
【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) 9時00分～17時00分 土日祝他 200,000円～300,000円 9
1人 毎　週 なし 4

0766-29-0830 臨時(4ヶ月以上) 9 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 16020-15334591

44歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 165,000円～275,000円 24
1人 その他 実費（上限あり） 5

0766-21-2366 常 用 毎月　20,000円まで 24 雇用・労災・健康・厚生・財形
高岡市 16020-15336091
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時00分 日祝他 193,875円～229,125円 20

1人 その他 実費（上限あり） 4
0766-26-5009 常 用 毎月　15,000円まで 20 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-15337391
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日他 180,000円～200,000円 15

1人 その他 実費（上限なし） 2
0766-21-2424 常 用 21 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-15338691
59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 150,000円～250,000円 75

1人 その他 実費（上限なし） 40
0766-63-4750 常 用 85 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-15346691
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時00分 日祝他 170,000円～300,000円 5

1人 その他 実費（上限あり） 2
0766-22-5511 常 用 毎月　15,000円まで 9 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-15295291
59歳以下 通勤 (1) 7時00分～16時00分 他 155,628円～243,648円 0

2人 (2) 9時00分～18時00分 その他 実費（上限あり） 0
0766-36-1200 (3)10時15分～19時15分 常 用 毎月　31,600円まで 184 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-15300191
不 問 通勤 (1) 7時30分～17時00分 他 168,800円～185,680円 45

5人 (2)13時00分～22時30分 毎　週 実費（上限あり） 30
0766-53-5832 臨時(4ヶ月以上) 毎月　30,000円まで 14868 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-15301091
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 他 172,800円～199,800円 451

1人 毎　週 実費（上限あり） 360
0766-21-0570 常 用 毎月　27,100円まで 451 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-15311691
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 179,400円～199,800円 451

2人 毎　週 実費（上限あり） 360
0766-21-0570 常 用 毎月　27,100円まで 451 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-15314791
40歳以下 通勤 (1) 9時00分～18時00分 他 150,000円～260,000円 20

3人 (2)14時30分～23時30分 その他 実費（上限あり） 15
0766-28-3824 常 用 毎月　10,000円まで 40 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-15323891
35歳以下 通勤 (1) 9時00分～18時00分 他 150,000円～260,000円 20

1人 (2)14時30分～23時30分 その他 実費（上限あり） 15
0766-28-3824 常 用 毎月　10,000円まで 40 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-15324291
44歳以下 通勤 (1) 9時00分～18時00分 土日祝他 172,000円～172,000円 8

2人 毎　週 実費（上限なし） 4
0766-50-8907 常 用 403 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-15329691
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時30分 他 184,000円～213,000円 15

2人 その他 なし 3
0766-64-6377 常 用 15 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-15247091
35歳以下 通勤 (1) 9時00分～18時00分 日祝他 180,000円～220,000円 25

1人 その他 実費（上限あり） 13
0766-24-8543 常 用 毎月　10,000円まで 25 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-15258691
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 16020-15262591
59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 295,000円～400,000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 16020-15263191
不 問 通勤 日他 280,000円～280,000円 7

1人 その他 実費（上限あり） 1
0766-50-8102 常 用 毎月　31,600円まで 7 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-15267991
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日他 163,000円～183,000円 8

1人 (2) 8時30分～17時30分 毎　週 実費（上限あり） 7
0766-64-2929 常 用 毎月　10,000円まで 8 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-15279291
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 16020-15282691
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 16020-15283991
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 16020-15284491
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 16020-15285791
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職   種　　　　　

派　遣
請　負

損害保険･生命保険のコンサルティング営業 損害保険業

有限会社 ばんばん保険企画
高岡市本丸町13-6 本丸ﾋﾞﾙ1F

正社員以外

資材運搬 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

経理事務 とび・土工・コンクリート工事業

株式会社 山本建成工業

正社員

高岡市角302-4

一般事務 食料・飲料卸売業

日本海酒販 株式会社
高岡市荻布177-1

正社員

正社員

製造スタッフ(技術部門) 野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料
品製造業菱富食品工業 株式会社

