
【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

59歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 190,000円～230,000円 14
1人 毎　週 実費（上限あり） 6

0766-22-1865 常 用 毎月　15,000円まで 14 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 16020-12391191

64歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 土日祝他 180,000円～200,000円 17
1人 (2) 9時00分～18時00分 毎　週 実費（上限なし） 5

0766-24-0137 常 用 17 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 16020-12399291
不 問 通勤 (1) 9時00分～18時00分 土日祝他 200,000円～250,000円 0

1人 毎　週 なし 0
0766-54-5486 常 用 0

高岡市 16020-12400291
44歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時00分 日祝他 220,000円～269,000円 9

1人 (2) 5時45分～14時15分 その他 一定額 0
0766-44-1574 常 用 毎月　5,000円まで 14 雇用・労災・健康・厚生

請負 高岡市 16020-12402191
41歳以下 通勤 (1) 8時45分～17時30分 日祝他 154,000円～180,000円 90

1人 その他 実費（上限あり） 70
0766-31-2134 常 用 毎月　25,000円まで 130 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-12405691
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 145,000円～181,000円 93

1人 その他 実費（上限あり） 18
0766-64-4000 臨時(4ヶ月以上) 毎月　50,000円まで 122 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-12407491
40歳以下 通勤 (1) 8時10分～16時55分 土日他 190,000円～220,000円 80

1人 毎　週 実費（上限なし） 7
0766-64-3061 常 用 115 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-12410191
64歳以下 通勤 (1) 8時10分～17時00分 日祝他 176,000円～176,000円 7

2人 その他 実費（上限あり） 2
0766-21-1024 常 用 毎月　12,000円まで 10 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-12347891
不 問 通勤 (1)13時00分～22時00分 日他 200,000円～260,000円 2

1人 その他 なし 0
090-3333-6963 常 用 2 労災・健康・厚生

高岡市 16020-12348291
35歳以下 通勤 (1) 9時00分～18時00分 他 170,000円～200,000円 30

1人 その他 実費（上限あり） 10
0766-21-3821 常 用 毎月　25,000円まで 30 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-12351691
不 問 通勤 (1) 9時00分～18時00分 他 155,000円～160,000円 30

1人 その他 実費（上限あり） 10
0766-21-3821 常 用 毎月　25,000円まで 30 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-12352991
不 問 通勤 (1) 8時05分～17時00分 日祝他 210,500円～279,500円 21

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

高岡市 16020-12354791
不 問 通勤 (1) 8時05分～17時00分 日祝他 199,000円～279,500円 20

1人 その他 実費（上限あり） 3
0766-31-3545 常 用 毎月　6,000円まで 20 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-12355891
不 問 通勤 (1) 8時05分～17時00分 日祝他 210,500円～279,500円 21

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

高岡市 16020-12356291
不 問 通勤 (1) 8時05分～17時00分 日祝他 199,000円～279,500円 21

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

高岡市 16020-12357591
30歳以下 通勤 (1) 9時00分～18時00分 日他 180,000円～200,000円 30

1人 その他 実費（上限あり） 10
0766-21-3821 常 用 毎月　25,000円まで 30 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-12358191
不 問 通勤 (1) 9時00分～18時00分 他 200,000円～220,000円 30

1人 その他 実費（上限あり） 10
0766-21-3821 常 用 毎月　25,000円まで 30 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-12361491
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 土日祝他 180,000円～350,000円 16

1人 毎　週 実費（上限あり） 3
0766-25-6097 常 用 毎月　10,000円まで 16 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-12363891
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 土日祝他 180,000円～250,000円 16

1人 毎　週 実費（上限あり） 3
0766-25-6097 常 用 毎月　10,000円まで 16 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-12364291
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 160,000円～200,000円 15

1人 その他 実費（上限あり） 3
0766-22-3125 臨時(4ヶ月以上) 毎月　5,000円まで 16 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-12365591
59歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 152,653円～251,134円 200

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

高岡市 16020-12366191
30歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 190,000円～210,000円 64

