
【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15分～17時30分 日祝他 175,000円～245,000円 34
3人 その他 実費（上限あり） 6

0766-28-9333 常 用 毎月　10,000円まで 34 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 16020-14066591
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 土日祝 200,000円～275,000円 7

1人 毎　週 実費（上限あり） 2
0766-25-2011 常 用 毎月　20,000円まで 7 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-14067191
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日他 250,000円～350,000円 26

1人 その他 実費（上限なし） 3
0766-21-5209 常 用 26 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-14069391
44歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 200,000円～230,000円 10

1人 その他 なし 7
0766-64-3073 常 用 16 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-14070791
59歳以下 通勤 (1) 8時15分～17時30分 日祝他 180,000円～250,000円 34

2人 その他 実費（上限あり） 6
0766-28-9333 常 用 毎月　10,000円まで 34 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-14071891
44歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日他 170,000円～246,000円 116

2人 (2)17時00分～ 2時00分 その他 実費（上限なし） 11
0766-63-7132 常 用 153 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-14073591
不 問 通勤 (1) 7時55分～17時15分 日祝他 205,000円～350,000円 130

2人 その他 実費（上限なし） 19
0766-23-4636 常 用 169 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-14074191
44歳以下 通勤 (1) 7時00分～16時00分 日他 174,000円～250,000円 116

10人 (2)15時45分～ 0時45分 その他 実費（上限なし） 11
0766-63-7132 (3) 0時15分～ 8時00分 常 用 153 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-14075091
35歳以下 通勤 (1) 7時55分～17時15分 日祝他 180,000円～280,000円 130

2人 その他 実費（上限なし） 19
0766-23-4636 常 用 169 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-14076391
不 問 通勤 (1) 7時55分～17時15分 日祝他 178,000円～350,000円 130

2人 その他 実費（上限なし） 19
0766-23-4636 常 用 169 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-14077691
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 16020-14082191
40歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 205,000円～350,000円 38

1人 その他 実費（上限あり） 22
0766-22-7115 常 用 毎月　20,000円まで 38 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-14091091
40歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 205,000円～350,000円 38

1人 その他 実費（上限あり） 22
0766-22-7115 常 用 毎月　20,000円まで 38 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-14092391
40歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時00分 日祝他 160,344円～264,000円 4

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

高岡市 16020-14093691
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時00分 日祝他 152,000円～240,000円 45

2人 (2) 7時00分～15時30分 その他 実費（上限あり） 7
0766-64-2328 (3)15時30分～ 0時00分 常 用 毎月　20,900円まで 129 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-14096791
35歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 他 180,000円～300,000円 800

3人 (2)20時30分～ 5時30分 毎　週 実費（上限あり） 80
0766-20-2111 常 用 毎月　50,000円まで 6067 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-14098291
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 200,000円～250,000円 8

2人 その他 実費（上限あり） 2
0766-64-6633 常 用 毎月　10,000円まで 8 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-14106091
不 問 通勤 (1) 8時30分～18時00分 日祝他 220,000円～280,000円 8

1人 (2) 9時30分～19時00分 その他 実費（上限あり） 7
0766-25-6060 (3) 8時30分～12時30分 常 用 毎月　10,000円まで 8 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-14107391
不 問 通勤 (1) 9時00分～18時00分 他 157,000円～205,000円 106

3人 (2) 7時00分～16時00分 その他 実費（上限あり） 86
0766-26-5678 (3)17時30分～ 9時30分 常 用 毎月　16,000円まで 180 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-14108691
59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 200,000円～300,000円 40

1人 その他 実費（上限あり） 7
0766-63-6168 常 用 毎月　10,000円まで 43 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-14109991
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 190,000円～235,000円 178

2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 16020-14110891
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日他 200,000円～270,000円 121

1人 その他 実費（上限あり） 11
0766-31-6001 常 用 毎月　20,000円まで 121 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-14111291
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時10分 日祝他 250,000円～450,000円 180

1人 毎　週 実費（上限あり） 38
0766-63-1100 常 用 毎月　20,000円まで 215 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-14114091
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職   種　　　　　

