻生谷400

農薬製剤品の製造及び充填 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

土木設計 土木建築サービス業
北陸航測 株式会社
高岡市麻生谷400

営業 土木建築サービス業
北陸航測 株式会社

正社員

高岡市麻生谷400

埋蔵文化財発掘調査員 土木建築サービス業
北陸航測 株式会社
高岡市麻生谷400

正社員

正社員

ＮＣ旋盤オペレーター 鉄素形材製造業
株式会社 協和製作所
高岡市四日市133-12 (四日市工業団地内)

土木建築サービス業
北陸航測 株式会社
測量技師

正社員

鋳物製造工 鉄素形材製造業
株式会社 協和製作所
高岡市四日市133-12 (四日市工業団地内)

正社員

正社員

高岡市材木町1番地の6

鋳物仕上工 鉄素形材製造業
協和サポート 株式会社
高岡市長慶寺831

正社員

薬品製造 土木工事業
中越緑化株式会社
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職   種　　　　　

派　遣
請　負

44歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 185,500円～300,000円 57
2人 その他 実費（上限あり） 17

0766-22-0566 常 用 毎月　12,000円まで 57 雇用・労災・健康・厚生・財形
高岡市 16020- 9656791

44歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 185,500円～300,000円 57
2人 その他 実費（上限あり） 17

0766-22-0566 常 用 毎月　12,000円まで 57 雇用・労災・健康・厚生・財形
高岡市 16020- 9657891

44歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 185,500円～300,000円 20
2人 その他 実費（上限あり） 8

0766-22-0566 常 用 毎月　12,000円まで 20 雇用・労災・健康・厚生・財形
高岡市 16020- 9658291

35歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時20分 日祝他 160,000円～180,000円 16
1人 その他 実費（上限あり） 7

0766-25-1139 常 用 毎月　8,000円まで 16 雇用・労災・健康・厚生・財形
高岡市 16020- 9663491
不 問 通勤 (1) 9時00分～18時00分 他 200,000円～300,000円 8

1人 その他 実費（上限なし） 1
0766-28-1116 常 用 147 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 9673891
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 他 176,000円～228,000円 4

1人 (2) 9時00分～18時00分 毎　週 実費（上限あり） 1
076-422-6886 (3)10時00分～19時00分 常 用 毎月　15,000円まで 11 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 9676191
不 問 通勤 (1) 7時30分～17時30分 日祝他 223,000円～355,000円 11

2人 (2) 8時00分～17時00分 その他 なし 2
0766-22-8388 (3) 8時00分～17時30分 常 用 11 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 9679691
40歳以下 通勤 (1) 7時30分～17時30分 日祝他 223,000円～225,000円 11

2人 (2) 8時00分～17時00分 その他 なし 2
0766-22-8388 (3) 8時00分～17時30分 常 用 11 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 9680491
44歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 185,000円～280,000円 2

2人 その他 一定額 0
0766-23-4982 常 用 毎月　10,000円まで 2 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 9681791
35歳以下 通勤 (1) 9時00分～18時00分 土日他 250,000円～500,000円 5

2人 毎　週 実費（上限なし） 2
0766-54-6223 常 用 5 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 9685191
不 問 通勤 (1) 8時15分～17時15分 日祝他 210,000円～250,000円 25

1人 その他 実費（上限なし） 13
0766-28-1111 常 用 28 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 9686091
18歳～35歳 通勤 (1) 8時15分～17時30分 日祝他 164,500円～250,000円 50

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 53 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 9687391
不 問 通勤 (1) 8時15分～17時00分 日祝他 162,000円～162,000円 20

2人 その他 実費（上限なし） 14
0766-21-2463 常 用 50 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 9582991
30歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 190,980円～195,980円 52

1人 その他 実費（上限なし） 43
0766-20-0020 常 用 173 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 9585891
不 問 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- 9587591
不 問 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- 9588191
不 問 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- 9589091
44歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 176,000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- 9590991
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 164,000円～200,000円 160

