
【一般】
年　齢 通住別 休日 賃　　　金 従業員数 業　　種

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

不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 243,700円～287,100円 6
1人 その他 実費（上限あり） 0

0766-25-2237 常 用 毎月　5,000円まで 6 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-11513791
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 220,000円～300,000円 18

2人 その他 実費（上限あり） 4
0766-22-3125 常 用 毎月　10,000円まで 18 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-11514891
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 300,000円～350,000円 18

2人 その他 実費（上限あり） 4
0766-22-3125 常 用 毎月　10,000円まで 18 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-11515291
40歳以下 通勤 (1) 7時20分～15時00分 他 169,220円～232,860円 308

1人 (2)14時50分～22時30分 その他 実費（上限あり） 13
0766-26-2401 (3)22時20分～ 7時30分 常 用 毎月　16,000円まで 796 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-11516591
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 176,000円～223,000円 12

1人 その他 なし 7
0766-21-6377 常 用 16 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-11517191
59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝 180,000円～190,000円 10

1人 その他 実費（上限なし） 9
0766-64-3145 常 用 19 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-11520791
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 160,000円～200,000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 16020-11521891
40歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 208,600円～265,500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 16020-11523591
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 土日祝他 180,000円～350,000円 0

1人 毎　週 なし 0
090-3760-0359 常 用 0

高岡市 16020-11524191
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時30分 日祝他 161,000円～253,000円 6

1人 その他 実費（上限あり） 1
0766-31-0513 臨時(4ヶ月未満) 6 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-11478191
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時30分 日祝他 161,000円～345,000円 6

1人 その他 実費（上限あり） 1
0766-31-0513 常 用 6 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-11479091
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 16020-11485591
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 16020-11486191
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 155,000円～165,000円 10

3人 その他 一定額 9
0766-64-2372 常 用 毎月　5,000円まで 60 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-11489691
不 問 通勤 (1) 9時00分～17時30分 木日祝他 165,000円～195,000円 0

1人 (2) 9時00分～12時00分 毎　週 実費（上限あり） 0
0766-22-1721 常 用 毎月　10,000円まで 0 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-11492891
不 問 通勤 (1) 9時00分～17時30分 木日祝他 165,000円～200,000円 0

1人 (2) 9時00分～12時00分 毎　週 実費（上限あり） 0
0766-22-1721 常 用 毎月　10,000円まで 0 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-11494591
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 16020-11499991
不 問 通勤 (1) 8時45分～17時45分 日祝他 173,800円～290,700円 26

1人 その他 実費（上限なし） 18
0766-24-0479 臨時(4ヶ月以上) 26 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-11506891
35歳以下 通勤 (1) 8時15分～17時15分 日祝他 200,000円～300,000円 16

1人 その他 実費（上限あり） 3
0766-23-6535 常 用 毎月　10,000円まで 20 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-11507291
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 202,000円～255,000円 64

2人 その他 実費（上限あり） 7
0766-63-0580 常 用 毎月　30,000円まで 64 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-11508591
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 202,000円～255,000円 64

2人 その他 実費（上限あり） 7
0766-63-0580 常 用 毎月　30,000円まで 64 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-11510691
不 問 通勤 (1) 8時10分～17時00分 日祝他 260,000円～380,000円 14

1人 その他 実費（上限あり） 5
0766-21-8300 常 用 毎月　15,000円まで 14 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-11519391
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職   種　　　　　

派　遣
請　負

ダンプ運転手(１０ｔ車) 一般貨物自動車運送業

株式会社 橋口興業
高岡市二塚708

正社員

建築設備工事 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

建築設備現場管理 管工事業

幸塚汽力工業 株式会社

正社員

高岡市中川上町10番14号

ボイラー発電設備の管理･保全等 パルプ製造業

中越パルプ工業株式会社 高岡工場
高岡市米島282

正社員

アルミ形材の加工･切断･梱包作業 建設用・建築用金属製品製造業

有限会社 長谷川製作所
高岡市三番町15

正社員

正社員

畜産農業

イセ 株式会社
一般事務

高岡市福岡町福岡新181

検査 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

正社員

商品配送【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

電気工事作業員 電気工事業

藤田電設

正社員

高岡市二塚1694-1

造園工(臨時) 園芸サービス業

有限会社 好緑園
高岡市立野626

正社員

造園技能工 園芸サービス業

有限会社 好緑園
高岡市立野626

正社員以外

正社員

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
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