3人 その他 実費（上限あり） 10
0766-64-3051 常 用 毎月　20,000円まで 125 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-12368391
44歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 175,000円～245,000円 21

1人 その他 実費（上限あり） 10
0766-30-5525 常 用 毎月　20,000円まで 43 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-12369691
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正社員

高岡市福岡町下老子733

アルミ切断、プレス加工、梱包 非鉄金属素形材製造業

石丸工業 株式会社
高岡市荻布88-1

正社員

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

株式会社 三和製作所
高岡市荒屋敷147

技術職、第二新卒歓迎！将来の幹部候補※高岡本社 骨材・石工品等製造業

山岡石材工業 株式会社

正社員以外

高岡市野村284-1

一般事務員 管工事業

幸塚汽力工業 株式会社
高岡市中川上町10番14号

土木設計 土木建築サービス業

株式会社 建成コンサルタント
高岡市野村284-1

設計補助(ＣＡＤ) 土木建築サービス業

株式会社 建成コンサルタント

正社員

高岡市三女子128番地

サービススタッフ(整備) 自動車小売業

タナベ自動車 株式会社
高岡市三女子128番地

正社員

出荷･配送 建設用・建築用金属製品製造業

株式会社 フジエー
高岡市四日市123番地8 四日市工業団地内

自動車鈑金塗装工 自動車小売業

タナベ自動車 株式会社

正社員

溶接･組立工 建設用・建築用金属製品製造業

株式会社 フジエー
高岡市四日市123番地8 四日市工業団地内

正社員

正社員

建設用・建築用金属製品製造業

株式会社 フジエー
高岡市四日市123番地8 四日市工業団地内

ビル建材のＣＡＤ及びＮＣプログラム 建設用・建築用金属製品製造業

株式会社 フジエー

正社員

自動車小売業

タナベ自動車 株式会社
高岡市三女子128番地

正社員

正社員

高岡市太田雨晴4960-5

カーライフアドバイザー 自動車小売業

タナベ自動車 株式会社
高岡市三女子128番地

正社員

塗装工 建設用・建築用金属製品製造業

有限会社 山口工業
高岡市東海老坂1200

配送 一般貨物自動車運送業

株式会社 ノア

正社員

高岡市福岡町下向田 3-1

機械加工オペレーター 鉄道車両・同部分品製造業

鉄道機器 株式会社 富山工場
高岡市福岡町下蓑1151

正社員以外

正社員

一般事務 その他の家具・装備品製造業

オリジン工業 株式会社
高岡市辻410

プラスチック板・棒・管・継手・異形押出
製品製造業三協化成 株式会社

一般事務･経理

正社員

油槽所構内作業員 その他の金属製品製造業

日本海ドラム 株式会社
高岡市伏木本町10番10号

正社員

正社員

冨山県高岡市五福町10-1

製材業，木製品製造業

株式会社 ウエダ
高岡市美幸町1-2-17

マッサージ師 その他の社会保険・社会福祉・介護事
業株式会社 Ｗｅａｌ 【はごろも訪問マッサージ】

正社員

紙製容器製造業

熊谷 株式会社
高岡市内免2-3-57

正社員

職   種　　　　　

派　遣
請　負

米袋、セメント袋等の製造オペレーター

鋳物･木型等の集配運搬業務

12

13

フロント受付スタッフ

機械工

高岡市四日市123番地8 四日市工業団地内
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【一般】
年　齢 通住別 休日 賃　　　金 従業員数 業　　種

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

職   種　　　　　

派　遣
請　負

不 問 通勤 (1) 8時30分～17時00分 日祝他 300,000円～500,000円 17
2人 その他 なし 3

0766-63-6351 常 用 17 雇用・労災・健康・厚生・財形
高岡市 16020-12372891

39歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時00分 日祝他 214,500円～350,000円 17
2人 その他 実費（上限あり） 3

0766-63-6351 常 用 毎月　3,200円まで 17 雇用・労災・健康・厚生・財形
高岡市 16020-12373291
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時00分 日祝他 300,000円～500,000円 17