1人 毎　週 実費（上限なし） 50
0766-24-6811 常 用 250 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 9592791
不 問 通勤 (1) 8時15分～17時30分 日祝 205,884円～205,884円 5

3人 その他 実費（上限なし） 2
090-2033-8158 常 用 80 雇用・労災・健康・厚生

派遣 高岡市 16020- 9596191
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時10分 土日祝 192,000円～192,000円 5

5人 毎　週 実費（上限なし） 0
090-2033-8158 常 用 80 雇用・労災・健康・厚生

派遣 高岡市 16020- 9597091
不 問 通勤 (1) 9時00分～17時00分 日祝他 150,000円～160,000円 6

1人 その他 実費（上限なし） 6
0766-24-2636 常 用 7 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 9598391
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 他 250,000円～250,000円 61

1人 (2) 8時30分～17時30分 その他 実費（上限あり） 49
0766-26-0311 常 用 毎月　20,000円まで 115 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 9602091
不 問 通勤 (1) 7時00分～16時00分 他 182,000円～195,000円 61

1人 (2) 8時00分～17時00分 その他 実費（上限あり） 49
0766-26-0311 (3)10時30分～19時30分 常 用 毎月　20,000円まで 115 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 9603391
不 問 通勤 (1) 7時00分～16時00分 他 162,000円～180,000円 61

2人 (2) 8時00分～17時00分 その他 実費（上限あり） 49
0766-26-0311 (3)10時30分～19時30分 常 用 毎月　20,000円まで 115 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 9604691
18歳以上 通勤 (1)16時30分～ 9時30分 他 275,000円～275,000円 61

1人 その他 実費（上限あり） 49
0766-26-0311 常 用 毎月　20,000円まで 115 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 9605991
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65
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67

55

56

57

64

61

62

63

介護福祉士(夜勤専門：正社員) 老人福祉・介護事業
社会福祉法人 あいの風福祉会
高岡市内免5丁目50番1

正社員

介護職員【福祉コミュニティ高岡あいの風】 老人福祉・介護事業
社会福祉法人 あいの風福祉会
高岡市内免5丁目50番1

正社員

正社員

高岡市内免5丁目50番1

介護職員(介護福祉士)【福祉コミュティ高岡あいの風】 老人福祉・介護事業
社会福祉法人 あいの風福祉会
高岡市内免5丁目50番1

正社員

看護職員(正看護師)【福祉コミュニティ高岡あいの風】 老人福祉・介護事業
社会福祉法人 あいの風福祉会

会計事務 公認会計士事務所，税理士事務所
河村公認会計士事務所
高岡市末広町4-26

無期雇用派遣

正社員

高岡市五十里2215

アルミサッシ加工･部品付梱包作業 労働者派遣業
株式会社 ワーカービジネス
高岡市五十里2215

無期雇用派遣

アルミサッシ加工･組立作業 労働者派遣業
株式会社 ワーカービジネス

事務職 ガラス・同製品製造業
三芝硝材 株式会社
高岡市岩坪23-2

正社員

正社員

高岡市永楽町5-1

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

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

看護補助 病院
医療法人 明心会 柴田病院

正社員

高岡市野村1793

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

正社員

正社員

アルミ建材の梱包 建設用・建築用金属製品製造業
株式会社 小島工務店 能町工場
高岡市能町字打山555-90

企画営業(総合職) 各種物品賃貸業
株式会社 ダスキン高岡

正社員

高岡市能町750
正社員

社内ＳＥ 管理，補助的経済活動を行う事業所
サニーライブホールディングス株式会社 ≪サニーライブグループ≫

高岡市能町750

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≫

正社員

高岡市清水町2丁目14番7号

労務管理 労働者派遣業
株式会社サンクライフ
高岡市赤祖父747

正社員

正社員

建築板金工見習 板金・金物工事業
株式会社 板金サカエ
高岡市波岡191

造園作業 園芸サービス業
株式会社 飯山造園

正社員

高岡市上四屋814
又は 8時00分～19時00分の間の5時間以上

建築板金工 板金・金物工事業
株式会社 板金サカエ
高岡市波岡191

正社員

正社員

サービススタッフ 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

レンタカー回送(車両積載車の運転)【高岡店】 自動車整備業
株式会社 ハーベスト富山(Ｊネットレンタカー)