鶏卵選別 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

受付、医療事務 一般診療所

大角耳鼻咽喉科医院
高岡市大坪町1-1-6

診療補助･検査(聴力検査等)受付 一般診療所

大角耳鼻咽喉科医院
高岡市大坪町1-1-6

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

正社員

グラフィックデザイナー デザイン業

株式会社 アキデザイン
高岡市問屋町270-1

経理事務 その他の設備工事業

北陸道路標識 株式会社

正社員以外

高岡市問屋町15番地

建築工事現場の代理人、主任技術者、施工管理 一般土木建築工事業

松島工業 株式会社
高岡市戸出町3-1-72

正社員

土木工事現場の代理人、主任技術者、施工管理 一般土木建築工事業

松島工業 株式会社
高岡市戸出町3-1-72

正社員

正社員

品質管理･労務管理 非鉄金属素形材製造業

エムエーコーポレーション株式会社
高岡市長慶寺794

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) 9時00分～18時00分 土日祝他 150,000円～180,000円 0
1人 毎　週 実費（上限あり） 0

080-8692-7773 常 用 毎月　5,000円まで 0
高岡市 16020-11448991

59歳以下 通勤 (1) 8時20分～17時30分 日祝他 230,000円～305,000円 40
1人 (2) 8時20分～17時50分 その他 実費（上限あり） 5

0766-45-0100 常 用 毎月　24,000円まで 40 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-11451591
40歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 200,000円～266,000円 24

1人 その他 実費（上限あり） 8
0766-21-5880 常 用 毎月　15,000円まで 24 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-11454391
44歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 156,000円～156,000円 24

1人 その他 実費（上限あり） 8
0766-21-5880 常 用 毎月　15,000円まで 24 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-11455691
59歳以下 通勤 (1) 9時00分～18時00分 土日祝 192,000円～240,000円 36

1人 毎　週 実費（上限あり） 18
0766-32-1777 常 用 毎月　20,000円まで 51 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-11459891
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時15分 土日祝他 183,000円～183,000円 680

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

高岡市 16020-11463691
39歳以下 通勤 (1) 9時00分～18時00分 日他 205,000円～280,000円 11

1人 その他 実費（上限なし） 4
0766-21-0319 常 用 11 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-11464991
不 問 通勤 (1) 9時00分～18時30分 火他 170,000円～250,000円 0

3人 その他 実費（上限あり） 0
0766-25-3930 常 用 毎月　18,700円まで 0

高岡市 16020-11465491
64歳以下 通勤 (1) 9時00分～18時00分 日他 185,000円～230,000円 11

1人 その他 実費（上限なし） 4
0766-21-0319 常 用 11 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-11466791
不 問 通勤 (1) 8時20分～17時30分 日他 235,000円～335,000円 40

1人 (2) 8時20分～17時50分 その他 実費（上限あり） 5
076-451-6100 常 用 毎月　24,000円まで 40 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-11474791
40歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時15分 日他 180,000円～200,000円 40

1人 その他 実費（上限あり） 23
0766-31-5885 常 用 毎月　18,000円まで 60 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-11477591
64歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 180,000円～250,000円 50

1人 (2) 7時00分～21時00分 その他 実費（上限あり） 12
0766-23-3666 (3)10時00分～15時00分 常 用 毎月　20,000円まで 50 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-11380191
64歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 180,000円～350,000円 50

1人 (2) 7時00分～21時00分 その他 実費（上限あり） 12
0766-23-3666 (3)10時00分～15時00分 常 用 毎月　20,000円まで 50 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-11381091
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 165,000円～300,000円 50

1人 (2) 7時00分～21時00分 その他 実費（上限あり） 12
0766-23-3666 (3)10時00分～15時00分 常 用 毎月　20,000円まで 50 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-11382391
64歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 180,000円～350,000円 50

1人 (2) 7時00分～21時00分 その他 実費（上限あり） 12
0766-23-3666 (3)10時00分～15時00分 常 用 毎月　20,000円まで 50 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-11383691
不 問 通勤 (1) 9時30分～18時00分 他 167,820円～281,770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 16020-11393491
不 問 通勤 (1) 5時00分～14時00分 日祝他 175,000円～300,000円 12

1人 その他 なし 1
0766-24-0248 常 用 12 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-11395891
39歳以下 通勤 (1) 8時15分～17時00分 日祝他 180,000円～200,000円 4

1人 その他 実費（上限あり） 1
0766-22-2997 常 用 毎月　10,000円まで 4 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-11409791
44歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 150,000円～150,000円 30