派　遣
請　負

構内作業(リフト運転、廃棄物選別、接客など) 再生資源卸売業

有限会社 荒木商会
高岡市長慶寺755

正社員

サンプル営業･ＯＡ機器営業、集金と配達 機械器具小売業

株式会社 二口オフィス
高岡市荻布343ｰ1

営業 一般土木建築工事業

株式会社 谷口

正社員

高岡市野村1354

配達及び梱包等の作業 加工紙製造業

有限会社 木村パッケージ
高岡市福岡町三日市280-1

正社員

４ｔ車の運転手、ドライバー、運搬、近距離のお仕事 再生資源卸売業

有限会社 荒木商会
高岡市長慶寺755

正社員

正社員

旋削オペレーター／未経験者歓迎 その他のはん用機械・同部分品製造
業ＮＳＫ富山 株式会社

高岡市戸出春日796-1

一般土木建築工事業

塩谷建設 株式会社
木造住宅施工管理

正社員

高岡市石瀬6-1

鍛造工･熱処理工／未経験者歓迎 その他のはん用機械・同部分品製造
業ＮＳＫ富山 株式会社

高岡市戸出春日796-1

正社員

正社員

オペレーター(ウォータージェット)に準ずる作業全般 一般土木建築工事業

塩谷建設 株式会社
高岡市石瀬6-1

建築施工管理･土木施工管理 一般土木建築工事業

塩谷建設 株式会社

正社員

高岡市石瀬6-1
正社員

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
高岡市福岡町下老子733

正社員

営業員(オフィスサポート) 他に分類されない卸売業

株式会社 才高
高岡市問屋町54

カストマーエンジニア 他に分類されない卸売業

株式会社 才高
高岡市問屋町54

開発設計 金属素形材製品製造業

三英工業 株式会社
高岡市福岡町赤丸1014-7

製造員(富山工場) 化学肥料製造業

いなほ化工 株式会社
高岡市駅南4丁目8-6

アルミ形材の加工･組立【佐加野工場･福岡･福岡西工場】 金属素形材製品製造業

三協立山 株式会社
高岡市早川70番地

正社員

現場作業員 土木工事業

有限会社 技建工業
高岡市福岡町矢部622-4

正･准看護師 一般診療所

福田医院
高岡市新横町1245

正社員

正社員

介護職員(長寿苑) 病院

医療法人社団 桑山会
高岡市大坪町1-1-3

ガラス加工(建築用合わせガラス) ガラス・同製品製造業

日石硝子工業 株式会社

正社員

高岡市戸出栄町7番地

品質管理 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

鋳造設備メンテナンス 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

総務･労務･人事 金属加工機械製造業

キタムラ機械 株式会社
高岡市戸出町1870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

不 問 通勤 (1) 9時00分～18時30分 日祝他 160,000円～180,000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 16020-13982391
不 問 通勤 (1) 7時30分～16時30分 他 162,000円～177,000円 40

1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 16020-13988291
不 問 通勤 (1) 7時30分～16時30分 他 182,000円～207,000円 40

1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 16020-13989591
64歳以下 通勤 (1) 8時30分～18時00分 他 245,000円～300,000円 0

1人 その他 実費（上限あり） 0
0763-58-5720 常 用 毎月　10,000円まで 40 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-13994791
40歳以下 通勤 (1) 8時15分～17時15分 日祝他 215,000円～280,000円 0

2人 その他 実費（上限あり） 0
0763-58-5720 常 用 毎月　10,000円まで 40 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-13995891
40歳以下 通勤 (1) 8時15分～17時15分 日祝他 215,000円～280,000円 16

2人 その他 実費（上限あり） 2
0763-58-5720 常 用 毎月　10,000円まで 40 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-13996291
不 問 通勤 (1) 7時00分～16時00分 他 242,000円～262,000円 91

1人 (2) 9時00分～18時00分 その他 実費（上限あり） 55
0766-53-5665 (3)10時00分～19時00分 常 用 毎月　15,000円まで 124 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-13997591
35歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 160,000円～250,000円 100

2人 その他 実費（上限あり） 30
0766-31-0576 常 用 毎月　20,000円まで 100 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-14000391
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 180,000円～250,000円 100

1人 その他 実費（上限あり） 30
0766-31-0576 常 用 毎月　20,000円まで 100 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-14001691
不 問 通勤 (1) 9時30分～18時30分 他 200,000円～200,000円 8

2人 毎　週 実費（上限なし） 6
0766-27-7211 常 用 35 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-14003491
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 16020-14004791
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 16020-14005891
18歳～44歳 通勤 (1) 8時00分～17時10分 日他 173,600円～187,100円 135

2人 (2)20時00分～ 5時10分 毎　週 実費（上限あり） 20
0766-21-2345 常 用 毎月　20,900円まで 137 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-14008191
44歳以下 通勤 (1) 8時10分～17時10分 日祝他 195,000円～235,000円 40

2人 その他 実費（上限なし） 18
0766-64-6411 常 用 40 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-14009091
44歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 150,000円～282,000円 235

2人 その他 実費（上限あり） 83
0766-20-2830 常 用 毎月　20,000円まで 235 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-14010991
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 150,000円～282,000円 235

2人 その他 実費（上限あり） 83
0766-20-2830 常 用 毎月　20,000円まで 235 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-14011491
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 150,000円～282,000円 235

1人 その他 実費（上限あり） 83
0766-20-2830 常 用 毎月　20,000円まで 235 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-14012791
59歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 150,000円～282,000円 235

1人 その他 実費（上限あり） 83
0766-20-2830 常 用 毎月　20,000円まで 235 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-14013891
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日他 185,000円～310,000円 70

2人 その他 実費（上限あり） 16
0766-62-0289 常 用 毎月　15,000円まで 70 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-14014291
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日他 184,000円～310,000円 70

1人 その他 実費（上限あり） 16
0766-62-0289 常 用 毎月　15,000円まで 70 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-14015591
59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日他 185,000円～310,000円 70

1人 その他 実費（上限あり） 16
0766-62-0289 常 用 毎月　15,000円まで 70 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-14016191
59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日他 185,000円～310,000円 70

1人 その他 実費（上限あり） 16
0766-62-0289 常 用 毎月　15,000円まで 70 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-14017091
30歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 土日他 215,000円～272,000円 70

1人 その他 実費（上限あり） 16
0766-62-0289 常 用 毎月　15,000円まで 70 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-14018391
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歯科受付･事務 歯科診療所

歯科クリニック福井
高岡市佐野950-1

正社員

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)
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)