正社員

営業 各種商品卸売業
株式会社 青銅社
高岡市赤祖父94-1

正社員

正社員

高岡市長慶寺987番地

営業 家具・建具・じゅう器等卸売業
株式会社 竹中銅器
高岡市美幸町2-1-16

正社員

営業(メーカー) 各種商品卸売業
株式会社 竹中製作所
高岡市長慶寺987番地

営業 各種商品卸売業
株式会社 竹中製作所

正社員
54

60

87
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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 230,000円～287,500円 25
3人 その他 実費（上限あり） 2

0766-36-8686 常 用 毎月　10,000円まで 25 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 16020- 9610091
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 230,000円～287,500円 25

3人 その他 実費（上限あり） 2
0766-36-8686 常 用 毎月　10,000円まで 25 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 9611391
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 276,000円～345,000円 25

1人 その他 実費（上限あり） 2
0766-36-8686 常 用 毎月　10,000円まで 25 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 9612691
不 問 通勤 (1) 7時45分～16時15分 日他 170,000円～185,000円 32

1人 その他 実費（上限あり） 20
0766-21-3910 常 用 毎月　10,000円まで 32 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 9613991
不 問 通勤 他 170,000円～170,000円 11

2人 その他 実費（上限あり） 9
0766-31-5700 常 用 毎月　45,000円まで 117 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 9615791
59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 154,000円～362,000円 26

2人 その他 実費（上限あり） 3
0766-25-1788 常 用 毎月　20,000円まで 28 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 9628091
不 問 通勤 (1) 9時00分～18時30分 木日祝他 200,000円～250,000円 4

1人 毎　週 実費（上限なし） 4
0766-88-9359 常 用 4 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 9480291
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 160,000円～240,000円 23

1人 その他 実費（上限あり） 7
0766-23-0234 常 用 毎月　10,000円まで 23 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 9487491
不 問 通勤 (1) 5時00分～13時00分 他 161,211円～161,211円 9

1人 (2)15時15分～23時15分 その他 一定額 2
0766-44-3520 臨時(4ヶ月以上) 毎月　11,300円まで 130 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 9491091
不 問 通勤 (1) 9時00分～17時30分 日祝他 186,000円～283,000円 3

1人 (2) 9時00分～12時00分 その他 実費（上限なし） 2
0766-25-4807 常 用 3 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 9493691
不 問 通勤 (1) 7時30分～17時00分 他 177,500円～228,200円 0

20人 (2)12時30分～22時00分 毎　週 実費（上限あり） 0
0120-020-455 臨時(4ヶ月以上) 毎月　30,000円まで 15900 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 9494991
不 問 通勤 (1) 8時30分～16時30分 日祝他 180,000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- 9496791
不 問 通勤 (1) 8時30分～16時30分 日祝他 150,000円～180,000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- 9497891
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 土日祝 154,700円～186,300円 33

1人 毎　週 実費（上限あり） 4
0766-25-4139 常 用 毎月　50,000円まで 33 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 9500491
20歳以上 通勤 (1) 8時30分～17時30分 土日祝他 143,433円～143,433円 33

1人 毎　週 実費（上限あり） 4
0766-25-4139 臨時(4ヶ月以上) 毎月　50,000円まで 33 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 9501791
不 問 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- 9503291
不 問 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- 9504591
35歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時15分 日祝他 213,000円～250,000円 20

1人 その他 実費（上限あり） 12
0766-21-8811 常 用 毎月　31,600円まで 120 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 9506091
18歳以上 通勤 (1) 8時00分～17時00分 土日祝他 230,000円～280,000円 6

