
【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30分～17時30分 他 194,600円～216,700円 404
1人 (2)16時00分～ 1時00分 毎　週 実費（上限あり） 328

0766-21-0570 (3) 0時30分～ 9時30分 常 用 毎月　27,100円まで 404 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 16020-10525391
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 他 194,600円～216,700円 404

3人 (2)16時00分～ 1時00分 毎　週 実費（上限あり） 328
0766-21-0570 (3) 0時30分～ 9時30分 常 用 毎月　27,100円まで 404 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-10526691
不 問 通勤 (1) 9時00分～18時00分 日祝他 190,000円～250,000円 22

1人 その他 実費（上限あり） 4
0766-31-0580 常 用 毎月　16,100円まで 22 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-10607991
不 問 通勤 (1) 9時00分～18時00分 日祝他 180,000円～230,000円 22

1人 その他 実費（上限あり） 4
0766-31-0580 常 用 毎月　16,100円まで 22 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-10608491
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 16020-10621391
44歳以下 通勤 (1) 9時00分～17時30分 他 203,000円～233,000円 3

1人 その他 実費（上限あり） 1
076-429-8600 常 用 毎月　15,000円まで 12 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-10623991
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 16020-10630691
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 16020-10632491
35歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時00分 日他 180,000円～190,000円 30

1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 16020-10634891
不 問 通勤 (1) 8時10分～17時10分 日祝他 150,000円～160,000円 40

1人 その他 実費（上限あり） 15
0766-31-4300 常 用 毎月　24,500円まで 45 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-10639391
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 土日祝他 140,000円～170,000円 8

1人 毎　週 実費（上限あり） 2
0766-23-9833 常 用 毎月　5,000円まで 8 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-10642291
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 他 168,000円～235,300円 26

2人 (2)16時30分～19時30分 その他 実費（上限あり） 22
0766-25-5010 常 用 毎月　16,100円まで 26 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-10643591
64歳以下 通勤 (1) 8時00分～16時00分 他 192,000円～204,000円 47

1人 (2)16時00分～ 0時00分 な　し 実費（上限あり） 7
0766-27-6101 (3) 0時00分～ 8時00分 常 用 毎月　13,000円まで 56 雇用・労災・健康・厚生

請負 高岡市 16020-10644191
64歳以下 通勤 (1) 8時30分～16時30分 他 177,600円～188,400円 47

1人 その他 実費（上限あり） 7
0766-27-6101 常 用 毎月　13,000円まで 56 雇用・労災・健康・厚生

請負 高岡市 16020-10645091
64歳以下 通勤 (1) 8時00分～16時30分 他 177,600円～188,400円 9

1人 その他 実費（上限あり） 1
0766-27-6101 常 用 毎月　13,000円まで 56 雇用・労災・健康・厚生

請負 高岡市 16020-10646391
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 16020-10647691
64歳以下 通勤 (1) 7時30分～15時30分 他 184,800円～199,200円 47

1人 (2)13時30分～21時30分 その他 実費（上限あり） 7
0766-27-6101 (3)21時30分～ 7時30分 常 用 毎月　13,000円まで 56 雇用・労災・健康・厚生

請負 高岡市 16020-10648991
64歳以下 通勤 (1) 8時30分～16時30分 他 177,600円～188,400円 47

1人 その他 実費（上限あり） 7
0766-27-6101 常 用 毎月　13,000円まで 56 雇用・労災・健康・厚生

請負 高岡市 16020-10649491
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 16020-10650291
39歳以下 通勤 (1) 7時20分～15時00分 他 198,250円～245,250円 176

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 261 雇用・労災・健康・厚生

請負 高岡市 16020-10651591
39歳以下 通勤 (1) 8時30分～16時30分 日祝他 157,750円～204,750円 61

1人 その他 実費（上限あり） 7
0766-26-3130 常 用 毎月　15,000円まで 261 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-10652191
59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時15分 日他 203,500円～243,500円 90

1人 毎　週 実費（上限あり） 79
0766-22-5445 常 用 毎月　20,000円まで 90 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-10658791
59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時15分 日他 213,500円～263,500円 90

1人 毎　週 実費（上限あり） 79
0766-22-5445 常 用 毎月　20,000円まで 90 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-10659891
59歳以下 通勤 (1) 7時00分～15時45分 他 151,500円～171,500円 90

1人 (2) 8時30分～17時15分 毎　週 実費（上限あり） 79
0766-22-5445 (3)11時00分～19時45分 常 用 毎月　20,000円まで 90 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-10660191
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職   種　　　　　

派　遣
請　負

看護師(正職員)＜勤務部署＞訪問看護ステーション 病院

富山県済生会高岡病院
高岡市二塚387-1

正社員

看護師(正職員) 病院

富山県済生会高岡病院
高岡市二塚387-1

正社員

営業職 自動車小売業

長沢自動車総合センター
高岡市宝来町959

自動車整備工 自動車小売業

長沢自動車総合センター
高岡市宝来町959

正社員

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

ルート配送 その他の物品賃貸業

日本アメニティー株式会社 高岡営業所
高岡市問屋町200

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

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

営業職 家具・建具・じゅう器等卸売業

株式会社 イモト
高岡市醍醐290

正社員

物流業務(発送業務など) 保険サービス業

ホクア商事 株式会社
高岡市笹川2265

正社員

鋳造工 鉄素形材製造業

岡鋳造所
高岡市内免4丁目1-42

看護師 他に分類されない非営利的団体

特定非営利活動法人 ひらすま
高岡市木町2番25号

正社員

損紙処理作業(Ｎ１)【中越パルプ工業(株)高岡工場内】 管理，補助的経済活動を行う事業所

高岡サポート 株式会社
高岡市米島282

正社員

正社員

損紙処理作業(仕上げ)【中越パルプ工業(株)高岡工場内】 管理，補助的経済活動を行う事業所

高岡サポート 株式会社
高岡市米島282

構内作業(二塚事業部) 管理，補助的経済活動を行う事業所

高岡サポート 株式会社

正社員

高岡市米島282

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

原料仕込み【中越パルプ高岡工場】 管理，補助的経済活動を行う事業所

高岡サポート 株式会社
高岡市米島282

正社員

正社員

損紙処理作業(６号)【中越パルプ工業(株)高岡工場内】 管理，補助的経済活動を行う事業所

高岡サポート 株式会社
高岡市米島282

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

正社員

高岡市出来田14番地

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

木材加工品管理業務 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

正社員

医療ソーシャルワーカー 病院

医療法人社団 睦心会 あさなぎ病院
高岡市五福町1番8号

臨床検査技師 病院

医療法人社団 睦心会 あさなぎ病院
高岡市五福町1番8号

正社員

介護スタッフ 病院

医療法人社団 睦心会 あさなぎ病院
高岡市五福町1番8号

正社員

正社員
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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 他 212,110円～232,110円 47
1人 (2) 8時30分～17時30分 毎　週 実費（上限あり） 43

0766-29-2810 (3) 9時00分～18時00分 常 用 毎月　50,000円まで 94140 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 16020-10664991
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 180,000円～330,000円 10

4人 その他 実費（上限あり） 1
0766-54-6320 常 用 毎月　25,000円まで 10 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-10665491
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時15分 日祝他 161,300円～161,300円 32

1人 隔　週 実費（上限あり） 31
0766-20-1379 臨時(4ヶ月以上) 毎月　31,600円まで 2000 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-10672991
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 205,000円～240,000円 7

1人 その他 実費（上限なし） 4
0766-44-3938 常 用 42 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-10674791
44歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 175,000円～180,000円 7

1人 その他 実費（上限なし） 4
0766-44-3938 常 用 42 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-10676291
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 16020-10200691
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 16020-10201991
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 他 194,300円～277,100円 50

1人 毎　週 実費（上限あり） 35
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 16020-10203791
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 16020-10204891
59歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日他 230,000円～350,000円 15

1人 その他 実費（上限あり） 2
0766-22-1214 常 用 毎月　7,500円まで 15 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-10205291
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 他 194,300円～277,100円 60