2人 その他 実費（上限あり） 28
0766-25-0545 常 用 毎月　6,500円まで 30 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-11412091
44歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 土日祝 150,000円～170,000円 4

1人 毎　週 実費（上限あり） 3
0766-21-3400 常 用 毎月　18,000円まで 4 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-11414691
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時15分 日祝他 136,000円～136,000円 26

1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 16020-11417791
35歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 180,000円～300,000円 0

1人 その他 なし 0
090-8263-0907 常 用 0

高岡市 16020-11419291
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福祉用具貸与･販売の営業、配達及び点検業務 その他の社会保険・社会福祉・介護事
業合同会社 ケアレンタルげんき

高岡市井口本江100番地 本江ﾌﾟﾗｻﾞ205号
正社員

大型運転手 再生資源卸売業

日本総合リサイクル 株式会社
高岡市伏木1丁目1番地1

営業職及び営業アシスタント 他に分類されない卸売業

株式会社 坂井

正社員

高岡市横田町2丁目10-24

一般事務員 他に分類されない卸売業

株式会社 坂井
高岡市横田町2丁目10-24

正社員

正社員

総務･経理業務 情報処理・提供サービス業

コムテックス株式会社
高岡市東中川町7-18

社会福祉士(地域医療部) 病院

高岡市民病院

正社員

高岡市宝町4番1号

営業職 広告業

株式会社 協和総商
高岡市赤祖父598

正社員以外

店舗スタッフ 喫茶店

株式会社 年輪
高岡市石塚41

正社員

正社員

財務事務員 広告業

株式会社 協和総商
高岡市赤祖父598

経理事務 再生資源卸売業

日本総合リサイクル 株式会社

正社員

高岡市伏木1丁目1番地1

通訳･事務･プラスチック製品検査 工業用プラスチック製品製造業

株式会社 プラコー
高岡市本保53

正社員

正社員

既設構造物(橋梁等)点検補助 土木建築サービス業

北建コンサル 株式会社
高岡市内免3丁目3-6

土木設計技士 土木建築サービス業

北建コンサル 株式会社

正社員

高岡市内免3丁目3-6

補償業務【建築物等(既存)の調査、積算、工法検討業務】 土木建築サービス業

北建コンサル 株式会社
高岡市内免3丁目3-6

正社員

測量技師 土木建築サービス業

北建コンサル 株式会社
高岡市内免3丁目3-6

正社員

正社員

板金工･塗装工【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

２ｔ運転手 一般貨物自動車運送業

有限会社 平成運送

正社員

高岡市下黒田777番地28
正社員

梱包及び検品 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

縫製工(仏具用小物をのせる布団や小物のミシン縫製) その他の繊維製品製造業

サカエ金襴 株式会社
高岡市問屋町59番地

正社員

組合事務局事務、簡易郵便局補助者 集会場

協同組合 高岡問屋センター
高岡市問屋町65番地

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

外装工 一般土木建築工事業

有限会社 アドバンス
高岡市関大町3-9

正社員以外

正社員

37

38

39

40

42

43

44

48

50

45

46

55

64

62

66

67

68
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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歳以上 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 146,880円～194,400円 24
5人 その他 実費（上限なし） 1

0766-54-0651 常 用 24 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-11421391
59歳以下 通勤 (1) 7時30分～16時30分 他 170,000円～235,000円 2

2人 その他 実費（上限あり） 2
0766-64-4528 常 用 毎月　8,000円まで 46 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-11434891
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 150,800円～168,800円 20

1人 (2) 8時30分～12時30分 な　し 実費（上限なし） 17
0766-44-8060 常 用 376 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-11438091
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 200,000円～220,000円 70

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

高岡市 16020-11324091
不 問 通勤 (1)10時00分～19時00分 水他 178,438円～292,642円 13

2人 毎　週 実費（上限あり） 12
080-3743-8181 常 用 毎月　20,000円まで 13 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-11325391
不 問 通勤 (1)10時00分～19時00分 水他 178,438円～178,438円 13

2人 毎　週 実費（上限あり） 12
080-3743-8181 臨時(4ヶ月以上) 毎月　20,000円まで 13 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-11326691
不 問 通勤 (1)10時00分～19時00分 水他 243,175円～360,930円 13

2人 毎　週 実費（上限あり） 12
080-3743-8181 常 用 毎月　20,000円まで 13 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-11327991
不 問 通勤 (1)10時00分～19時00分 水他 243,175円～243,175円 13