正社員

高岡市野村879番地1 ﾀｲﾖｰﾋﾞﾙ2階

営業 その他の職別工事業

サン･エクステリア株式会社
高岡市福岡町江尻658

正社員

土木、外構工事 その他の職別工事業

サン･エクステリア株式会社
高岡市福岡町江尻658

正社員

正社員

サッシ及びエクステリア施工(福岡店) その他の職別工事業

サン･エクステリア株式会社
高岡市福岡町江尻658

管理者 老人福祉・介護事業

社会福祉法人新湊福祉会 特別養護老人ホーム 和の郷高岡

正社員

高岡市長江464-1
正社員

ＮＣ機械オペレーター 建設用・建築用金属製品製造業

株式会社 タケシタ
高岡市中保483

正社員

ＣＡＤオペレーター 建設用・建築用金属製品製造業

株式会社 タケシタ
高岡市中保483

店頭販売(高岡セリオ店、イオン高岡店) 呉服・服地・寝具小売業

株式会社ＡＢコーポレーション(Ｋｙｏｔｏ佳扇)

正社員

高岡市御旅屋町101番地 御旅屋ｾﾘｵ3階

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

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

正社員

鋳造 非鉄金属素形材製造業

三協ワシメタル 株式会社
高岡市長慶寺575

構内作業員 建設用・建築用金属製品製造業

有限会社 ナカシマ
高岡市福岡町土屋685-1

正社員

正社員

アルミ生産スタッフ(アルミ形材の加工、部品付、梱包) 建設用・建築用金属製品製造業

株式会社 広上製作所
高岡市長慶寺920

営業スタッフ 建設用・建築用金属製品製造業

株式会社 広上製作所

正社員

高岡市長慶寺920

ＣＡＤを使用した作図設計 建設用・建築用金属製品製造業

株式会社 広上製作所
高岡市長慶寺920

正社員

アルミ生産スタッフ(アルミ形材のＮＣ加工オペレーター) 建設用・建築用金属製品製造業

株式会社 広上製作所
高岡市長慶寺920

正社員

正社員

機械オペレーター デザイン業

株式会社 ウイン･ディー
高岡市ｵﾌｨｽﾊﾟｰｸ6番地

旋盤オペレーター デザイン業

株式会社 ウイン･ディー

正社員

高岡市ｵﾌｨｽﾊﾟｰｸ6番地

機構設計 デザイン業

株式会社 ウイン･ディー
高岡市ｵﾌｨｽﾊﾟｰｸ6番地

正社員

電装設計 デザイン業

株式会社 ウイン･ディー
高岡市ｵﾌｨｽﾊﾟｰｸ6番地

法人営業 デザイン業

株式会社 ウイン･ディー

正社員

正社員

高岡市ｵﾌｨｽﾊﾟｰｸ6番地
正社員

36

37

38

39

41

42

43

44

48

49

50

45

55

56

57

58
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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 180,000円～350,000円 3
2人 その他 なし 1

0766-26-9355 常 用 3 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 16020-14019691

59歳以下 通勤 (1) 9時00分～17時00分 他 180,000円～215,000円 10
2人 その他 実費（上限あり） 6

0766-24-4411 常 用 毎月　7,000円まで 10 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 16020-14026091

35歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 185,000円～205,000円 48
1人 その他 実費（上限なし） 10

0766-63-7777 常 用 78 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 16020-14031291
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時15分 他 174,600円～228,100円 7

1人 毎　週 実費（上限あり） 3
0766-31-4567 常 用 毎月　11,000円まで 220 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-14033191
不 問 通勤 (1) 8時00分～16時45分 日他 183,600円～262,100円 16

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

高岡市 16020-14034091
不 問 通勤 (1) 8時00分～16時45分 日他 181,600円～260,100円 16

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

高岡市 16020-14035391
44歳以下 通勤 (1) 8時10分～17時00分 土日他 170,000円～250,000円 50

2人 毎　週 実費（上限あり） 12
0766-63-7000 常 用 毎月　15,000円まで 63 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-14037991
40歳以下 通勤 (1) 8時10分～17時00分 土日他 170,000円～250,000円 50

2人 毎　週 実費（上限あり） 12
0766-63-7000 常 用 毎月　15,000円まで 63 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-14038491
44歳以下 通勤 (1) 8時10分～17時00分 土日他 170,000円～300,000円 50

1人 毎　週 実費（上限あり） 12
0766-63-7000 常 用 毎月　15,000円まで 63 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-14040591
35歳以下 通勤 (1) 8時10分～17時00分 土日他 170,000円～300,000円 50

1人 毎　週 実費（上限あり） 12
0766-63-7000 常 用 毎月　15,000円まで 63 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-14041191
59歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 198,000円～308,000円 68

1人 その他 実費（上限あり） 7
0766-22-4040 常 用 毎月　30,000円まで 87 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-14042091
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 16020-14048891
44歳以下 通勤 (1) 7時55分～17時00分 日祝他 170,000円～260,000円 50

1人 その他 実費（上限あり） 14
0766-31-1007 常 用 毎月　10,000円まで 50 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-14049291
不 問 通勤 (1) 9時00分～18時00分 他 180,000円～250,000円 5

2人 (2)10時00分～19時00分 その他 実費（上限あり） 1
076-464-3412 (3)11時00分～20時00分 臨時(4ヶ月以上) 毎月　10,000円まで 5 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-14050091
39歳以下 通勤 (1) 8時15分～17時15分 土日祝他 185,000円～230,000円 28

1人 毎　週 実費（上限あり） 7
0766-22-2713 常 用 毎月　15,000円まで 75 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-14053991
40歳以下 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 16020-14054491
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 16020-14056891
64歳以下 通勤 (1) 9時15分～17時00分 土日祝他 180,000円～240,000円 23

3人 毎　週 実費（上限あり） 19
0766-26-0169 常 用 毎月　30,000円まで 7580 雇用・労災・健康・厚生
高岡市･射水市 16020-14064891

不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 他 188,100円～193,300円 8
1人 (2)16時00分～ 9時00分 その他 実費（上限あり） 0