1人 その他 実費（上限あり） 50
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 16020-10206591
59歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日他 230,000円～350,000円 15

1人 その他 実費（上限あり） 2
0766-22-1214 常 用 毎月　7,500円まで 15 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-10207191
59歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日他 250,000円～400,000円 15

2人 その他 実費（上限あり） 2
0766-22-1214 常 用 毎月　8,000円まで 15 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-10208091
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 16020-10209391
61歳以下 通勤 他 168,400円～212,800円 15

2人 毎　週 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 16020-10211891
44歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 土日祝他 230,000円～250,000円 23

1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 16020-10212291
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 他 165,400円～209,800円 55

2人 毎　週 実費（上限あり） 38
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 16020-10214191
18歳以上 通勤 (1) 8時00分～17時00分 他 190,240円～215,760円 5

5人 その他 実費（上限あり） 0
0766-54-6975 常 用 毎月　50,000円まで 65 雇用・労災・健康・厚生

請負 高岡市 16020-10218991
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時15分 日祝他 185,000円～240,000円 9

1人 その他 実費（上限あり） 3
0766-22-3617 常 用 毎月　20,000円まで 9 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-10222191
59歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 180,000円～300,000円 12

2人 その他 実費（上限あり） 0
0766-64-3113 常 用 毎月　10,000円まで 12 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-10223091
59歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 250,000円～340,000円 12

1人 その他 実費（上限あり） 0
0766-64-3113 常 用 毎月　10,000円まで 12 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-10224391
59歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 250,000円～340,000円 12

1人 その他 実費（上限あり） 0
0766-64-3113 常 用 毎月　10,000円まで 12 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-10225691
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 180,000円～300,000円 12

1人 その他 実費（上限あり） 0
0766-64-3113 常 用 毎月　10,000円まで 12 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-10226991
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時15分 日祝他 185,000円～240,000円 9

1人 その他 実費（上限あり） 3
0766-22-3617 常 用 毎月　20,000円まで 9 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-10228791
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サービス提供責任者【ニチイケアセンター高岡】 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

土木作業員 その他の職別工事業

構造メンテ 株式会社
射水市新開発452-1

正社員

正社員

保育士(西部保育園) 市町村機関

高岡市役所
高岡市広小路7番50号

配達及びルート営業(潤滑油及び燃料等) 燃料小売業

伏木燃商 株式会社

正社員以外

高岡市伏木一宮二丁目9番5号

一般事務員 燃料小売業

伏木燃商 株式会社
高岡市伏木一宮二丁目9番5号

正社員

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

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

正社員

高岡市醍醐1257番地

准看護師(特養) 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

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
高岡市醍醐1257番地

掘削機オペレーター 一般土木建築工事業

清水工業 株式会社

正社員

正社員

高岡市佐野513-2

准看護師【デイサービスセンター：だいご清水館】 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

正社員

土木作業員 一般土木建築工事業

清水工業 株式会社
高岡市佐野513-2

土木工事技術者 一般土木建築工事業

清水工業 株式会社

正社員

高岡市佐野513-2

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

正社員

正社員

介護職員(訪問介護)【正社員】 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

8時00分～18時00分の間の8時間
営業 セメント・同製品製造業

林コンクリート工業 株式会社

正社員

高岡市福岡町土屋317

介護職員(正職員)デイサービスセンター［だいご清水館］ 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

正社員
又は 9時00分～18時00分の間の8時間程度

道路工事現場等での交通誘導業務(呉西地区) 警備業

北陸交通整理 株式会社 射水営業所
射水市太閤山10丁目9 ﾊｲﾂｵｶｻﾞｷB棟

正社員

営業職全般 その他の職別工事業

株式会社 西川構装社
高岡市城東1-3-17

土木作業員 建築工事業

富士コンテクノ 株式会社
高岡市福岡町福岡新220

正社員

正社員

重機オペレーター 建築工事業

富士コンテクノ 株式会社
高岡市福岡町福岡新220

土木施工管理技術者 建築工事業

富士コンテクノ 株式会社

正社員

高岡市福岡町福岡新220

営業 建築工事業

富士コンテクノ 株式会社
高岡市福岡町福岡新220

正社員

正社員

製作･施工スタッフ その他の職別工事業

株式会社 西川構装社
高岡市城東1-3-17

正社員

48

50

55

56

57

58

59

64

61

62

63

65

68

70

71

72

73

74

75
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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) 7時00分～16時00分 他 182,000円～207,000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 16020-10232391
不 問 通勤 (1) 7時00分～16時00分 他 162,000円～192,000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 16020-10233691
不 問 通勤 (1) 7時00分～16時00分 他 182,000円～192,000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 16020-10234991
不 問 通勤 (1) 7時00分～16時00分 他 162,000円～172,000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 16020-10235491
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 16020-10238291
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 16020-10243491
不 問 通勤 (1) 8時40分～17時10分 土日祝他 169,600円～256,800円 37

1人 (2) 8時40分～17時40分 毎　週 実費（上限あり） 17
0766-21-3535 臨時(4ヶ月以上) 毎月　29,500円まで 484 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-10255591
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日他 230,000円～380,000円 8

2人 その他 実費（上限あり） 3
0766-21-5031 常 用 毎月　20,000円まで 16 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-10258391
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日他 230,000円～300,000円 8

2人 その他 実費（上限あり） 3
0766-21-5031 常 用 毎月　20,000円まで 16 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-10263291
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 220,000円～380,000円 25

1人 その他 実費（上限あり） 3
0766-23-0466 常 用 毎月　10,000円まで 25 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-10266091
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 235,000円～370,000円 25

2人 その他 実費（上限あり） 3
0766-23-0466 常 用 毎月　10,000円まで 25 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-10269991
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 200,000円～260,000円 8

2人 その他 実費（上限あり） 2
0766-24-0515 常 用 毎月　6,000円まで 8 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-10271291
不 問 通勤 (1) 7時30分～16時30分 他 162,000円～177,000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 16020-10272591
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 16020-10275391
18歳以上 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日他 172,000円～215,000円 35

3人 その他 実費（上限あり） 3
0766-25-2506 常 用 毎月　11,000円まで 43 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-10276691
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 16020-10277991
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 16020-10278491
18歳以上 通勤 (1)16時30分～ 9時30分 他 250,000円～265,000円 40

1人 毎　週 実費（上限あり） 34
0766-26-5055 常 用 毎月　20,000円まで 180 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-10279791
18歳以上 通勤 (1)16時30分～ 9時30分 他 270,000円～285,000円 40

1人 その他 実費（上限あり） 34
0766-26-5055 常 用 毎月　20,000円まで 180 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-10280591
59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 他 210,964円～283,648円 72

1人 (2) 9時30分～18時30分 毎　週 実費（上限あり） 52
0766-36-2600 常 用 毎月　31,600円まで 178 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-10288891
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時15分 月他 130,975円～130,975円 6

2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 16020-10289291
40歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時30分 日祝他 154,000円～300,000円 11

1人 その他 実費（上限あり） 3
090-2125-7952 常 用 毎月　30,000円まで 35 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-10290091
18歳～30歳 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 180,000円～230,000円 5

1人 その他 実費（上限あり） 1
0766-23-3083 常 用 毎月　5,000円まで 5 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-10295791
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 250,000円～350,000円 5

1人 その他 実費（上限あり） 1
0766-23-3083 常 用 毎月　5,000円まで 5 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-10296891

89

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

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

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

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)

正社員

高岡市国吉752番1

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

正社員

銀行業務【営業統括部】 銀行

株式会社 富山銀行
高岡市守山町22番地

正社員以外

土木施工管理者 一般土木建築工事業

石田工業 株式会社
高岡市佐野603-1

正社員

土木作業員 一般土木建築工事業

石田工業 株式会社
高岡市佐野603-1

土木施工管理･施工作業 一般土木建築工事業

西村工業 株式会社

正社員

高岡市野村430
正社員

土木作業･重機運転 一般土木建築工事業

西村工業 株式会社
高岡市野村430

正社員

工場内作業及び配送 石油・鉱物卸売業

株式会社 石崎鋼材店
高岡市岩坪23-5

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)