1人 その他 実費（上限あり） 3
0766-63-6351 常 用 毎月　3,200円まで 17 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-12374591
64歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日他 230,000円～276,000円 4

1人 その他 実費（上限あり） 0
0766-36-0253 常 用 毎月　10,000円まで 4 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-12378691
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時15分 土日祝他 209,000円～255,100円 680

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

高岡市 16020-12384091
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時15分 他 183,200円～275,300円 40

1人 毎　週 実費（上限あり） 36
0766-50-8773 常 用 毎月　11,250円まで 50 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-12304491
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 175,000円～350,000円 32

2人 その他 実費（上限あり） 9
0766-84-5677 常 用 毎月　14,000円まで 32 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-12309191
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 170,000円～350,000円 32

1人 その他 実費（上限あり） 9
0766-84-5677 常 用 毎月　14,000円まで 32 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-12310691
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 170,000円～240,000円 32

1人 その他 実費（上限あり） 9
0766-84-5677 常 用 毎月　14,000円まで 32 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-12311991
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 180,000円～350,000円 40

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

高岡市 16020-12313791
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 180,000円～350,000円 40

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

高岡市 16020-12314891
59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 180,000円～180,000円 29

1人 (2) 8時30分～14時00分 その他 実費（上限あり） 15
0766-53-5637 常 用 毎月　4,200円まで 62 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-12330291
59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 190,000円～192,000円 33

1人 (2) 8時30分～14時00分 その他 実費（上限あり） 15
0766-54-0921 常 用 毎月　4,200円まで 62 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-12331591
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時15分 日祝他 161,300円～161,300円 24

1人 隔　週 実費（上限あり） 23
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 16020-12332191
59歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時30分 日祝他 250,000円～280,000円 4

1人 その他 実費（上限あり） 0
0766-31-6555 常 用 毎月　7,000円まで 4 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-12333091
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 他 200,000円～270,000円 141

1人 毎　週 実費（上限あり） 115
0766-27-8288 常 用 毎月　20,900円まで 240 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-12257491
不 問 通勤 (1) 9時00分～18時00分 日祝他 170,000円～220,000円 6

1人 毎　週 一定額 2
0766-24-8588 常 用 毎月　10,000円まで 6 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-12259891
39歳以下 通勤 日他 158,000円～200,000円 6

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

高岡市 16020-12261091
59歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 148,200円～182,150円 67

2人 その他 実費（上限あり） 21
0766-63-8079 常 用 毎月　26,000円まで 73 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-12267891
不 問 通勤 (1) 8時00分～16時35分 日祝他 156,000円～217,000円 90

1人 (2)15時25分～ 0時00分 その他 実費（上限あり） 19
0766-64-4000 (3)23時45分～ 8時20分 臨時(4ヶ月以上) 毎月　50,000円まで 122 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-12276291
18歳以上 通勤 (1) 8時00分～17時00分 他 189,200円～258,000円 36

5人 その他 実費（上限なし） 2
0766-25-5206 臨時(4ヶ月以上) 38 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-12278191
40歳以下 通勤 (1) 9時00分～17時00分 他 152,050円～216,400円 85

2人 (2)12時00分～20時30分 その他 実費（上限あり） 45
0766-24-7711 常 用 毎月　24,000円まで 500 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-12279091
18歳～40歳 通勤 (1) 9時00分～17時30分 他 152,400円～216,400円 85

2人 (2)19時00分～ 7時00分 その他 実費（上限あり） 45
0766-24-7711 常 用 毎月　24,000円まで 500 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-12280991
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高岡市熊野町14-2
又は 8時00分～20時30分の間の7時間程度