2人 毎　週 実費（上限あり） 1
0766-24-2111 常 用 毎月　5,000円まで 6 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 9507391
59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 160,000円～200,000円 3

1人 その他 実費（上限なし） 1
0766-24-5857 常 用 3 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 9529291
不 問 通勤 (1) 9時30分～18時00分 他 167,820円～237,720円 27

2人 (2)13時00分～20時15分 その他 実費（上限あり） 9
0766-57-8181 (3) 9時30分～20時15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- 9535791
不 問 通勤 (1) 9時30分～18時00分 他 184,820円～247,720円 27

1人 (2)13時00分～20時15分 その他 実費（上限あり） 9
0766-57-8181 (3) 9時30分～20時15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- 9536891
不 問 通勤 (1) 9時30分～18時00分 他 226,920円～311,770円 27

1人 (2)13時00分～20時15分 その他 実費（上限あり） 9
0766-57-8181 (3) 9時30分～20時15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- 9537291
不 問 通勤 (1) 9時30分～18時00分 他 167,820円～237,720円 27

1人 (2)13時00分～20時15分 その他 実費（上限あり） 9
0766-57-8181 (3) 9時30分～20時15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- 9538591
不 問 通勤 (1) 9時00分～17時30分 土日祝 205,700円～297,200円 343

1人 毎　週 実費（上限なし） 21
0766-26-0200 常 用 1290 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 9568791
39歳以下 通勤 (1) 9時00分～19時00分 水他 170,000円～240,000円 22

1人 毎　週 実費（上限あり） 9
0766-21-0955 常 用 毎月　23,000円まで 30 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 9577891
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正社員

高岡市向野本町300番地

サイクルショップでの販売スタッフ 各種商品卸売業
株式会社 フジモリ
高岡市北島186番地

正社員

営業 無機化学工業製品製造業
日本曹達株式会社 高岡工場

正社員

射水市戸破1637

レジ及び店内販売【スーパーオートバックス高岡】 機械器具小売業
株式会社ピューマ(オートバックス)
射水市戸破1637

正社員

整備士【スーパーオートバックス高岡】 機械器具小売業
株式会社ピューマ(オートバックス)
射水市戸破1637

自動車検査員【スーパーオートバックス高岡】 機械器具小売業
株式会社ピューマ(オートバックス)