0766-26-0015 (3) 8時30分～ 8時29分 臨時(4ヶ月以上) 毎月　20,000円まで 700 雇用・労災・健康・厚生

請負 高岡市 16020-13913291
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 270,000円～380,000円 10

1人 その他 実費（上限あり） 2
0766-22-4506 常 用 毎月　5,000円まで 10 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-13917391
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 土日 200,000円～400,000円 7

1人 毎　週 実費（上限あり） 1
0766-22-6016 常 用 毎月　10,000円まで 7 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-13926691
35歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 145,000円～220,000円 76

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

高岡市 16020-13930591
不 問 通勤 (1) 9時00分～18時00分 土日祝他 170,000円～210,000円 4

2人 毎　週 実費（上限あり） 2
0766-27-1102 常 用 毎月　20,000円まで 35 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-13931191

87

88

89

大工工事(見習可) 建築リフォーム工事業

株式会社 吉本建築
高岡市石瀬846-7

正社員

フラワーコーディネーター 他に分類されない小売業

株式会社 花金
高岡市大手町11-32

正社員

事務員(営業担当補助) 他に分類されない小売業

東洋通信工業 株式会社
高岡市ｵﾌｨｽﾊﾟｰｸ9-2

介護職員【サービス付き高齢者向け住宅高志の郷】 老人福祉・介護事業

社会福祉法人 福鳳会

正社員

高岡市蔵野町3番地

理学療法士･作業療法士･言語聴覚士(機能訓練指導員) 老人福祉・介護事業

社会福祉法人 福鳳会
高岡市蔵野町3番地

正社員

正社員

柔道整復師･あん摩･マッサージ師(機能訓練指導員) 老人福祉・介護事業

社会福祉法人 福鳳会
高岡市蔵野町3番地

機械設計 金属加工機械製造業

ＫＡＮＡＭＯＲＩ ＳＹＳＴＥＭ Ｉｎｃ．株式会社

正社員

高岡市戸出栄町28

電気設計 金属加工機械製造業

ＫＡＮＡＭＯＲＩ ＳＹＳＴＥＭ Ｉｎｃ．株式会社
高岡市戸出栄町28

正社員

正社員

製缶(溶接) 金属加工機械製造業

ＫＡＮＡＭＯＲＩ ＳＹＳＴＥＭ Ｉｎｃ．株式会社
高岡市戸出栄町28

加工業務 金属加工機械製造業

ＫＡＮＡＭＯＲＩ ＳＹＳＴＥＭ Ｉｎｃ．株式会社

正社員

高岡市戸出栄町28

経理事務･総務事務 電気工事業

株式会社 開進堂
高岡市問屋町11

正社員

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

ＮＣ自動溶接機オペレーター 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

正社員

正社員

パソコンやｉｐｈｏｎｅの修理 電気機械器具修理業

株式会社 ＥＣＯＭＡＸ
高岡市熊野町61-1

商品出荷･仕入、営業アシスタント業務 建築材料卸売業

株式会社 オキタ

正社員以外

高岡市向野町3丁目58番地

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

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

正社員以外

商工会議所共済･福祉制度  推進スタッフ 生命保険業

アクサ生命保険 株式会社 高岡営業所
高岡市丸の内1-40 高岡商工ﾋﾞﾙ3F

正社員

施設員(ホテルニューオータニ高岡) 建物サービス業

株式会社ホクタテ 高岡支社
高岡市向野町4-12

建築技術者 一般土木建築工事業

シバヤマ建設 株式会社

正社員以外

高岡市京田162

土木施工管理(土日休日･完全週休２日制) 一般土木建築工事業

瀧根工業株式会社
高岡市東中川町10-11

正社員

正社員

事務職(資材管理部) 化学製品卸売業

第一物産 株式会社
高岡市宮田町9-16

営業及び管理業務 労働者派遣業

ファインテック株式会社 高岡営業所

正社員

高岡市下関町1-17 朝日ｽﾃｰｼｮﾝﾋﾞﾙ1F
正社員
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91
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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30分～17時40分 水祝他 220,000円～320,000円 30
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 16020-13937791

18歳～64歳 通勤 (1)23時00分～ 8時00分 他 200,000円～250,000円 50
1人 (2)15時00分～ 0時00分 その他 実費（上限あり） 25

0766-26-3000 (3)14時00分～23時00分 常 用 毎月　10,000円まで 50 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 16020-13939291

64歳以下 通勤 (1) 9時00分～18時00分 他 220,000円～280,000円 50
1人 (2)13時00分～22時00分 その他 実費（上限あり） 25

0766-26-3000 常 用 毎月　15,000円まで 50 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 16020-13941391

44歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時40分 水祝他 220,000円～380,000円 30
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 16020-13943991

35歳以下 通勤 (1) 9時00分～18時00分 日祝他 196,000円～220,000円 0
1人 その他 実費（上限あり） 0

0766-92-2150 常 用 毎月　5,000円まで 0
高岡市 16020-13944491
不 問 通勤 (1) 9時00分～18時00分 土日祝他 260,000円～300,000円 86

1人 毎　週 実費（上限あり） 67
0766-22-5703 常 用 毎月　10,000円まで 86 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-13945791
不 問 通勤 (1) 9時00分～17時30分 他 245,000円～275,000円 86

1人 (2)17時00分～ 9時30分 その他 実費（上限あり） 67
0766-22-5703 (3) 7時15分～15時45分 常 用 毎月　10,000円まで 86 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-13946891
不 問 通勤 (1) 9時00分～17時30分 他 205,000円～235,000円 86