正社員

セレモニーホールスタッフ 冠婚葬祭業

オークス株式会社 高岡支社
高岡市熊野町14-2

又は 8時00分～20時30分の間の7時間程度

セレモニーセンタースタッフ 冠婚葬祭業

オークス株式会社 高岡支社

正社員

高岡市福岡町下向田 3-1

交通誘導員(呉西地区及び富山市内) 警備業

有限会社 日本海警備
高岡市高陵町7-22

正社員以外

正社員以外

硬質･軟質押出成形オペレーター プラスチック板・棒・管・継手・異形押出
製品製造業三協化成 株式会社

高岡市戸出春日788
正社員

アルミ加工 建設用・建築用金属製品製造業

協同アルミ 株式会社

高岡市駅南3丁目10番16号

動物看護師、診療助手、受付(看護師資格･経験不問) 獣医業

株式会社 みさき動物病院
高岡市京田498

正社員

正社員
9時00分～20時30分の間の8時間程度

営業 不動産代理業・仲介業

新生開発 株式会社

機能訓練指導員 老人福祉・介護事業

社会福祉法人 早川福祉会『特別養護老人ホーム藤園苑』

高岡市早川390番1
正社員

製造工 木製容器製造業

有限会社 システムマックス
高岡市大源寺110-1

正社員以外

正社員

高岡市三女子37-1

保育士(伏木古府保育園) 市町村機関

高岡市役所
高岡市広小路7番50号

正社員

職業指導員(ほまれの家佐野) 障害者福祉事業

株式会社 ＫＫ
高岡市三女子37-1

サービス管理責任者(ほまれの家小杉) 障害者福祉事業

株式会社 ＫＫ

正社員

正社員

高岡市出来田14番地

鉄工／溶接工／製缶工 鉄骨・鉄筋工事業

株式会社 和田鉄工建設
高岡市出来田14番地

正社員

一般事務 その他のプラスチック製品製造業

株式会社 カイスイマレン
高岡市吉久1-2-48

溶接ロボットオペレーター 鉄骨・鉄筋工事業

株式会社 和田鉄工建設

正社員

営業 その他のプラスチック製品製造業

株式会社 カイスイマレン
高岡市吉久1-2-48

正社員

正社員

設計、開発 その他のプラスチック製品製造業

株式会社 カイスイマレン
高岡市吉久1-2-48

介護支援専門員(ケアマネージャー)【高岡市京田】 老人福祉・介護事業

株式会社 Ｑ･Ｏ･Ｌ
高岡市問屋町44 ﾌﾙｰﾙ･ﾄﾞ･ヴｪｰﾙ1-101

正社員

薬剤師 病院

高岡市民病院
高岡市宝町4番1号

正社員以外

土木作業員又はその手元や補佐 一般土木建築工事業

有限会社 西野工業
高岡市滝138

正社員

管理職 管工事業

竹澤工業 株式会社
高岡市戸出町2丁目2657-1

正社員

正社員

高岡市戸出町2丁目2657-1

配管工 管工事業

竹澤工業 株式会社
高岡市戸出町2丁目2657-1

正社員

現場管理 管工事業

竹澤工業 株式会社

33

34

47
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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20分 日祝他 205,700円～297,200円 343
1人 その他 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 16020-12281491

59歳以下 通勤 (1) 7時00分～16時00分 他 153,000円～198,000円 18
1人 (2)10時00分～19時00分 その他 実費（上限あり） 11

0766-28-5020 (3)16時00分～10時00分 常 用 毎月　50,000円まで 5900 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 16020-12290491

59歳以下 通勤 (1) 7時00分～16時00分 他 151,000円～178,000円 18
1人 (2)10時00分～19時00分 その他 実費（上限あり） 11

0766-28-5020 (3)16時00分～10時00分 常 用 毎月　50,000円まで 5900 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 16020-12291791

59歳以下 通勤 (1) 7時00分～16時00分 他 199,000円～224,000円 18
1人 (2)10時00分～19時00分 その他 実費（上限あり） 11

0766-28-5020 (3)16時00分～10時00分 常 用 毎月　50,000円まで 5900 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 16020-12292891

59歳以下 通勤 (1) 9時00分～18時00分 他 294,000円～322,000円 18
1人 その他 実費（上限あり） 11

0766-28-5020 常 用 毎月　50,000円まで 5900 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 16020-12293291
不 問 通勤 (1) 8時15分～17時00分 日祝他 170,800円～240,000円 44