正社員

正社員

ピットサービス【スーパーオートバックス高岡】 機械器具小売業
株式会社ピューマ(オートバックス)
射水市戸破1637

高岡市美幸町2丁目2-1
正社員

電気工事 電気工事業
株式会社 コニシ電工
高岡市北島1332-1

タイヤ販売･修理 自動車小売業
株式会社 竹本タイヤ商会

正社員

営業(コーキング材、防水材、土木材販売) 各種商品卸売業
東邦ゴム工業 株式会社 富山営業所
高岡市京田462

正社員

高岡市伏木古府1丁目2-33
正社員

旋盤工 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

ＮＣプログラマー 金属加工機械製造業
株式会社 田定工作所

正社員

路面電車運転士研修生 鉄道業
万葉線 株式会社
高岡市荻布字川西68

正社員

正社員以外

高岡市横田本町9-2

路面電車土木技術社員 鉄道業
万葉線 株式会社
高岡市荻布字川西68

正社員

サービス管理責任者又はサービス管理責任者候補 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

職業指導員 障害者福祉事業
株式会社 ＬＩＦＥ 就労継続支援事業所 太陽

正社員

販売(ユニクロ店舗における業務全般、運営スタッフ) その他の織物・衣服・身の回り品小売
業株式会社 ユニクロ ユニクロイオンモール高岡店

高岡市下伏間江383番地
又は 7時30分～22時00分の間の8時間

正社員

正社員以外

高岡市二上院内500

営業事務 職業紹介業
有限会社 高岡配ぜん人紹介所
高岡市新横町1042番地

正社員以外

ゴルフ練習場場内管理･フロントスタッフ スポーツ施設提供業
東亜ビジネスアソシエ株式会社 二上カントリークラブ

正社員

製缶･溶接スタッフ 建設用・建築用金属製品製造業
株式会社 ひかり
高岡市四屋785

歯科衛生士 歯科診療所
かじデンタルクリニック
高岡市立野美鳥町1丁目136

正社員

ダクト工･板金工･溶接工 管工事業
エアロ工業 株式会社
高岡市石瀬834

正社員

9時00分～22時00分の間の8時間程度正社員

高岡市美幸町1-4-45

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

正社員

現場管理 土木工事業
株式会社 アクトジャパン
高岡市常国2204番

栄養士 その他の飲食料品小売業
協同組合 高岡総合給食センター

正社員以外

解体作業員 土木工事業
株式会社 アクトジャパン
高岡市常国2204番

正社員以外

正社員以外

土木作業員 土木工事業
株式会社 アクトジャパン
高岡市常国2204番
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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

39歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時45分 日祝他 170,000円～240,000円 22
1人 その他 実費（上限あり） 9

0766-21-0955 常 用 毎月　23,000円まで 30 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 16020- 9579591
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時30分 土日祝他 250,000円～300,000円 8

1人 毎　週 一定額 2
0766-25-1666 常 用 毎月　5,000円まで 8 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 9581691
59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 他 240,000円～280,000円 8

4人 毎　週 実費（上限なし） 6
076-420-8607 常 用 237 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 13120-13614491
18歳～59歳 通勤 (1)15時00分～ 0時00分 他 278,647円～438,139円 13

1人 (2)18時00分～23時00分 その他 実費（上限あり） 6
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 13170-32843091
59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 175,000円～217,000円 21

1人 その他 実費（上限あり） 10
076-432-1511 常 用 毎月　17,000円まで 86 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16010-17398091
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日他 158,400円～198,000円 18

1人 毎　週 実費（上限なし） 15
076-441-7657 常 用 650 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16010-17181791
不 問 通勤 (1)10時00分～22時00分 他 200,000円～350,000円 14

1人 その他 実費（上限あり） 9
0766-32-1821 常 用 毎月　15,000円まで 70 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16050- 4125991
不 問 通勤 (1)10時00分～22時00分 他 200,000円～400,000円 14

1人 その他 実費（上限あり） 9
0766-32-1821 常 用 毎月　10,000円まで 70 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16050- 4126491
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- 1726191
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 16060- 1727091
18歳以上 通勤 (1) 9時45分～22時00分 他 168,605円～179,660円 12

2人 (2)21時00分～10時15分 毎　週 実費（上限なし） 2
076-222-3395 常 用 428 雇用・労災・健康・厚生

請負 高岡市 17010-20211791
18歳以上 通勤 (1) 8時00分～ 7時59分 他 168,605円～179,660円 3

2人 その他 実費（上限なし） 0
076-222-3395 常 用 428 雇用・労災・健康・厚生

請負 高岡市 17010-20217391
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 210,560円～251,760円 57

1人 その他 実費（上限なし） 4
076-221-1118 常 用 1781 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 17010-20245791
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 13010-88739791
18歳～44歳 通勤 (1)15時00分～ 0時00分 他 265,083円～438,139円 13

1人 (2)18時00分～23時00分 その他 実費（上限あり） 6
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 13170-32237791
不 問 通勤 (1) 9時00分～18時00分 他 185,000円～300,000円 8

1人 その他 実費（上限なし） 4
076-423-5860 常 用 200 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16010-17135091
39歳以下 通勤 (1) 9時00分～18時00分 他 170,000円～170,000円 7

1人 (2)12時00分～20時45分 その他 実費（上限あり） 7
0776-50-1610 常 用 毎月　13,000円まで 60 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 18010-13870291
59歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 土日他 162,000円～233,000円 29

3人 毎　週 実費（上限あり） 6
053-579-1671 常 用 毎月　15,000円まで 67 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 22020-18377391
64歳以下 通勤 (1) 9時30分～19時00分 他 300,000円～400,000円 5