1人 (2)17時00分～ 9時30分 その他 実費（上限あり） 67
0766-22-5703 (3) 7時15分～15時45分 常 用 毎月　10,000円まで 86 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-13947291
不 問 通勤 (1) 9時00分～17時30分 他 145,000円～160,000円 86

1人 (2)17時00分～ 9時30分 その他 実費（上限あり） 67
0766-22-5703 (3) 7時15分～15時45分 常 用 毎月　10,000円まで 86 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-13948591
59歳以下 通勤 (1) 9時00分～17時30分 他 155,000円～195,000円 86

1人 (2) 6時00分～14時30分 その他 実費（上限あり） 67
0766-22-5703 (3)11時00分～19時30分 常 用 毎月　10,000円まで 86 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-13949191
59歳以下 通勤 (1) 9時00分～17時30分 他 145,000円～160,000円 86

1人 (2) 6時00分～14時30分 その他 実費（上限あり） 67
0766-22-5703 (3)11時00分～19時30分 常 用 毎月　10,000円まで 86 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-13950691
40歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時40分 祝他 180,000円～250,000円 30

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 16020-13951991
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 16020-13952491
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 16020-13953791
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 16020-13954891
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 16020-13955291
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 160,000円～240,000円 20

2人 その他 実費（上限あり） 7
0766-23-0234 常 用 毎月　10,000円まで 20 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-13957191
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 160,000円～240,000円 20

1人 その他 実費（上限あり） 7
0766-23-0234 常 用 毎月　10,000円まで 20 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-13958091
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 16020-13959391
39歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時45分 日祝他 183,600円～295,000円 28

3人 その他 なし 7
0766-24-2217 常 用 28 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-13967691
44歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時45分 日祝他 166,240円～258,320円 28

2人 その他 なし 7
0766-24-2217 常 用 28 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-13969491
30歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 185,000円～210,000円 100

1人 その他 実費（上限あり） 50
0766-63-5080 常 用 毎月　18,700円まで 150 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-13970291
不 問 通勤 他 159,990円～214,590円 151

10人 毎　週 実費（上限あり） 48
0766-22-4886 常 用 毎月　6,910円まで 278 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-13976991

107

120

113

114

115

総務業務 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

フロント係 一般公衆浴場業

株式会社 アラヤストア－
高岡市駅南1丁目8-34

正社員

正社員

営業企画 一般公衆浴場業

株式会社 アラヤストア－
高岡市駅南1丁目8-34

人事･採用業務 一般土木建築工事業

石友ホーム株式会社

正社員

高岡市下牧野36-2

営業 情報処理・提供サービス業

ビズリアライズ 株式会社
射水市戸破3947番地5

正社員

作業療法士 病院

医療法人社団 紫水会 矢後病院
高岡市佐野1535番地

正社員

正社員

正看護師 病院

医療法人社団 紫水会 矢後病院
高岡市佐野1535番地

准看護師 病院

医療法人社団 紫水会 矢後病院

正社員

高岡市佐野1535番地

看護補助 病院

医療法人社団 紫水会 矢後病院
高岡市佐野1535番地

正社員

栄養士 病院

医療法人社団 紫水会 矢後病院
高岡市佐野1535番地

正社員

正社員

調理員 病院

医療法人社団 紫水会 矢後病院
高岡市佐野1535番地

一般事務【本社】 一般土木建築工事業

石友ホーム株式会社

正社員

高岡市下牧野36-2

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

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

正社員

正社員

営業 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 家具・建具・じゅう器等卸売業

株式会社 竹中銅器

正社員

高岡市美幸町2-1-16
正社員

ＣＡＤ･ＣＡＭオペレーター 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

正社員

機械板金工 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

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

正社員

高岡市四屋785

アルミ鋳物造型工 建設用・建築用金属製品製造業

株式会社 松樹メタル
高岡市長慶寺1031

正社員

アルミ鋳物仕上げ工 建設用・建築用金属製品製造業

株式会社 松樹メタル
高岡市長慶寺1031

正社員

正社員

物流業務 非鉄金属素形材製造業

株式会社 能作
高岡市ｵﾌｨｽﾊﾟｰｸ8-1

正社員

バス運転手 一般乗合旅客自動車運送業

加越能バス 株式会社
高岡市江尻字村中1243-1

5時30分～23時00分の間の8時間
正社員

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

108

110

111

112

104

105

106
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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30分～17時30分 他 149,900円～204,990円 151
2人 毎　週 実費（上限あり） 48

0766-22-4886 常 用 毎月　6,910円まで 278 雇用・労災・健康・厚生・財形
高岡市 16020-13977491
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時00分 日祝 171,400円～211,300円 26

3人 その他 実費（上限あり） 1
0766-22-4886 常 用 毎月　6,910円まで 278 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-13978791
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 他 169,800円～212,100円 93

1人 毎　週 実費（上限あり） 42
0766-22-4886 常 用 毎月　6,910円まで 247 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-13979891
不 問 通勤 (1) 9時00分～17時15分 日祝他 220,218円～220,218円 102

1人 その他 実費（上限なし） 72
0766-31-2091 臨時(4ヶ月以上) 1500 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-14023291
不 問 通勤 (1) 8時20分～17時20分 土日祝他 144,000円～144,000円 63

1人 毎　週 実費（上限なし） 10
0766-63-3805 常 用 67 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-14036691
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 16020-13893091
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 16020-13894391
34歳以下 通勤 (1) 8時15分～17時15分 日祝 196,000円～300,000円 16

1人 その他 実費（上限あり） 3
0766-63-7155 常 用 毎月　18,000円まで 24 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-13895691
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 他 200,000円～250,000円 100