正社員

高岡市野村879番地1 ﾀｲﾖｰﾋﾞﾙ2階

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

交通誘導警備員 警備業

株式会社 アドバンスサービス
高岡市野村1661 ﾕﾆｿﾞﾝﾋﾞﾙ5階

正社員

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

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)

正社員

高岡市野村879番地1 ﾀｲﾖｰﾋﾞﾙ2階

介護職員〈夜勤専門職員〉【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〈介護福祉士：夜勤専門職員〉【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

正社員

看護師(志貴野ホーム) 障害者福祉事業

社会福祉法人 高岡市身体障害者福祉会
高岡市葦附1239番地の27

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

正社員

工場内での準備作業(フィルム施工補助) 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

正社員

左官工(見習)【左官訓練校に通学しながらの勤務です】 左官工事業

有限会社 吉江左官工業所
高岡市清水町2丁目6-1

左官工(経験者) 左官工事業

有限会社 吉江左官工業所

正社員

高岡市清水町2丁目6-1
正社員

77
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【一般】
年　齢 通住別 休日 賃　　　金 従業員数 業　　種

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

職   種　　　　　

派　遣
請　負

44歳以下 通勤 (1) 8時00分～16時45分 日祝他 180,000円～230,000円 13
1人 (2) 8時00分～16時15分 その他 実費（上限あり） 0

0766-64-4611 常 用 毎月　30,000円まで 13 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 16020-10297291

59歳以下 通勤 (1) 8時00分～16時45分 日祝他 160,000円～250,000円 48
1人 (2) 8時00分～16時15分 その他 実費（上限あり） 9

0766-64-3111 常 用 毎月　30,000円まで 49 雇用・労災・健康・厚生・財形
高岡市 16020-10298591

44歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 250,000円～350,000円 13
1人 その他 なし 6

0766-25-2525 常 用 13 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 16020-10299191

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 16020-10300791

59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 150,000円～200,000円 13
2人 その他 なし 6

0766-25-2525 常 用 13 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 16020-10301891
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 16020-10302291
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 375,000円～450,000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 16020-10305091
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 16020-10307691
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 220,000円～286,000円 14

1人 その他 なし 3
0766-22-2130 常 用 14 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-10311591
35歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 208,600円～249,300円 26

1人 その他 実費（上限なし） 5
0766-27-2100 常 用 43 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-10314391
35歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 208,600円～249,300円 26

1人 その他 実費（上限なし） 5
0766-27-2100 常 用 43 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-10316991
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 (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 16020-10318791
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 16020-10319891
59歳以下 通勤 (1) 8時00分～16時30分 日他 176,000円～350,000円 18

1人 その他 実費（上限あり） 5
0766-26-8585 常 用 毎月　10,000円まで 18 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-10320191
30歳以下 通勤 (1) 8時15分～17時00分 日祝他 155,000円～220,000円 21

2人 その他 実費（上限あり） 10
0766-26-2775 常 用 毎月　26,000円まで 21 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-10321091
不 問 通勤 (1) 8時00分～16時30分 日他 180,000円～310,000円 18

1人 その他 実費（上限あり） 5
0766-26-8585 常 用 毎月　10,000円まで 18 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-10322391
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 16020-10323691
30歳以下 通勤 (1) 7時45分～17時15分 日祝他 230,000円～230,000円 0

1人 その他 なし 0
090-7742-9296 常 用 0 健康・厚生

高岡市 16020-10325491
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 245,000円～295,000円 13

1人 その他 実費（上限あり） 1
0766-24-0188 常 用 毎月　5,000円まで 13 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-10326791
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 185,000円～260,000円 13

2人 その他 実費（上限あり） 1
0766-24-0188 常 用 毎月　5,000円まで 13 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-10327891
不 問 通勤 他 200,000円～300,000円 15

1人 毎　週 なし 12
0766-63-5882 常 用 15 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-10329591
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 16020-10332991
不 問 通勤 (1) 8時30分～16時30分 日祝他 160,600円～169,400円 6

1人 その他 なし 0
0766-84-8990 常 用 6 雇用・労災・健康・厚生

請負 高岡市 16020-10335891
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 230,000円～306,000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 16020-10336291

120

113

114

115

116

運転手(中型または大型) 一般貨物自動車運送業

富士運輸 株式会社
高岡市福岡町福岡新177番地

試験･検査係 セメント・同製品製造業

富士コン 株式会社
高岡市福岡町福岡新220

正社員

正社員

営業 衣服卸売業

有限会社 沖商店
高岡市問屋町40

配管工手元 管工事業

タカラ工業 株式会社

正社員

高岡市上北島140-2

一般事務及び軽作業 衣服卸売業

有限会社 沖商店
高岡市問屋町40

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

大工 管工事業

タカラ工業 株式会社

正社員

正社員

高岡市上北島140-2

配管工 管工事業

タカラ工業 株式会社
高岡市上北島140-2

正社員

正社員

運転手または作業員 再生資源卸売業

株式会社 秋元商店
高岡市内免2-4-8

正社員

電気工事士【高岡営業所】 産業機械器具卸売業

ワカノ電工 株式会社
高岡市井口本江336

正社員

電設資材のルートセールス及び開発営業【高岡営業所】 産業機械器具卸売業

ワカノ電工 株式会社
高岡市井口本江336

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

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

正社員

正社員

金型設計製造技術者(機械オペレータ、設計ＣＡＤ／ＣＡＭ) その他の金属製品製造業

株式会社 エフ アンド エム
高岡市米島862-1

ＣＡＤオペレーター その他の専門サービス業

株式会社 北陸ドラフティング

正社員

高岡市宮田町92-7

製品測定員(金型及び部品の三次元測定機による測定) その他の金属製品製造業

株式会社 エフ アンド エム
高岡市米島862-1

正社員

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

現場作業員 土木工事業

有限会社 本田組
高岡市西海老坂338番地

電気工事施工管理 電気工事業

フジサワ電機 株式会社

正社員

高岡市熊野町1-35

電気工事 電気工事業

フジサワ電機 株式会社
高岡市熊野町1-35

正社員

コンビニエンスストアスタッフ 各種食料品小売業

セブンイレブン 高岡戸出狼店
高岡市戸出町4丁目1-5

0時00分～23時59分の間の8時間程度

正社員

正社員

コンシェルジュ 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

木製パレット製造 製材業，木製品製造業

北洋ウッドプランナー 株式会社
射水市松木439番地

土木工･造園工 土木工事業

株式会社 伏木造園

正社員

高岡市伏木矢田86
正社員

117
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119

124

127

128

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

142

144

145
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【一般】
年　齢 通住別 休日 賃　　　金 従業員数 業　　種

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

職   種　　　　　

派　遣
請　負

不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 196,000円～295,000円 20
1人 その他 実費（上限なし） 5

0766-23-5100 常 用 31 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 16020-10337591

44歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 196,000円～300,000円 20
1人 その他 実費（上限なし） 5

0766-23-5100 常 用 31 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 16020-10338191

59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時40分 水祝他 350,000円～600,000円 25
1人 その他 実費（上限なし） 15

0766-84-6110 常 用 341 雇用・労災・健康・厚生・財形
高岡市 16020-10341491
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時40分 水祝他 200,000円～450,000円 41

2人 その他 実費（上限なし） 13
0766-84-6110 常 用 341 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-10342791
59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時40分 水祝他 230,000円～500,000円 12

3人 その他 実費（上限なし） 2
0766-84-6110 常 用 179 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-10353291
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時40分 水祝他 220,000円～500,000円 12

3人 その他 実費（上限なし） 2
0766-84-6110 常 用 179 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-10356091
不 問 通勤 他 176,000円～176,000円 6

2人 毎　週 実費（上限なし） 6
0766-32-1223 常 用 300 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-10371191
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 16020-10373391
25歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 土日祝他 210,000円～260,000円 50