2人 毎　週 実費（上限あり） 12
080-3743-8181 臨時(4ヶ月以上) 毎月　20,000円まで 13 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-11328491
不 問 通勤 他 165,000円～250,000円 5

1人 その他 実費（上限あり） 4
0766-63-1160 臨時(4ヶ月以上) 毎月　7,000円まで 15 雇用・労災

高岡市 16020-11339291
不 問 通勤 他 165,000円～250,000円 5

1人 その他 実費（上限あり） 4
0766-63-1160 臨時(4ヶ月以上) 毎月　7,000円まで 15 雇用・労災

高岡市 16020-11340091
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日他 154,000円～179,000円 6

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

高岡市 16020-11346891
44歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時10分 日祝他 183,400円～255,000円 40

2人 その他 実費（上限あり） 12
0766-84-4977 常 用 224 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-11348591
35歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時10分 日祝他 220,000円～280,000円 40

1人 その他 実費（上限あり） 12
0766-84-4977 常 用 224 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-11349191
不 問 通勤 (1) 7時00分～16時00分 他 170,000円～220,000円 57

3人 (2) 5時30分～14時30分 その他 実費（上限なし） 31
0766-36-1111 (3) 9時00分～18時00分 常 用 57 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-11350691
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時15分 日祝他 176,000円～230,000円 39

2人 (2)17時00分～ 2時00分 その他 実費（上限あり） 17
0766-63-5152 (3) 1時00分～ 8時15分 常 用 毎月　15,000円まで 104 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-11351991
不 問 通勤 (1) 4時00分～13時00分 他 194,000円～230,000円 57

3人 (2) 7時00分～16時00分 その他 実費（上限なし） 31
0766-36-1111 常 用 57 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-11352491
不 問 通勤 (1) 7時00分～16時00分 他 170,000円～260,000円 57

6人 (2) 5時30分～14時30分 その他 実費（上限なし） 31
0766-36-1111 (3) 9時00分～18時00分 臨時(4ヶ月以上) 57 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-11353791
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 他 160,080円～165,600円 57

1人 その他 実費（上限なし） 31
0766-36-1111 臨時(4ヶ月未満) 57 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-11354891
不 問 通勤 (1) 8時15分～17時00分 土日祝他 160,000円～160,000円 4

2人 毎　週 一定額 1
0766-24-2601 常 用 毎月　5,000円まで 4 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-11357191
40歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時15分 日他 164,300円～164,300円 42

3人 その他 実費（上限あり） 23
0766-31-5885 常 用 毎月　18,000円まで 60 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-11360791
不 問 通勤 他 163,400円～275,200円 34

2人 その他 実費（上限あり） 26
0766-54-0839 臨時(4ヶ月以上) 毎月　16,980円まで 250 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-11362291
不 問 通勤 (1) 7時00分～14時00分 他 154,800円～275,200円 34

2人 (2) 7時00分～16時00分 その他 実費（上限あり） 26
0766-54-0839 (3) 7時00分～19時00分 臨時(4ヶ月以上) 毎月　16,980円まで 250 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-11364191