1人 その他 実費（上限あり） 81
0766-20-8900 常 用 毎月　20,900円まで 255 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-13896991
59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 200,000円～230,000円 8

1人 その他 実費（上限あり） 6
0766-21-0222 常 用 毎月　10,000円まで 8 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-13898791
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時15分 月他 131,750円～131,750円 6

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

高岡市 16020-13899891
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 他 200,000円～250,000円 100

1人 その他 実費（上限あり） 81
0766-20-8900 常 用 毎月　20,900円まで 255 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-13900991
18歳以上 通勤 (1)17時30分～ 8時30分 他 186,912円～216,425円 19

2人 (2) 8時30分～17時30分 その他 実費（上限あり） 0
0766-21-2112 臨時(4ヶ月以上) 毎月　20,000円まで 1400 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-13902791
18歳以上 通勤 (1) 8時00分～17時00分 他 163,400円～172,000円 38

5人 (2)21時00分～ 6時00分 その他 一定額 1
0766-32-1320 臨時(4ヶ月以上) 245 雇用・労災・健康・厚生

請負 高岡市 16020-13904291
59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 180,000円～210,000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 16020-13910491
不 問 通勤 水他 200,000円～400,000円 4

1人 その他 実費（上限なし） 3
045-482-4820 臨時(4ヶ月以上) 2800 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 14150-22684091
不 問 通勤 (1) 9時00分～17時30分 月他 161,250円～161,250円 15

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

請負 高岡市 16010-25220591
18歳以上 通勤 (1) 8時00分～17時00分 他 154,080円～205,440円 30

3人 その他 実費（上限あり） 0
0766-21-5522 臨時(4ヶ月未満) 毎月　40,000円まで 750 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16010-25221191
59歳以下 通勤 (1) 8時30分～19時00分 日祝他 216,000円～236,400円 9

2人 その他 実費（上限あり） 2
076-422-0800 常 用 毎月　21,000円まで 165 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16010-25280391
不 問 通勤 (1) 9時00分～18時30分 火他 190,000円～236,000円 166

5人 その他 実費（上限なし） 21
076-441-2341 常 用 166 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16010-25282991
不 問 通勤 (1) 9時00分～17時30分 火他 190,000円～236,000円 166

3人 その他 実費（上限なし） 21
076-441-2341 常 用 166 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16010-25283491
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 他 300,000円～350,000円 60

4人 毎　週 実費（上限あり） 40
0766-74-1231 常 用 毎月　15,000円まで 147 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16010-25284791
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 他 300,000円～350,000円 60

4人 毎　週 実費（上限あり） 40
0766-74-1231 常 用 毎月　15,000円まで 147 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16010-25285891

又は 5時00分～23時00分の間の8時間

バス運転手(養成) 一般乗合旅客自動車運送業

加越能バス 株式会社
高岡市江尻字村中1243-1

自動車整備士 一般乗合旅客自動車運送業

加越能バス 株式会社

正社員

高岡市江尻字村中1243-1

旅行業営業職員 一般乗合旅客自動車運送業

加越能バス 株式会社
高岡市江尻字村中1243-1

正社員

倉庫内作業(荷受け･出荷)【フルタイムパート】 石油・鉱物卸売業

株式会社 テクノアソシエ 北陸営業所
高岡市福岡町赤丸420

一般事務 一般産業用機械・装置製造業

協和マシン株式会社

正社員

正社員以外

高岡市戸出春日795番地
正社員以外

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

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

機械･電気設備の施工管理(本社) その他の設備工事業

株式会社 ミヤシゲテクノ

正社員

高岡市ｵﾌｨｽﾊﾟｰｸ10-1

看護職員(准看護師) 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

営業販売 衣服卸売業

吉田産業 株式会社
高岡市清水町1丁目4-7

正社員

正社員

事業補助 社会教育

公益財団法人 高岡市民文化振興事業団
高岡市末広町1番7号 生涯学習ｾﾝﾀｰ3F

看護職員(准看護師)【デイサービス】 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

正社員以外

高岡市野村921-1

機械警備員(機動隊) 警備業

北陸綜合警備保障株式会社 高岡支社
高岡市あわら町1番1号 農協会館4F

正社員

警備スタッフ(契約) 警備業

株式会社トスネット北陸 高岡営業所
高岡市佐野字善津島1210-4

正社員以外

正社員以外

経理事務 畜産農業

イセ 株式会社
高岡市福岡町福岡新181

美容師／富山戸出店 美容業

株式会社ハクブン
神奈川県横浜市青葉区あざみ野2-2-3

9時30分～17時30分の間の7時間以上

正社員

正社員以外

車の配送及び洗車(高岡ボディーテクノセンター) 建物売買業，土地売買業

株式会社 品川グループ 本社
富山市千歳町2丁目5番26号

交通誘導員(高岡市、砺波市および近郊) 警備業

富山県綜合警備保障 株式会社

正社員以外

富山市金屋2715-10
正社員以外

ルート営業員(富山西営業所) 医薬品・化粧品小売業

広貫堂薬品販売 株式会社
富山市東中野1-1-1

正社員

営業職 自動車小売業

富山日産自動車 株式会社
富山市西新庄11番46号

整備士 自動車小売業

富山日産自動車 株式会社

正社員

富山市西新庄11番46号

精肉担当 各種食料品小売業

株式会社 マルワフード
富山市上赤江町2丁目2-28

正社員

鮮魚担当 各種食料品小売業

株式会社 マルワフード
富山市上赤江町2丁目2-28

正社員

正社員

124

125

121

122

123

127

128

129

130

131

132

133

134

135

138

139

140

141

146

147

143

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

40歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 土日祝他 165,000円～250,000円 6
1人 毎　週 実費（上限あり） 2