2人 毎　週 実費（上限あり） 31
0766-25-4600 常 用 毎月　15,000円まで 67 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-10375991
25歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 土日祝他 200,000円～250,000円 50

1人 毎　週 実費（上限あり） 31
0766-25-4600 常 用 毎月　15,000円まで 67 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-10376491
40歳以下 通勤 (1) 9時00分～17時45分 日祝他 191,500円～300,000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 16020-10381391
64歳以下 通勤 (1) 8時30分～16時30分 日祝他 230,000円～260,000円 25

4人 (2)11時30分～18時30分 毎　週 実費（上限あり） 22
0766-63-1118 (3)16時00分～10時00分 常 用 毎月　13,500円まで 42 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-10384491
64歳以下 通勤 (1) 8時30分～16時30分 日祝他 230,000円～260,000円 25

4人 (2)11時30分～18時30分 毎　週 実費（上限あり） 22
0766-63-1118 (3) 8時30分～15時00分 常 用 毎月　13,500円まで 42 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-10385791
不 問 通勤 (1) 8時30分～18時00分 水日祝他 210,000円～280,000円 5

1人 (2) 8時30分～17時30分 毎　週 実費（上限あり） 4
0766-50-8209 常 用 毎月　10,000円まで 5 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-10391991
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 16020-10392491
44歳以下 通勤 (1) 7時55分～17時00分 日祝他 170,000円～260,000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 16020-10394891
35歳以下 通勤 (1) 7時55分～17時00分 日祝他 180,000円～280,000円 44

2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 16020-10395291
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 16020-10397191
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 16020-10398091
44歳以下 通勤 (1) 7時55分～17時00分 日祝他 170,000円～270,000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 16020-10399391
不 問 通勤 (1)10時15分～19時00分 日祝他 195,000円～230,000円 7

2人 (2) 8時00分～17時30分 毎　週 実費（上限あり） 4
0766-28-7272 (3) 9時00分～18時30分 常 用 毎月　5,000円まで 10 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-10400191
不 問 通勤 (1) 8時30分～18時00分 水日祝他 180,000円～200,000円 5

1人 (2) 8時30分～17時30分 毎　週 実費（上限あり） 4
0766-50-8209 常 用 毎月　10,000円まで 5 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-10401091
不 問 通勤 (1)10時15分～19時00分 日祝他 190,000円～230,000円 7

2人 (2) 8時00分～17時30分 毎　週 実費（上限あり） 4
0766-28-7272 (3) 9時00分～18時30分 常 用 毎月　5,000円まで 10 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-10402391
59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 他 163,800円～213,600円 33

2人 (2) 9時00分～18時00分 その他 実費（上限あり） 17
0766-63-4884 (3)10時00分～19時00分 常 用 毎月　12,000円まで 33 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-10404991
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150

9時30分～20時00分の間の8時間

商品の配達(主にＬＰガス) 燃料小売業

日本海産商 株式会社
高岡市下関町4-60

当社取扱商品(主に石油製品)の営業 燃料小売業

日本海産商 株式会社
高岡市下関町4-60

正社員

正社員

設計(管理職)【本社設計部】 一般土木建築工事業

石友ホーム株式会社
高岡市下牧野36-2

正社員

住宅施工管理(アフターサービス業務)【富山県内】 一般土木建築工事業

石友ホーム株式会社
高岡市下牧野36-2

設計職【高岡店･砺波店･オンリーワンリフォーム高岡店】 一般土木建築工事業

石友リフォームサービス株式会社

正社員

高岡市下牧野36-2

リフォーム工事施工管理【高岡店･砺波店】 一般土木建築工事業

石友リフォームサービス株式会社
高岡市下牧野36-2

正社員

正社員

販売スタッフ(高岡店) その他の各種商品小売業

パセリエンタープライズ株式会社 北陸事業部
高岡市下伏間江383番地 ｲｵﾝﾓｰﾙ高岡1F

正社員以外

歯科衛生士 歯科診療所

山下歯科クリニック
高岡市戸出町6丁目5-43

正社員

営業及び配送 他に分類されない小売業

磐城産業 株式会社 高岡支店
高岡市能町東48番地

製造及び配送業務 他に分類されない小売業

磐城産業 株式会社 高岡支店
高岡市能町東48番地

正社員

正社員

仕入業務 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

正･准看護師(病棟) 一般診療所

医療法人社団 市野瀬和田内科医院
高岡市戸出市野瀬388

正･准看護師(透析) 一般診療所

医療法人社団 市野瀬和田内科医院
高岡市戸出市野瀬388

正社員

看護師(正･准) 一般診療所

医療法人社団恵桜会 皮膚科ちえこクリニック
高岡市福岡町福岡新147

正社員

正社員

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

ＮＣブレーキプレスオペレーター 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

製品設計及び作業補助 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

正社員

正社員

事務 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

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

正社員

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

溶接工 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

正社員

児童福祉事業

アスイコ 合同会社

正社員

児童支援、介助等【保育士】 児童福祉事業

アスイコ 合同会社
高岡市向野町3丁目43番26

正社員

その他の食料品製造業

株式会社 明惣
高岡市二塚199番地の17

正社員

医療事務 一般診療所

医療法人社団恵桜会 皮膚科ちえこクリニック
高岡市福岡町福岡新147

児童支援、介助等(学歴、経験、資格のいずれか有する者)

正社員

高岡市向野町3丁目43番26

商品パック詰め･ピッキング作業

正社員

146

147

151

155

157

158

152

153

161

163

164

165

166

168

169

170

171

175

176

173

174

172
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【一般】
年　齢 通住別 休日 賃　　　金 従業員数 業　　種

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

職   種　　　　　

派　遣
請　負

40歳以下 通勤 (1) 8時15分～17時10分 日祝他 165,000円～185,000円 16
1人 その他 実費（上限なし） 3

0766-63-6336 常 用 16 雇用・労災・健康・厚生・財形
高岡市 16020-10415891

44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 3

0766-26-1580 常 用 6 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 16020-10425591

35歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 土日祝他 250,000円～320,000円 15
2人 毎　週 実費（上限あり） 5

0766-25-1881 常 用 毎月　20,000円まで 19 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 16020-10441291
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 160,000円～250,000円 30

2人 その他 実費（上限あり） 25
0766-64-2372 常 用 毎月　10,000円まで 60 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-10442591
不 問 通勤 (1) 9時00分～18時00分 土日祝他 175,000円～240,000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 16020-10443191
59歳以下 通勤 (1) 9時00分～18時00分 木日祝他 200,000円～300,000円 9

1人 (2) 9時00分～13時00分 毎　週 実費（上限あり） 7
0766-25-0073 常 用 毎月　10,000円まで 10 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-10449791
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日他 230,000円～345,000円 18

5人 その他 実費（上限あり） 1
0766-64-5626 常 用 毎月　10,000円まで 18 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-10470691
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時10分 日祝他 195,000円～280,000円 10

3人 その他 実費（上限なし） 1
0766-84-6110 常 用 341 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-10473791
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 182,000円～272,000円 8

1人 その他 実費（上限あり） 1
0766-24-0016 常 用 毎月　10,000円まで 8 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-10475291
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 16020-10477191
不 問 通勤 (1) 8時30分～18時00分 日祝他 157,000円～197,000円 4

1人 (2) 8時30分～12時00分 その他 実費（上限あり） 4
0766-24-3000 常 用 毎月　10,000円まで 5 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-10478091
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日他 270,000円～360,000円 60

1人 その他 実費（上限あり） 6
0766-24-7779 常 用 毎月　10,000円まで 60 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-10479391
64歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日他 208,000円～255,000円 8

1人 その他 実費（上限あり） 6
0766-20-8900 常 用 毎月　20,900円まで 255 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-10481891
不 問 通勤 (1)10時00分～19時00分 日祝他 155,000円～165,000円 7