87

88

89

90

交通誘導警備員、雑踏警備員 警備業

高岡警備保障 株式会社
高岡市吉久1丁目273-8

正社員

清掃員 建物サービス業

有限会社 北砺ビルサービス
高岡市福岡町三日市342

正社員

クリニック受付事務(雨晴クリニック) 老人福祉・介護事業

医療法人社団 明寿会 アルカディア雨晴
高岡市太田桜谷23番地1

正社員

アルミ部材の切断、プレスなど 建設用・建築用金属製品製造業

北日アルミ建材工業 株式会社
高岡市石瀬694

受付、医療事務、歯科助手  (正社員) 歯科診療所

あいおい歯科 イオンモール高岡

正社員

高岡市下伏間江383 ｲｵﾝﾓｰﾙ高岡2階

受付、医療事務、歯科助手  (契約社員) 歯科診療所

あいおい歯科 イオンモール高岡
高岡市下伏間江383 ｲｵﾝﾓｰﾙ高岡2階

正社員

歯科衛生士(正社員) 歯科診療所

あいおい歯科 イオンモール高岡
高岡市下伏間江383 ｲｵﾝﾓｰﾙ高岡2階

正社員以外

正社員

歯科衛生士(契約社員) 歯科診療所

あいおい歯科 イオンモール高岡
高岡市下伏間江383 ｲｵﾝﾓｰﾙ高岡2階

正社員以外

調理師･調理師見習【高岡戸出本店】 食堂，レストラン

一休 (１９ＨＩＴＯＹＡＳＵＭＩ)
高岡市戸出伊勢領2415-1

カフェスタッフ【高岡戸出本店】 食堂，レストラン

一休 (１９ＨＩＴＯＹＡＳＵＭＩ)
高岡市戸出伊勢領2415-1

9時00分～23時00分の間の8時間程度

正社員以外

正社員以外

9時00分～23時00分の間の8時間程度

送迎運転手及び機能訓練補助 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

製材用機械オペレーター 製材業，木製品製造業

ウッドリンク株式会社 (製材事業部)

正社員

高岡市能町2000

ルート営業 製材業，木製品製造業

ウッドリンク株式会社 (製材事業部)
高岡市能町2000

正社員

一般事務及びフロント業務(正社員) スポーツ施設提供業

御坊山観光開発株式会社 『高岡カントリー倶楽部』
高岡市中田中田御坊山876

正社員

正社員

射出成形【本社工場･砺波工場】 その他のプラスチック製品製造業

戸出化成 株式会社
高岡市戸出西部金屋414

ゴルフ場の芝管理作業 スポーツ施設提供業

御坊山観光開発株式会社 『高岡カントリー倶楽部』

正社員

高岡市中田中田御坊山876

キャディ スポーツ施設提供業

御坊山観光開発株式会社 『高岡カントリー倶楽部』
高岡市中田中田御坊山876

正社員

清掃員 スポーツ施設提供業

御坊山観光開発株式会社 『高岡カントリー倶楽部』
高岡市中田中田御坊山876

正社員以外

正社員以外

鉄工、製缶、配管工事 生活関連産業用機械製造業

有限会社 道下組
高岡市二塚903番地

正社員

検査員 工業用プラスチック製品製造業

株式会社 プラコー
高岡市本保53

正社員

和食調理 旅館，ホテル

株式会社ホテルニューオータニ高岡
高岡市新横町一番地

7時00分～22時00分の間の8時間
パティシエ又はブーランジェ 旅館，ホテル

株式会社ホテルニューオータニ高岡

正社員以外

高岡市新横町一番地
正社員以外

69

71

72

75

76

77

78

79

81

86

82

83

84

85

91

94

95

96
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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歳以上 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日他 230,000円～345,000円 6
2人 その他 実費（上限あり） 1

090-7746-3034 常 用 毎月　10,000円まで 6 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-11365091
不 問 通勤 (1) 8時00分～16時30分 日他 180,000円～310,000円 13

1人 その他 実費（上限あり） 2
0766-26-8585 常 用 毎月　10,000円まで 13 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-11366391
不 問 通勤 (1) 9時00分～17時30分 日祝他 170,000円～205,000円 35

1人 その他 実費（上限あり） 12
0766-24-8223 常 用 毎月　6,000円まで 44 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-11375691
不 問 通勤 (1) 9時00分～17時00分 土日祝他 170,000円～250,000円 18

2人 毎　週 実費（上限あり） 15
0766-22-2397 常 用 毎月　35,000円まで 6934 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-11377491
44歳以下 通勤 (1) 8時55分～17時30分 水祝他 181,000円～260,000円 6

2人 その他 実費（上限あり） 2
076-492-1350 常 用 毎月　20,000円まで 46 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16010-20735291
30歳以下 通勤 (1) 9時15分～18時30分 月他 160,000円～180,000円 18

1人 その他 実費（上限あり） 2
076-425-1500 常 用 毎月　31,600円まで 115 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16010-20749491
44歳以下 通勤 他 190,000円～220,000円 8

1人 その他 実費（上限あり） 7
076-252-3686 常 用 毎月　50,000円まで 110 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 17010-24133591
44歳以下 通勤 他 190,000円～220,000円 8

1人 その他 実費（上限あり） 8
076-252-3686 常 用 毎月　50,000円まで 110 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 17010-24135091
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
076-237-2667 常 用 54 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 17010-24017991
59歳以下 通勤 (1) 9時00分～18時00分 日祝他 261,400円～350,000円 4

1人 毎　週 実費（上限なし） 3
076-237-3104 常 用 450 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 17010-24027791
59歳以下 通勤 (1) 9時00分～18時00分 日祝他 133,000円～200,000円 12