076-441-4321 常 用 毎月　14,000円まで 22 雇用・労災・健康・厚生・財形
高岡市 16010-25303391
不 問 通勤 (1) 7時30分～16時30分 日祝他 145,000円～220,000円 55

1人 その他 実費（上限あり） 4
0120-338-922 臨時(4ヶ月以上) 毎月　14,300円まで 1100 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 17010-29718291
18歳～44歳 通勤 (1)15時00分～ 0時00分 他 265,083円～438,139円 12

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 22826 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 13170-50829791
不 問 通勤 (1) 8時45分～17時45分 他 255,000円～255,000円 1011

1人 その他 実費（上限あり） 594
025-371-4115 臨時(4ヶ月以上) 毎月　17,600円まで 11330 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 15070-10691291
不 問 通勤 (1) 5時00分～14時00分 他 164,905円～181,395円 0

1人 (2) 8時30分～17時30分 毎　週 実費（上限あり） 0
076-247-8692 (3)10時45分～19時45分 臨時(4ヶ月未満) 毎月　3,000円まで 75 雇用・労災・健康・厚生

派遣 高岡市 17010-29632191
不 問 通勤 (1) 9時30分～18時45分 他 161,000円～201,000円 3

1人 (2)11時00分～20時15分 隔　週 実費（上限あり） 3
090-5133-4089 (3)12時00分～21時15分 常 用 毎月　30,000円まで 115 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 17010-29641091
59歳以下 通勤 (1) 9時00分～18時30分 日祝他 315,000円～450,000円 5

1人 (2) 9時00分～12時30分 毎　週 実費（上限あり） 4
0120-489-311 常 用 毎月　100,000円まで 1562 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 28040-18156691
44歳以下 通勤 他 190,000円～350,000円 17

3人 毎　週 実費（上限なし） 9
076-443-6101 常 用 105 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16010-25051291
44歳以下 通勤 他 190,000円～350,000円 17

3人 毎　週 実費（上限なし） 9
076-443-6101 常 用 105 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16010-25052591
59歳以下 通勤 (1) 9時30分～18時00分 水他 172,200円～343,580円 43

2人 その他 実費（上限なし） 25
076-420-1313 常 用 76 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16010-25125191
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- 5889891
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- 5892391
不 問 通勤 (1)10時00分～22時00分 他 180,000円～200,000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- 5894991
64歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 262,800円～273,800円 4

1人 隔　週 実費（上限あり） 1
0766-67-2038 常 用 毎月　12,000円まで 8 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16050- 5907391
不 問 通勤 (1) 9時00分～17時45分 土日祝他 190,000円～305,000円 112

2人 (2) 9時00分～15時00分 毎　週 実費（上限あり） 24
076-260-0900 常 用 毎月　100,000円まで 214 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 17010-29485491
18歳以上 通勤 他 165,000円～505,000円 9

1人 その他 実費（上限あり） 6
058-624-1604 臨時(4ヶ月以上) 毎月　100,000円まで 7523 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 13040-31437992
18歳以上 通勤 他 165,000円～505,000円 9

1人 その他 実費（上限あり） 7
058-624-1604 臨時(4ヶ月以上) 毎月　100,000円まで 7523 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 13040-31440292
18歳以上 通勤 他 165,000円～505,000円 13

1人 その他 実費（上限あり） 10
058-624-1604 臨時(4ヶ月以上) 毎月　100,000円まで 7523 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 13040-31442692
59歳以下 通勤 (1) 9時00分～18時30分 日祝他 150,000円～180,000円 4

1人 (2) 9時00分～13時00分 その他 実費（上限あり） 3
0258-34-8250 常 用 毎月　20,000円まで 153 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 15020-15549191
不 問 通勤 (1) 8時00分～ 7時59分 他 197,955円～241,945円 27

1人 その他 実費（上限あり） 19
076-421-9330 常 用 毎月　15,000円まで 1850 雇用・労災・健康・厚生

請負 高岡市 16010-24963691
59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時15分 土日祝他 172,664円～346,740円 3000

4人 毎　週 実費（上限あり） 1400
076-444-3441 常 用 毎月　55,000円まで 9000 公災・健康・厚生

高岡市 16010-25010191
59歳以下 通勤 (1) 7時30分～16時00分 土日祝他 180,048円～355,740円 3000

2人 (2) 8時30分～17時00分 毎　週 実費（上限あり） 1400
076-444-3441 (3)10時00分～18時30分 常 用 毎月　55,000円まで 9000 公災・健康・厚生

高岡市 16010-25011091
18歳～59歳 通勤 (1) 7時00分～14時30分 他 218,000円～219,000円 26

2人 (2)14時30分～21時30分 その他 実費（上限あり） 2
0766-22-4722 (3)21時30分～ 7時00分 常 用 毎月　13,000円まで 72 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16050- 5866591

179

180

181

製紙工(製紙原料の受入･投入) 一般貨物自動車運送業

富山工業 株式会社
砺波市新又26

正社員

県立学校寄宿舎指導員 都道府県機関

富山県庁
富山市新総曲輪1-7

正社員

県立学校実習助手 都道府県機関

富山県庁
富山市新総曲輪1-7

正社員

150

営業(高岡営業所) その他の機械器具卸売業

株式会社 黒川製作所
富山市金屋1634-10

(契約)たばこ配送ドライバー(２トン) 一般貨物自動車運送業

飛騨運輸株式会社 金沢支店

正社員

石川県金沢市湊4丁目5-2

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
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