1人 (2) 9時00分～18時00分 その他 実費（上限あり） 7
0766-54-0013 常 用 毎月　5,000円まで 8 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-10482291
不 問 通勤 (1) 8時00分～16時00分 他 147,560円～147,560円 9

1人 (2) 8時00分～17時00分 その他 実費（上限あり） 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 16020-10487691
40歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時40分 水他 220,000円～350,000円 60

1人 その他 実費（上限あり） 20
0766-21-1695 常 用 毎月　20,000円まで 95 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-10488991
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 土日祝他 200,000円～300,000円 15

1人 毎　週 実費（上限なし） 3
0766-24-4480 常 用 70 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-10489491
40歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時40分 水他 220,000円～350,000円 60

1人 その他 実費（上限あり） 20
0766-21-1695 常 用 毎月　20,000円まで 95 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-10490291
30歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時40分 水他 220,000円～350,000円 60

2人 その他 実費（上限あり） 20
0766-21-1695 常 用 毎月　7,000円まで 95 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-10491591
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 土日祝他 250,000円～350,000円 15

1人 毎　週 実費（上限なし） 3
0766-24-4480 臨時(4ヶ月未満) 70 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-10492191
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 202,000円～242,000円 8

1人 その他 実費（上限あり） 1
0766-24-0016 常 用 毎月　10,000円まで 8 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-10496991
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 16020-10497491
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 16020-10498791
59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 180,000円～300,000円 178

1人 その他 実費（上限あり） 66
0766-31-1278 常 用 毎月　20,000円まで 182 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-10193191

226

221

222

223

214

215

216

217

218

219

208

209

211

212

204

205

206

207

197

190

191

186

189

179

総務(管理者候補) 非鉄金属素形材製造業

株式会社 ナガエ
高岡市荒屋敷278

正社員

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

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

正社員

普通作業員 管工事業

柴栄工業 株式会社
高岡市北島432

正社員

ＳＥ／プログラマー(契約社員)【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

正社員以外

受付･フロント事務 自動車小売業

株式会社 古城モータース
高岡市二塚425番地

正社員

自動車鈑金塗装 自動車小売業

株式会社 古城モータース
高岡市二塚425番地

正社員

ＳＥ／プログラマー【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

自動車整備士(メカニック) 自動車小売業

株式会社 古城モータース
高岡市二塚425番地

正社員

ゴルフ練習場場内フロント･管理スタッフ 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
高岡市二上院内500

正社員以外

保育士 大工工事業

株式会社 オウル工務店
高岡市赤祖父468 ﾊﾟｰｸｻｲﾄﾞﾔﾏﾀﾞ

正社員

相談員(社会福祉士･介護支援専門員･保健師･看護師) 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
正社員

中長距離運転手(４ｔ) 一般貨物自動車運送業

三尚運輸 株式会社
高岡市佐加野354番地2

正社員

看護師 病院

半田内科医院
高岡市野村1034の1

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

配管工(経験不問･見習い可) 管工事業

柴栄工業 株式会社
高岡市北島432

正社員

運転手 一般土木建築工事業

石友ホーム株式会社
高岡市下牧野36-2

正社員

施工管理･土木作業員･型枠大工 大工工事業

上下興業 有限会社
高岡市福岡町矢部795-12

正社員

歯科衛生士【２０２０年新築リニューアルオープン】 歯科診療所

医療法人社団 山田歯科医院
高岡市本丸町13-39

正社員

１ｔ車及び２ｔ車運転【県外】 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

菓子製造及び包装【菓子工房フェルヴェール】 畜産食料品製造業

株式会社 セイアグリーシステム
高岡市福岡町江尻73-1

正社員

ＯＡ機器･システムソフトの販売、設定 産業機械器具卸売業

山辺事務機 株式会社
高岡市蓮花寺191ｰ14

正社員

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

鋳物工･仕上工 非鉄金属素形材製造業

株式会社 老子製作所
高岡市戸出栄町47-1

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) 7時00分～19時30分 他 201,000円～272,000円 283
2人 (2)19時00分～ 7時30分 毎　週 実費（上限あり） 32

0766-32-1590 (3) 8時00分～17時00分 臨時(4ヶ月以上) 毎月　51,700円まで 328 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 16020-10194091

44歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時20分 土日祝他 185,000円～210,000円 17
1人 毎　週 実費（上限あり） 9

0766-28-2828 常 用 毎月　20,000円まで 17 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 16020-10195391
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 他 150,000円～190,000円 3

2人 その他 実費（上限あり） 2
0766-63-5601 常 用 毎月　10,000円まで 15 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-10349691
44歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日他 180,000円～230,000円 40

2人 毎　週 実費（上限あり） 20
090-2093-2619 常 用 毎月　16,000円まで 40 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-10178391
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 16020-10180491
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 16020-10181791
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 178,000円～278,000円 9

1人 その他 実費（上限なし） 1
0766-31-5577 常 用 14 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-10185191
40歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 180,000円～234,000円 43

1人 その他 実費（上限あり） 12
0766-28-4599 常 用 毎月　15,000円まで 69 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-10132291
59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 190,000円～236,200円 43

1人 その他 実費（上限あり） 12
0766-28-4599 常 用 毎月　15,000円まで 69 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-10137691
40歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 190,000円～290,000円 25

1人 その他 実費（上限あり） 5
0766-21-2366 常 用 毎月　20,000円まで 25 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-10140291
44歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 土日祝他 150,000円～200,000円 8

1人 毎　週 実費（上限あり） 3
0766-84-2821 常 用 毎月　10,000円まで 8 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-10142191
61歳以下 通勤 他 220,000円～410,000円 150

1人 その他 なし 35
0766-23-1251 常 用 150 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-10164791
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日他 220,000円～270,000円 123

1人 その他 実費（上限あり） 11
0766-31-6001 常 用 毎月　20,000円まで 123 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-10172791
64歳以下 通勤 (1) 9時30分～19時00分 他 250,000円～350,000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 13010-98259891
不 問 通勤 (1) 9時30分～18時30分 他 208,320円～208,320円 6

1人 (2)12時15分～21時15分 毎　週 実費（上限なし） 6
03-6262-7725 臨時(4ヶ月以上) 2300 雇用・労災・健康・厚生

請負 高岡市 13010-98614091
不 問 通勤 他 190,000円～190,000円 6

1人 毎　週 実費（上限あり） 3
0120-033-412 臨時(4ヶ月以上) 毎月　100,000円まで 4182 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 13130-25595891
不 問 通勤 他 190,000円～190,000円 5

2人 毎　週 実費（上限あり） 2
0120-033-412 臨時(4ヶ月以上) 毎月　100,000円まで 4182 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 13130-25678191
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 168,000円～231,000円 4

1人 毎　週 実費（上限あり） 4
076-425-8410 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 16010-18855091
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 200,000円～232,000円 0

1人 毎　週 実費（上限あり） 0
076-425-8410 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 16010-18858991
59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 水木他 250,000円～350,000円 70

2人 毎　週 一定額 28
076-492-9966 常 用 毎月　25,000円まで 100 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16010-18913991
59歳以下 通勤 (1) 8時15分～17時00分 日他 155,500円～209,000円 11

1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 16010-19052091
59歳以下 通勤 (1) 8時00分～16時45分 日他 202,000円～264,000円 11

1人 (2) 8時45分～17時30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 16010-19053391
59歳以下 通勤 (1) 8時00分～16時45分 日他 201,000円～263,000円 11

1人 (2) 8時45分～17時30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 16010-19054691
59歳以下 通勤 (1) 8時15分～17時00分 他 169,400円～209,000円 11

1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 16010-19056491

257

258

259

260

261

251

252

253

254

244

247

248

249

238

239

232

233

234

235

237

227

228

229

231

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

機能訓練担当職員(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

看護職(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

介護職(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

住宅営業職／未経験者歓迎(富山本社)／希望勤務地優先 建物売買業，土地売買業

アルスホーム 株式会社
富山市婦中町島本郷1番地1

正社員

栄養士又は調理師(アステラスファーマテック(株)高岡工場 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