1人 (2) 8時30分～13時30分 毎　週 実費（上限なし） 8
076-423-8818 常 用 199 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16010-20576591
59歳以下 通勤 (1) 9時00分～18時00分 日祝他 133,000円～200,000円 5

1人 毎　週 実費（上限なし） 4
076-423-8818 常 用 199 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16010-20577191
59歳以下 通勤 (1) 9時00分～18時00分 日祝他 133,000円～200,000円 4

1人 (2) 8時30分～13時30分 毎　週 実費（上限なし） 3
076-423-8818 常 用 199 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16010-20578091
59歳以下 通勤 (1) 9時00分～18時00分 日祝他 133,000円～200,000円 5

1人 (2) 8時30分～13時30分 毎　週 実費（上限なし） 4
076-423-8818 常 用 199 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16010-20579391
30歳以下 通勤 (1) 9時00分～18時00分 月他 160,000円～200,000円 16

3人 その他 実費（上限あり） 13
076-471-6530 常 用 毎月　20,000円まで 170 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16010-20642691
44歳以下 通勤 (1) 8時30分～18時00分 日祝他 150,000円～230,000円 0

1人 その他 なし 0
0274-24-6101 常 用 30 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 10090- 2573991
18歳～59歳 通勤 (1)15時00分～ 0時00分 他 225,385円～454,080円 19

1人 その他 実費（上限なし） 8
080-3348-3651 常 用 1400 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 13010- 8145092
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 他 238,560円～255,600円 7

1人 その他 実費（上限あり） 7
076-443-9010 臨時(4ヶ月未満) 毎月　10,000円まで 218 雇用・労災・健康・厚生

派遣 高岡市 16010-20509591

107

113

114

115

又は 8時30分～18時30分の間の8時間

保温工(熱絶縁施工) その他の設備工事業

株式会社 森平工業
高岡市中保1452-4

金型みがき 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

正社員

障害福祉サービスの中での就労支援業務 障害者福祉事業

サンクオール 株式会社
高岡市丸の内1-40 高岡商工ﾋﾞﾙ8F 810号

正社員

営業･保全 【急募】(個人あて営業なし) 生命保険業

大同生命保険株式会社 富山支社 高岡営業所
高岡市昭和町3丁目1番13号 高岡金網ﾋﾞﾙ4F

正社員以外

営業(売買仲介) 不動産代理業・仲介業

株式会社 とやまサンホーム
富山市太郎丸西町一丁目7番9

ショールーム受付事務 自動車小売業

株式会社 ファーレン富山

正社員

富山市掛尾町513-2
正社員

アイスクリームの販売 その他の飲食料品小売業

有限会社オレンジ
石川県金沢市鳴和1-11-8

8時30分～22時00分の間の7時間以上
アイスクリームの販売 その他の飲食料品小売業

有限会社オレンジ

正社員

石川県金沢市鳴和1-11-8
8時30分～22時00分の間の7時間以上

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

薬剤師 その他の保健衛生

株式会社 アルプ
石川県金沢市近岡町309

正社員

正社員

医療事務(あおぞら薬局駅南) 医薬品・化粧品小売業

株式会社 アモール

又は 8時30分～18時30分の間の8時間
医療事務(駅南あさがお薬局) 医薬品・化粧品小売業

株式会社 アモール
富山市今泉147番地 AYﾋﾞﾙ2F

正社員

医療事務(たかおか南星薬局) 医薬品・化粧品小売業

株式会社 アモール
富山市今泉147番地 AYﾋﾞﾙ2F

又は 8時30分～18時30分の間の8時間

正社員

正社員

医薬品・化粧品小売業

株式会社 アモール
富山市今泉147番地 AYﾋﾞﾙ2F

正社員

美容師スタイリスト、アシスタント(高岡店) 美容業

ロルドコミュニケーションズ 株式会社
富山市古沢410-2

営業「スターツール」実演販売(富山県) 金属加工機械製造業

株式会社 スター

正社員

正社員

店長(富岡昭和町店)／正社員 その他の飲食店

株式会社 扇屋西日本
東京都文京区関口1-43-5 新目白ﾋﾞﾙ4F

正社員

有期雇用派遣

看護師(正･准) 労働者派遣業

株式会社 グレート 富山支店
富山市本町3番25号 富山本町ﾋﾞﾙ3F

群馬県藤岡市三本木119 ※

医療事務(成美薬局)

富山市今泉147番地 AYﾋﾞﾙ2F

97

98

99

101

103

108

109

110

112

104

117

119

121

123
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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
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