1人 (2)11時00分～20時30分 その他 実費（上限あり） 2
03-3562-7523 (3)12時30分～22時00分 常 用 毎月　50,000円まで 400 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 13010-86887091
不 問 通勤 (1) 8時10分～17時10分 日 202,014円～235,683円 1

1人 その他 実費（上限あり） 0
076-421-1514 臨時(4ヶ月以上) 毎月　5,000円まで 67 雇用・労災・健康・厚生

派遣 高岡市 16010-17022091
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 250,000円～320,000円 3

2人 その他 実費（上限あり） 0
090-2126-0906 臨時(4ヶ月以上) 毎月　10,000円まで 3 雇用・労災・健康・厚生

請負 高岡市 16050- 4037991
不 問 通勤 (1) 8時00分～16時30分 他 167,338円～385,000円 70

5人 その他 一定額 8
0766-25-2215 常 用 毎月　4,200円まで 84 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16050- 4038491
不 問 通勤 (1) 7時30分～16時30分 日祝他 160,000円～160,000円 28

1人 その他 実費（上限なし） 8
0766-25-5150 常 用 28 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16060- 1705491
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溶接工

店舗管理スタッフ店長候補(高岡店･正社員)

事務職 農畜産物・水産物卸売業
株式会社 宮崎青果
氷見市朝日丘12-19

正社員

小矢部市赤倉169
正社員

その他の金属製品製造業
株式会社ケイ･テック
南砺市院林176

タクシー乗務 一般貸切旅客自動車運送業
イルカ交通株式会社

正社員以外

アルミ製品の切断 他に分類されないサービス業
サンケイ工業 株式会社
富山市室町通り1丁目2番10号

有期雇用派遣

他に分類されない小売業
株式会社 ハピネス･アンド･ディ
東京都中央区銀座1-16-1 東貨ﾋﾞﾙ4F

正社員

福井県福井市高柳2丁目810番地

組立･梱包作業員(高岡工場) 医療用機械器具・医療用品製造業
森精工 株式会社
静岡県湖西市吉美3426

正社員

正社員

販売スタッフ(高岡店) 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)

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

店頭販売(呉西方面) 写真機・時計・眼鏡小売業
株式会社 メガネのハラダ
富山市総曲輪3丁目2-29

正社員

正社員

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

正社員

正社員

建築現場監督補佐 一般土木建築工事業
株式会社 アーキ･ジャパン北陸支店
石川県金沢市広岡3丁目1番1号 金沢ﾊﾟｰｸﾋﾞﾙ11F

正社員以外

施設警備員 警備業
セコムジャスティック北陸 株式会社
石川県金沢市北安江2丁目15番10号ｾｺﾑ北陸金沢ﾋﾞﾙ3F

施設警備員 警備業
セコムジャスティック北陸 株式会社
石川県金沢市北安江2丁目15番10号ｾｺﾑ北陸金沢ﾋﾞﾙ3F

正社員以外

地場運転手 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

正社員

砺波市高道113ｰ4

長距離運転手 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

日本料理 調理師 食堂，レストラン
株式会社 柿里
砺波市高道113ｰ4

店舗管理者候補 食堂，レストラン
株式会社 柿里

正社員

正社員以外

調理員(高岡工場) 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

事務職(高岡事務所) 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

正社員

正社員店長･マネージャー候補(目利きの銀次 高岡北口駅前 酒場，ビヤホール
株式会社 モンテローザフーズ
東京都武蔵野市中町1-17-3 6.ﾓﾝﾃﾛｰｻﾞ三鷹本社ﾋﾞﾙ

正社員

正社員

メイク･湯灌･納棺業 老人福祉・介護事業
株式会社 愛和
東京都葛飾区細田5-19-3

建築工事施工管理 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

自転車のルート営業スタッフ 各種商品卸売業
株式会社 フジモリ
高岡市北島186番地

正社員
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