正社員以外

栄養士(いずみ幼稚園) 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

正社員以外

ａｕショップスタッフ＜戸出店＞高岡市 その他の専門サービス業

ＭＸモバイリング 株式会社
東京都江東区豊洲3丁目2-24 豊洲ﾌｫﾚｼｱ

正社員以外
9時45分～19時00分の間の7時間以上

ドコモショップスタッフ＜上北島店＞高岡市 その他の専門サービス業

ＭＸモバイリング 株式会社
東京都江東区豊洲3丁目2-24 豊洲ﾌｫﾚｼｱ

正社員以外
9時45分～19時00分の間の7時間以上

ショッピングモールのインフォメーションスタッフ／高岡市 建物サービス業

西新サービス 株式会社
東京都中央区日本橋本町4-8-14

正社員以外

販売スタッフ･ギフトアドバイザー(高岡店･正社員) 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

調達業務 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

バスドライバー 一般乗用旅客自動車運送業

高岡交通 株式会社
高岡市二塚754-1

正社員
9時00分～17時30分の間の6時間以上

事務スタッフ及び現場管理アシスタント その他の職別工事業

株式会社 エビークス
射水市八幡町 3-4-18

正社員

営業員(管工事関係) 建築材料卸売業

北陸レジン工業 株式会社
高岡市北島386番地

正社員

営業 他に分類されない卸売業

イセ 株式会社
高岡市佐野1187

正社員

配送(包装資材等の固定客等への配送、倉庫管理) 他に分類されない卸売業

イセ 株式会社
高岡市佐野1187

正社員

電気通信工業業務･施設及び施工管理 電気工事業

株式会社北日本通信工業
高岡市笹川3204-1

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
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
正社員

事務 各種食料品小売業

株式会社 サンコー本店
高岡市御旅屋町21

正社員
又は 6時00分～18時00分の間の8時間

一般事務スタッフ 再生資源卸売業

株式会社 安田紙業
高岡市戸出栄町20番地

正社員

営業兼事務 保険媒介代理業

三協インシュアランスサービス株式会社
高岡市早川70

正社員

製造オペレーター 光学機械器具・レンズ製造業

株式会社オプテス 北陸工場
高岡市二上新422-1

正社員以外
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【一般】
年　齢 通住別 休日 賃　　　金 従業員数 業　　種

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

職   種　　　　　

派　遣
請　負

59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日他 155,500円～209,000円 10
1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
射水市･高岡市 16010-19057791

44歳以下 通勤 (1)10時00分～19時00分 他 171,000円～247,900円 30
3人 (2)11時00分～20時00分 その他 実費（上限あり） 11

076-451-9191 (3)12時00分～21時00分 常 用 毎月　40,000円まで 640 雇用・労災・健康・厚生・財形
高岡市 16010-19060091

59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時15分 日他 202,000円～264,000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 常 用 毎月　12,500円まで 80 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 16010-19070691

59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時15分 日他 201,000円～263,000円 11
1人 (2) 8時45分～17時30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 16010-19071991

59歳以下 通勤 (1) 8時45分～17時30分 他 169,400円～209,000円 11
1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 16010-19073791

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 16010-19112891
不 問 通勤 (1)10時30分～20時00分 他 149,600円～176,000円 17

1人 毎　週 実費（上限あり） 15
076-441-7657 常 用 毎月　10,000円まで 650 雇用・労災・健康・厚生

請負 高岡市 16010-19156591
不 問 通勤 (1)22時00分～ 5時00分 日祝他 200,000円～380,000円 15

2人 (2) 8時00分～17時00分 その他 実費（上限なし） 0
0763-62-1221 常 用 90 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16050- 4503691
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 土日祝他 300,000円～450,000円 7

2人 毎　週 実費（上限あり） 2
0761-48-4855 常 用 毎月　24,500円まで 29 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 17010-22211491
35歳以下 通勤 (1) 9時00分～17時45分 日祝他 192,866円～249,908円 24

1人 その他 実費（上限あり） 4
076-240-2266 常 用 毎月　50,000円まで 451 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 17010-22259191
不 問 通勤 (1) 9時00分～17時45分 日祝他 183,485円～237,518円 8

1人 その他 実費（上限あり） 1
076-240-2266 臨時(4ヶ月以上) 毎月　50,000円まで 456 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 17010-22260691
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時45分 日祝他 230,000円～350,000円 2

1人 その他 実費（上限あり） 1
090-3888-4261 常 用 毎月　15,000円まで 2 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 17010-22349391
18歳～34歳 通勤 (1) 8時30分～17時00分 他 175,000円～241,000円 10

15人 (2)16時00分～ 0時30分 その他 実費（上限あり） 3
0776-21-5743 常 用 毎月　18,000円まで 300 雇用・労災・健康・厚生・財形
高岡市･射水市 18010-15272591

18歳～34歳 通勤 (1) 8時30分～17時00分 他 232,000円～321,000円 10
15人 (2)16時00分～ 0時30分 その他 実費（上限あり） 3

0776-21-5743 (3)12時00分～20時30分 常 用 毎月　18,000円まで 300 雇用・労災・健康・厚生・財形
高岡市･射水市 18010-15276691

不 問 通勤 (1) 9時00分～18時00分 土日祝他 180,000円～270,000円 1
1人 毎　週 実費（上限あり） 0

0776-52-8730 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 18010-15476591

59歳以下 通勤 (1)10時00分～19時00分 他 189,200円～189,200円 0
2人 その他 実費（上限あり） 0

052-209-6721 常 用 毎月　30,000円まで 1973 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 23020-59315291

18歳以上 通勤 (1)12時00分～21時00分 他 179,500円～221,500円 25
2人 (2)15時00分～ 0時00分 毎　週 実費（上限あり） 21

097-504-2027 (3) 0時00分～ 9時00分 常 用 毎月　16,100円まで 1100 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 44010-22519291

18歳以上 通勤 (1)12時00分～21時00分 他 179,500円～221,500円 20
2人 (2)15時00分～ 0時00分 毎　週 実費（上限あり） 10

097-504-2027 (3) 0時00分～ 9時00分 常 用 毎月　16,100円まで 1100 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 44010-22520091
不 問 通勤 (1)10時30分～19時30分 他 250,000円～270,000円 0

1人 (2) 8時00分～21時00分 その他 実費（上限なし） 0
027-345-8725 (3)13時00分～15時00分 臨時(4ヶ月以上) 18727 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 10020-15783991
40歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 191,000円～338,000円 2

1人 その他 実費（上限あり） 1
0766-26-1911 常 用 毎月　10,000円まで 350 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 10050- 6953691
59歳以下 通勤 (1) 9時40分～18時40分 他 200,000円～250,000円 8

1人 (2) 8時40分～17時40分 毎　週 実費（上限なし） 3
03-3379-3166 常 用 2288 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 13070-70296891
不 問 通勤 (1)10時00分～20時30分 他 200,000円～300,000円 6

2人 その他 実費（上限なし） 3
03-6418-9186 常 用 2050 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 13070-70412991
不 問 通勤 (1)10時00分～20時30分 他 200,000円～300,000円 6

2人 その他 実費（上限なし） 3
03-6418-9186 常 用 2050 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 13070-70414791
59歳以下 通勤 (1) 9時30分～18時00分 他 175,000円～212,000円 116

1人 (2) 9時45分～18時15分 その他 実費（上限なし） 6
076-237-6555 (3)11時00分～19時30分 常 用 6500 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 13080-67343491

292

286

287

288

289

290

291

281

282

283

284

285

275

276

277

278

268

271

262

263

264

265

266

267

ドコモショップスタッフ 他に分類されない小売業

コネクシオ 株式会社
東京都新宿区西新宿8-17-1住友不動産新宿ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾀﾜｰ37階