1人 その他 実費（上限あり） 4
0766-24-2624 常 用 毎月　10,000円まで 44 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-12294591
不 問 通勤 (1) 9時00分～18時00分 他 183,000円～450,000円 5

1人 (2) 9時00分～19時30分 毎　週 実費（上限あり） 3
070-3863-9830 常 用 毎月　40,000円まで 81 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16010-22353091
不 問 通勤 (1) 9時00分～18時00分 他 183,000円～450,000円 5

1人 (2) 9時00分～19時30分 毎　週 実費（上限あり） 3
070-3863-9830 常 用 毎月　40,000円まで 81 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16010-22365491
不 問 通勤 (1) 9時00分～18時00分 他 183,000円～450,000円 3

1人 (2) 9時00分～19時30分 毎　週 実費（上限あり） 2
070-3863-9830 常 用 毎月　40,000円まで 81 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16010-22366791
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 他 180,000円～250,000円 8

1人 (2) 8時30分～ 8時29分 その他 実費（上限あり） 0
076-433-6171 常 用 毎月　30,000円まで 205 雇用・労災・健康・厚生・財形

請負 高岡市 16010-22415291
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 土日祝他 200,000円～250,000円 1

1人 毎　週 実費（上限なし） 0
076-433-6171 常 用 170 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16010-22424191
不 問 通勤 (1) 9時45分～18時45分 他 178,000円～178,000円 4

1人 (2)10時00分～19時00分 その他 実費（上限あり） 2
077-536-6830 常 用 毎月　20,000円まで 60 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 17010-26084191
59歳以下 通勤 他 242,000円～242,000円 0

1人 その他 実費（上限なし） 0
03-5423-3601 常 用 568 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 13070-84352191
18歳～44歳 通勤 (1)15時00分～ 0時00分 他 265,083円～438,139円 16

1人 (2)18時00分～23時00分 その他 実費（上限あり） 8
0422-36-6788 (3)20時00分～ 5時00分 常 用 毎月　50,000円まで 22826 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 13170-41690891
不 問 通勤 (1) 9時00分～18時00分 日祝他 180,000円～180,000円 4

1人 (2)10時00分～19時00分 毎　週 実費（上限なし） 3
090-2520-2296 常 用 330 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 15010-35080491
不 問 通勤 (1)10時15分～19時45分 他 154,000円～167,200円 21

1人 毎　週 実費（上限あり） 11
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 16010-22285491
不 問 通勤 (1)10時00分～19時00分 他 180,000円～200,000円 2

3人 その他 実費（上限なし） 1
076-252-8411 常 用 43 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 17010-25953691
不 問 通勤 (1)10時00分～19時00分 他 180,000円～200,000円 3

3人 その他 実費（上限なし） 2
076-252-8411 常 用 43 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 17010-25955491
59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 土日祝他 215,000円～325,000円 5502

2人 毎　週 実費（上限なし） 4818
06-4709-8510 常 用 43391 雇用・労災・健康・厚生・財形

派遣 高岡市 27020-63041691
59歳以下 通勤 (1) 9時00分～18時00分 土日祝 270,000円～440,000円 7

1人 毎　週 実費（上限あり） 7
080-3129-0718 常 用 毎月　50,000円まで 2400 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 27060-32758791
不 問 通勤 日他 155,520円～207,600円 28

1人 その他 実費（上限あり） 26
0766-26-4367 臨時(4ヶ月以上) 毎月　10,000円まで 730 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16010-22155991
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時00分 土日祝 129,412円～144,637円 258

1人 毎　週 実費（上限なし） 120
0766-67-8413 臨時(4ヶ月以上) 258 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16050- 5165191
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時00分 土日祝 137,025円～182,700円 258

1人 毎　週 実費（上限なし） 120
0766-67-2115 臨時(4ヶ月以上) 258 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16050- 5167391
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小矢部市石動町10番30号
正社員以外