正社員以外

正社員

採用営業マネージャー(嘱託社員) 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

正社員以外

調理補助 労働者派遣業

株式会社トップス
石川県金沢市窪7丁目285番地

アクセサリー服飾雑貨の販売接客Ｉｆｔｏイオンモール高岡店 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
又は 9時30分～21時15分の間の8時間

有期雇用派遣

正社員

薬剤師(広小路店) 医薬品・化粧品小売業

株式会社阪神調剤薬局
兵庫県芦屋市大桝町1-18

キッチンスタッフ(カプリチョーザ) 食堂，レストラン

有限会社 プライムワン

正社員

富山市柳町2-3-9
10時00分～22時00分の間の8時間

ホールスタッフ(カプリチョーザ) 食堂，レストラン

有限会社 プライムワン
富山市柳町2-3-9

正社員

11時00分～22時00分の間の8時間
営業 不動産賃貸業

朝日不動産 株式会社
富山市今泉西部町3番9

正社員

正社員

店舗管理者候補 食堂，レストラン

株式会社 柿里
砺波市高道113ｰ4

和食調理師 食堂，レストラン

株式会社 柿里

正社員

砺波市高道113ｰ4

和食調理師見習い 食堂，レストラン

株式会社 柿里
砺波市高道113ｰ4

正社員

重機オペレーター その他の鉱業

日本海鉱業 株式会社
小矢部市東福町3-26

正社員

正社員

カストマーエンジニア 産業機械器具卸売業

富士ゼロックス北陸 株式会社
石川県金沢市中橋町11-18

正社員

店舗管理･運営(店長候補)／高岡御旅屋通り店 その他の娯楽業

株式会社 コシダカ
東京都港区浜松町2丁目4-1 世界貿易ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ23階

医薬品・化粧品小売業

株式会社 バンテージ

正社員以外

10時00分～ 5時00分の間の8時間程度
店舗管理･運営(店長候補)／高岡姫野店 その他の娯楽業

株式会社 コシダカ
東京都港区浜松町2丁目4-1 世界貿易ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ23階

10時00分～ 5時00分の間の8時間程度

正社員以外

建物サービス業

アルコット 株式会社
富山市二口町3丁目5番地-5

正社員

店舗管理･運営(店長候補)／高岡駅南店 その他の娯楽業

株式会社 コシダカ
東京都港区浜松町2丁目4-1 世界貿易ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ23階

9時00分～ 6時00分の間の8時間程度
薬局事務(あおば薬局高岡店)

正社員以外

新潟県長岡市三和3丁目6-6

設備管理業務(富山県済生会高岡病院)

正社員以外

151

152

153

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

175

176

173

174

172

Page 6



【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～16時30分 日他 218,000円～219,000円 26
1人 その他 実費（上限あり） 2

0766-22-4722 常 用 毎月　13,000円まで 72 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 16050- 5867191

30歳以下 通勤 (1)11時00分～20時00分 金他 180,000円～180,000円 4
2人 毎　週 実費（上限あり） 4

076-260-8660 常 用 毎月　10,000円まで 20 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 17010-29322791
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 17010-29421291
不 問 通勤 (1) 9時00分～18時00分 日他 200,000円～280,000円 2

1人 毎　週 実費（上限あり） 1
0761-55-5261 常 用 毎月　10,000円まで 21 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 17020- 7894891
不 問 通勤 (1) 8時10分～17時30分 日祝他 214,960円～287,140円 15

1人 その他 実費（上限あり） 1
0766-63-3367 常 用 毎月　24,400円まで 315 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 21040- 7326391
不 問 通勤 他 180,000円～247,000円 0

5人 毎　週 実費（上限なし） 0
06-6886-7800 常 用 311 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 27060-36796991
40歳以下 通勤 (1) 9時45分～19時00分 他 195,000円～206,000円 3

1人 その他 実費（上限あり） 1
086-226-7101 常 用 毎月　20,000円まで 2835 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 33010-42829891
40歳以下 通勤 (1) 9時45分～19時00分 他 178,000円～188,000円 5

1人 その他 実費（上限あり） 4
086-226-7101 常 用 毎月　20,000円まで 2835 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 33010-42830191

184

185

186

187

188

189

182

183

フォーエル高岡店／販売(一般職) 男子服小売業

はるやま商事株式会社
岡山市北区表町1丁目2-3

正社員

フォーエル高岡店／販売(総合職) 男子服小売業

はるやま商事株式会社
岡山市北区表町1丁目2-3

正社員

アイリスト(アイデザイナー)週休３日 イオン高岡 その他の洗濯・理容・美容・浴場業

株式会社 Ｂｌａｎｃ
大阪市淀川区西中島5丁目12番8号 ｴｽ･ﾃｨ･ｴｽﾋﾞﾙ9F

正社員
9時30分～21時00分の間の10時間程度

２ｔ及び４ｔセールスドライバー(高岡支店) 一般貨物自動車運送業

株式会社 エスラインヒダ
岐阜県高山市新宮町830-16

正社員

訪問あん摩マッサージ指圧師(高岡店) その他の社会保険・社会福祉・介護事
業株式会社 トランスパレンス

石川県能美市大成町ﾘ84Fﾋﾞﾙ2階
正社員

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

エステティシャン 美容業

有限会社 ブランシェ
石川県金沢市もりの里2‐99

正社員

製紙工(製紙原料の受入･投入) 一般貨物自動車運送業

富山工業 株式会社
砺波市新又26

正社員
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