正社員
又は 9時00分～20時00分の間の7時間以上

理容師／ＱＢハウス イオンモール高岡店 美容業

キュービーネット株式会社
東京都渋谷区渋谷2-12-24 東建･長井ﾋﾞﾙ7F

正社員

美容師／ＱＢハウス イオンモール高岡店 美容業

キュービーネット株式会社
東京都渋谷区渋谷2-12-24 東建･長井ﾋﾞﾙ7F

正社員

【急募】理･美容師／アートネイチャー高岡店 装身具・装飾品・ボタン・同関連品製
造業株式会社アートネイチャー

東京都渋谷区代々木3-40-7
正社員

営業(高岡営業所) 産業用機械器具賃貸業

株式会社 カネコ･コーポレーション
群馬県太田市東矢島町202番地

正社員

準社員／リフォーム現場監督／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

正社員以外

調理スタッフ･接客スタッフ(高岡戸出店) 食堂，レストラン

株式会社 ジョイフル 東関西･北陸
大分県大分市三川新町1丁目1番45号

正社員

調理スタッフ･接客スタッフ(高岡インター店) 食堂，レストラン

株式会社 ジョイフル 東関西･北陸
大分県大分市三川新町1丁目1番45号

正社員

そろばん講師(イオンモール高岡) 学習塾

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

正社員

プログラマー(Ｃ言語) ソフトウェア業

株式会社 ネットシステム
福井県福井市高木中央2丁目1713-1

正社員以外

総合職(店舗管理) 遊戯場

株式会社 ムラタ
福井県福井市文京4丁目26-2

正社員
又は 8時30分～ 0時30分の間の7時間程度

ホール管理･カウンター管理 (一般職) 遊戯場

株式会社 ムラタ
福井県福井市文京4丁目26-2

正社員
又は 8時30分～ 0時30分の間の7時間程度

配管工 管工事業

ディッシュファシリティーズ株式会社
石川県金沢市野町2丁目5番11号

正社員

(臨時)契約社員 営業(高岡営業所) 電気機械器具卸売業

ホシザキ北信越株式会社
石川県金沢市松島2丁目26番地

正社員以外

営業(高岡営業所) 電気機械器具卸売業

ホシザキ北信越株式会社
石川県金沢市松島2丁目26番地

正社員

機械設計技術者 機械設計業

株式会社リバーヘッドシステムズ
石川県金沢市鞍月2丁目2番地石川県繊維会館3F

正社員

軌道作業者 一般土木建築工事業

中越興業 株式会社
南砺市野口800

正社員

調理補助(さくら苑) 食堂，レストラン

日本海給食 株式会社
富山市上赤江町1丁目8番13号

正社員以外

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

機能訓練担当職員(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

看護職(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

販売職(家電製品等販売)(砺波店･高岡店) 機械器具小売業

北信越ジョーシン 株式会社 営業部
富山市問屋町1丁目9番24号

正社員

介護職(つくしの家いみず) 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
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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) 9時45分～18時45分 他 173,000円～222,000円 11
1人 (2)10時15分～19時15分 その他 実費（上限あり） 3

042-796-6111 常 用 毎月　150,000円まで 288 雇用・労災・健康・厚生・財形
高岡市 13190- 5891291

40歳以下 通勤 (1) 9時45分～18時30分 他 185,000円～255,000円 11
1人 (2)10時15分～19時00分 その他 実費（上限あり） 3

042-796-6111 常 用 毎月　150,000円まで 288 雇用・労災・健康・厚生・財形
高岡市 13190- 5892591

35歳以下 通勤 (1) 8時45分～17時45分 他 177,000円～231,000円 1011
2人 (2)10時45分～19時45分 その他 実費（上限あり） 594

025-371-4115 (3)12時15分～21時15分 常 用 毎月　17,700円まで 11330 雇用・労災・健康・厚生・財形
高岡市 15070- 7904191

35歳以下 通勤 (1) 8時45分～17時45分 他 189,000円～241,000円 11330
2人 (2)10時45分～19時45分 その他 実費（上限あり） 6696

025-371-4115 (3)12時15分～21時15分 常 用 毎月　17,700円まで 11330 雇用・労災・健康・厚生・財形
高岡市 15070- 8192091

59歳以下 通勤 (1) 9時00分～18時00分 他 170,000円～200,000円 180
2人 (2)12時30分～21時30分 その他 実費（上限あり） 160

076-429-2908 常 用 毎月　20,000円まで 180 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 16010-18681991
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 土日祝他 210,000円～330,000円 1

1人 毎　週 実費（上限あり） 1
076-420-7330 常 用 毎月　20,000円まで 27 雇用・労災・健康・厚生

派遣 高岡市 16010-18727391
不 問 通勤 (1) 8時20分～17時10分 他 210,000円～330,000円 1

1人 毎　週 実費（上限あり） 1
076-420-7330 常 用 毎月　20,000円まで 27 雇用・労災・健康・厚生

派遣 高岡市 16010-18730891
59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時40分 水祝他 242,000円～532,000円 12

3人 その他 実費（上限なし） 2
0766-84-6110 常 用 17 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16010-18750091
59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時40分 水祝他 240,000円～500,000円 8

4人 その他 実費（上限なし） 2
076-424-5505 常 用 20 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16010-18751391
59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時40分 水祝他 220,000円～500,000円 12

2人 その他 実費（上限なし） 2
0766-84-6110 常 用 17 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16010-18753991
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時40分 水祝他 210,000円～500,000円 12

5人 その他 実費（上限なし） 2
0766-84-6110 常 用 17 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16010-18758591
不 問 通勤 (1) 9時30分～18時30分 他 176,000円～176,000円 12

2人 (2)13時15分～22時15分 毎　週 実費（上限あり） 6
0763-33-2570 常 用 毎月　28,000円まで 355 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16050- 4339591
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- 4394491
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時00分 日祝他 220,000円～270,000円 15

1人 (2) 8時30分～12時30分 その他 実費（上限あり） 13
0766-67-2001 常 用 毎月　10,000円まで 45 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16050- 4412191
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日他 175,000円～600,000円 3

1人 毎　週 実費（上限あり） 0
090-6583-1037 常 用 毎月　10,000円まで 3 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16050- 4446191
不 問 通勤 他 163,000円～216,000円 0

3人 その他 実費（上限あり） 0
076-255-1878 常 用 毎月　30,000円まで 115 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 17010-21679691
不 問 通勤 (1) 5時30分～14時30分 他 156,240円～208,320円 4

1人 (2) 9時00分～18時00分 毎　週 実費（上限なし） 2
076-222-9908 (3)10時30分～19時30分 臨時(4ヶ月以上) 45300 雇用・労災・健康・厚生

請負 高岡市 17010-21783391
不 問 通勤 (1) 5時00分～14時30分 他 170,000円～240,000円 10

1人 (2) 8時30分～17時30分 毎　週 実費（上限あり） 9
076-262-3380 (3)10時30分～20時00分 臨時(4ヶ月以上) 毎月　35,000円まで 9000 雇用・労災・健康・厚生・財形

請負 高岡市 17010-21817491
40歳以下 通勤 他 200,000円～300,000円 20

2人 その他 実費（上限なし） 18
076-292-0888 常 用 900 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 17010-21893791
18歳以上 通勤 (1) 8時00分～17時00分 土日 176,000円～220,000円 8

2人 毎　週 一定額 3
076-288-7131 常 用 43 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 17011- 2036991
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 他 180,000円～220,000円 30

1人 (2) 9時00分～18時00分 毎　週 実費（上限なし） 20
076-274-6113 (3)10時00分～19時00分 常 用 6864 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 17080- 7666691
34歳以下 通勤 (1) 9時30分～18時30分 他 191,000円～244,000円 6

2人 (2)12時00分～20時30分 その他 実費（上限あり） 4
0766-20-7600 常 用 毎月　18,000円まで 60 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 18010-15181791
35歳以下 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- 4608591
不 問 通勤 (1) 9時00分～17時00分 日祝他 200,000円～200,000円 2

1人 その他 実費（上限あり） 1
059-221-2125 常 用 毎月　20,000円まで 110 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 24030-10448891