一般事務 農林水産業協同組合

いなば農業協同組合
小矢部市石動町10番30号

金融･共済業務 農林水産業協同組合

いなば農業協同組合

正社員以外

8時00分～18時00分の間の8時間程度
正社員以外

介護職員(ケアセンターいわせの) 警備業

富山県綜合警備保障 株式会社
富山市金屋2715-10

薬剤師(高岡店) 医薬品・化粧品小売業

株式会社 フロンティア
大阪府大阪市淀川区宮原3-5-36 新大阪ﾄﾗｽﾄﾀﾜｰ14階

正社員

(常派)化学分析技術者(品質管理) 他に分類されない事業サービス業

株式会社 スタッフサービス 大阪第一オフィス
大阪市北区角田町8-1 梅田阪急ﾋﾞﾙｵﾌｨｽﾀﾜｰ

正社員

無期雇用派遣

石川県金沢市鳴和1丁目13番1号

ソフトバンクショップスタッフ【高岡野村店】【未経験可】 他に分類されない小売業

有限会社ジョイテル
石川県金沢市鳴和1丁目13番1号

正社員

ソフトバンクショップスタッフ【高岡四屋店】【未経験可】 他に分類されない小売業

有限会社ジョイテル

盛付洗浄(長生寮) 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

正社員以外

調剤薬局事務員 医薬品・化粧品小売業

株式会社 コム･メディカル
新潟市中央区湖南24‐2

正社員店舗スタッフ(魚民 新高岡南口駅前店) 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

販売(レディースシューズ)／高岡店･全国社員 靴・履物小売業

株式会社ダブルエー
東京都渋谷区恵比寿1-20-18 7F

9時30分～21時30分の間の8時間

正社員

正社員

富山市稲荷元町1丁目1-11

モバイルアドバイザー(ソフトバンク戸出) 他に分類されない小売業

株式会社 ＮＤＰ
石川県金沢市有松3丁目6-30 2階 金沢事業所

正社員

設備管理(高岡市民病院) 管工事業

株式会社 日本空調北陸
富山市稲荷元町1丁目1-11

電気保安管理 管工事業

株式会社 日本空調北陸

正社員

富山市上飯野38-1
正社員

メガネハウス／販売(高岡野村店) その他の織物・衣服・身の回り品小売
業株式会社 メガネハウス

富山市上飯野38-1

メガネハウス／販売(高岡横田店) その他の織物・衣服・身の回り品小売
業株式会社 メガネハウス

正社員

正社員

メガネハウス／販売(高岡駅南店) その他の織物・衣服・身の回り品小売
業株式会社 メガネハウス

富山市上飯野38-1

高岡市早川558
正社員

ホーム長 老人福祉・介護事業

メディカル･ケア･サービス株式会社(愛の家グループホーム高岡美幸)

高岡市美幸町1丁目4番47号

製造スタッフ 鉄素形材製造業

株式会社 若野鋳造所

正社員

高岡市美幸町1丁目4番47号

リーダー職 老人福祉・介護事業

メディカル･ケア･サービス株式会社(愛の家グループホーム高岡美幸)

高岡市美幸町1丁目4番47号

正社員

正社員

介護職員(経験要･実務者研修資格以上要) 老人福祉・介護事業

メディカル･ケア･サービス株式会社(愛の家グループホーム高岡美幸)

高岡市美幸町1丁目4番47号

介護職員(経験要･初任者研修資格要) 老人福祉・介護事業

メディカル･ケア･サービス株式会社(愛の家グループホーム高岡美幸)

正社員

製造設備維持管理業務 無機化学工業製品製造業

日本曹達株式会社 高岡工場
高岡市向野本町300番地

正社員
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【一般】
年　齢 通住別 休日 賃　　　金 従業員数 業　　種

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

職   種　　　　　

派　遣
請　負

18歳～35歳 通勤 (1) 3時00分～12時00分 日祝他 200,000円～260,000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- 2184391
不 問 通勤 月他 250,000円～350,000円 1

2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- 2185691

110

111

【高岡駅地下･牛屋 鐡】＜経験者＞調理及びホールスタッフ 食堂，レストラン

牛屋 (有限会社 細川 ひみ番屋街店)
氷見市北大町25-5

9時00分～ 0時00分の間の7時間
正社員

仕入及び販売 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
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