322
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316

319

321

310

311

313

314

315

304

305

307

308

309

298

299

301

302

303

294

295

296

297

店員及び事務(高岡店) 他に分類されない小売業

北陸補聴器 株式会社
三重県津市丸之内養正町8番3号

正社員

営業 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

店舗業務(キングファミリー 高岡向野店) その他の各種商品小売業

アクティライフ 株式会社
福井県福井市下馬3丁目301番地

正社員

総合職【初期配属医療事務】富山３：上市･高岡･氷見 医薬品・化粧品小売業

株式会社 クスリのアオキ
石川県白山市松本町2512

正社員

交通誘導警備員【土･日曜日は休み】◎未経験の方歓迎します 警備業

株式会社 アドバンスサービス 石川営業所
石川県河北郡津幡町字北中条ﾗ29番地2 ﾊﾟﾙ駅前202号室

正社員

店舗運営スタッフ(ペッパーランチ) 専門料理店

株式会社 ハチバン
石川県金沢市新神田1丁目12番18号

正社員
9時00分～22時00分の間の8時間程度

調理師 食堂，レストラン

日本ゼネラルフード株式会社 北陸支社
石川県金沢市西念4丁目18番地40号 NYﾋﾞﾙ 601号

正社員以外

調理員(かがやき) 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
石川県金沢市西念3丁目11番34号

正社員以外

オープニングスタッフ大募集！ソックス･インナーの接客販売 その他の織物・衣服・身の回り品小売
業株式会社 時女

石川県金沢市広岡1-1-18 伊藤忠金沢ﾋﾞﾙ7階
正社員

9時30分～21時15分の間の8時間

電気作業 一般土木建築工事業

合同会社テクノリバイブ
南砺市細野255

正社員

理学療法士、作業療法士(リハビリ･デイサービスたかおか) その他の社会保険・社会福祉・介護事
業ライフ･クリエイト株式会社 

小矢部市中央町1-38
正社員

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

販売接客(ブックオフ高岡鐘紡店)店長候補 各種商品卸売業

株式会社 電陽社
砺波市新又152-2

正社員

リフォーム工事施工管理【富山店･高岡店】 建築工事業

株式会社 インカムハウス
富山市黒瀬468-1

正社員

設計(富山店、高岡店) 建築工事業

株式会社 インカムハウス
富山市黒瀬468-1

正社員

建築施工管理(木造注文住宅)(富山店･高岡店) 建築工事業

株式会社 インカムハウス
富山市黒瀬468-1

正社員

営業(富山店、高岡店) 建築工事業

株式会社 インカムハウス
富山市黒瀬468-1

正社員

医療医薬品に関する分析業務(理化学試験) 他に分類されない事業サービス業

株式会社 日本テクニカル･サポート
富山市西田地方町3丁目8番22号

無期雇用派遣

医療医薬品に関わる品質管理業務(理化学試験、培養試験) 他に分類されない事業サービス業

株式会社 日本テクニカル･サポート
富山市西田地方町3丁目8番22号

無期雇用派遣

販売スタッフ 菓子・パン小売業

株式会社 フルールリブラン
富山市上飯野1の1

正社員

店舗運営職･幹部候補(ナショナル社員) 他に分類されない小売業

株式会社 コメリ
新潟市南区清水4501番地1

正社員

販売･店舗運営職(リージョナル社員) 他に分類されない小売業

株式会社 コメリ
新潟市南区清水4501番地1

正社員

自動車営業(店頭)国産･輸入中古車･新車 高岡店 自動車小売業

株式会社 ケーユー
東京都町田市鶴間8-17-1

正社員

車検･定期点検等の車両整備 メカニック(高岡店) 自動車小売業

株式会社 ケーユー
東京都町田市鶴間8-17-1

正社員

Page 9



【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00分～17時00分 他 220,000円～405,000円 6
2人 その他 実費（上限なし） 3

072-952-3667 常 用 5900 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 27120- 9389591

59歳以下 通勤 (1) 8時30分～16時40分 他 215,000円～340,000円 10
2人 その他 実費（上限なし） 5

072-952-3667 常 用 5900 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 27120- 9907791
不 問 通勤 (1)10時00分～19時00分 他 177,300円～177,300円 5

1人 その他 実費（上限あり） 5
0120-022-315 臨時(4ヶ月以上) 毎月　50,000円まで 8718 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 39010-19386591
64歳以下 通勤 (1) 9時30分～19時00分 他 260,000円～350,000円 6

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 13010-96837091
不 問 通勤 (1) 9時30分～18時00分 他 155,300円～257,000円 0

2人 (2)11時00分～19時30分 その他 実費（上限あり） 0
0761-48-4320 (3)13時00分～21時30分 常 用 毎月　24,000円まで 14 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 17010-21366491
不 問 通勤 他 172,000円～189,200円 15

2人 その他 実費（上限なし） 2
076-292-0888 臨時(4ヶ月以上) 900 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 17010-21395091
18歳以上 通勤 他 200,000円～280,000円 477

1人 その他 実費（上限あり） 397
090-4320-7056 常 用 毎月　20,000円まで 477 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 18020- 5601491
59歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日他 246,000円～404,000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 16010-18400891
59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時15分 他 265,000円～265,000円 9

2人 な　し 実費（上限あり） 3
076-442-0133 常 用 毎月　32,000円まで 280 雇用・労災・健康・厚生

請負 高岡市 16010-18402591
59歳以下 通勤 (1) 9時00分～18時00分 日祝他 230,000円～350,000円 4

2人 その他 実費（上限あり） 1
043-237-1373 常 用 毎月　20,000円まで 50 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 13130-24401991
59歳以下 通勤 (1) 9時00分～18時00分 日祝他 250,000円～390,000円 4

2人 その他 実費（上限あり） 1
043-237-1373 常 用 毎月　20,000円まで 50 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 13130-24408091
不 問 通勤 (1) 4時30分～13時30分 他 216,000円～298,000円 21

1人 毎　週 実費（上限あり） 9
076-432-1511 常 用 毎月　17,000円まで 86 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16010-18360791
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 145,000円～155,000円 5

1人 その他 実費（上限なし） 1
0766-64-6516 常 用 54 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 17010-21305691

340
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335

336

337

339

329

330

331

333

325

327

一般事務(高岡店) 建築材料卸売業

コーケン株式会社
石川県金沢市割出町701番地の1

正社員

調理師(高岡営業所) 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

営業(センター長候補) 他に分類されない卸売業

株式会社 開店市場
東京都江戸川区松島1-28-11

正社員

営業 他に分類されない卸売業

株式会社 開店市場
東京都江戸川区松島1-28-11

正社員

斎場スタッフ 火葬・墓地管理業

株式会社 五輪
富山市奥田新町12番3号

正社員

調理師･工場責任者候補(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

正社員

店舗運営社員(星乃珈琲店富山) 喫茶店

株式会社 北陸フードシステムズ
福井県鯖江市水落町2丁目30-23

正社員
7時00分～23時00分の間の8時間

(契約)店舗運営(ペッパーランチイオンモール高岡店) 専門料理店

株式会社 ハチバン
石川県金沢市新神田1丁目12番18号

正社員以外
8時00分～22時00分の間の7時間以上

店舗運営･食品販売(全国の拘った食品を販売する店の運営) 各種食料品小売業

株式会社ＫＯＵ ＮＯ ＳＨＯＵ(ホクチングループ)
石川県金沢市湊4丁目56番地株式会社ﾎｸﾁﾝ 内

正社員

販売･ギフトアドバイザー(高岡店／全国転勤の正社員) 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

【契約社員】スタジオマリオ 高岡／鐘紡町店 写真機・時計・眼鏡小売業

(株)キタムラ
高知市本町4丁目1-16高知電気ﾋﾞﾙ3F

正社員以外

美容師 「美容プラージュ高岡店」 理容業

阪南理美容 株式会社 (店名：プラージュ)
大阪府藤井寺市春日丘3-12-1

正社員

理容師「理容プラージュ高岡店」 理容業

阪南理美容 株式会社 (店名：プラージュ)
大阪府藤井寺市春日丘3-12-1

正社員
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