高岡市二塚205-8
正社員

行政書士業務補助 行政書士事務所

行政書士法人 谷道事務所
高岡市中川本町8-6

生活支援員(養護老人ホーム 志貴野長生寮) 障害者福祉事業

社会福祉法人 高岡市身体障害者福祉会

正社員

高岡市葦附1239番地の27

ジーユー販売スタッフ／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 ジーユーイオンモール高岡店

高岡市下伏間江383 ｲｵﾝﾓｰﾙ高岡 西館内

正社員

正社員以外

言語聴覚士(正職員) 病院

富山県済生会高岡病院
高岡市二塚387-1

理学療法士 病院

富山県済生会高岡病院
高岡市二塚387-1

正社員

フロントスタッフ スポーツ施設提供業

株式会社 オーパス
高岡市木津1632-1

ジム･スタジオ･スイミングインストラクター スポーツ施設提供業

株式会社 オーパス
高岡市木津1632-1

事務･簡単な経理･電話対応 ◎土日祝完全お休み◎ 労働者派遣業

株式会社 フローム
高岡市駅南4丁目11番地27号 ﾄﾅﾐﾎｰﾑﾋﾞﾙ1階

農業機械オペレーター 農業サービス業

樽蔵産業 株式会社
高岡市福岡町蓑島 584

正社員

デザイナー･ＣＡＤオペレーター 印刷業

相互企画印刷 株式会社
高岡市西町3-31

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

正社員

高岡市荒屋敷66番地

大型長距離運転手(平ボデー) 一般貨物自動車運送業

株式会社 アップライン
高岡市能町東30

正社員

0時00分～23時59分の間の7時間以上
介護職員(介護福祉士) 他に分類されない非営利的団体

特定非営利活動法人 ウェルネット(富山型デイサービス ふく福)

高岡市福岡町福岡新295

正社員

正社員

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』
高岡市中田中田御坊山876

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』

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
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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55分～17時15分 日祝他 151,900円～271,250円 12
2人 その他 実費（上限なし） 1

0766-23-4636 臨時(4ヶ月以上) 169 雇用・労災・健康・厚生・財形
高岡市 16020-15286891

64歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日他 230,000円～299,000円 4
1人 その他 実費（上限あり） 1

0766-64-2369 常 用 毎月　20,000円まで 4 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 16020-15287291
不 問 通勤 (1) 8時30分～18時00分 日祝他 160,000円～220,000円 8

2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 16020-15289191
不 問 通勤 (1) 7時30分～17時00分 他 185,900円～202,800円 45

3人 (2)13時00分～22時30分 毎　週 実費（上限あり） 30
0766-53-5832 常 用 毎月　30,000円まで 14868 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-15298091
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 150,000円～400,000円 4

1人 その他 なし 1
0766-31-0156 常 用 4 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-15232991
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時00分 他 140,000円～140,000円 4

1人 その他 実費（上限あり） 1
0766-31-0156 常 用 毎月　5,000円まで 4 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-15233491
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日他 149,000円～199,800円 9

2人 (2) 9時00分～18時00分 毎　週 実費（上限あり） 7
0766-50-9866 常 用 毎月　10,000円まで 9 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-15236291
39歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 200,000円～240,000円 10

1人 (2) 8時30分～16時00分 その他 一定額 4
0766-22-8181 常 用 毎月　5,000円まで 10 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-15240991
不 問 通勤 (1) 8時10分～17時10分 日祝他 200,000円～200,000円 39

1人 その他 実費（上限なし） 17
0766-64-6411 常 用 39 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-15241491
18歳以上 通勤 (1)15時00分～23時30分 火他 210,000円～400,000円 40

3人 (2)15時00分～ 0時00分 その他 実費（上限あり） 12
0766-22-3333 (3)15時00分～22時30分 常 用 毎月　5,000円まで 57 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-15242791
18歳以上 通勤 (1)15時00分～23時30分 火他 210,000円～400,000円 40

2人 (2)15時00分～ 0時00分 その他 実費（上限あり） 12
0766-22-3333 (3)15時00分～22時30分 常 用 毎月　5,000円まで 57 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-15243891
不 問 通勤 (1) 9時00分～18時00分 土日 278,500円～298,500円 91

1人 毎　週 実費（上限あり） 55
0766-53-5665 常 用 毎月　15,000円まで 124 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-15169991
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時20分 日祝他 150,000円～220,000円 20

1人 その他 一定額 6
0766-31-2794 常 用 毎月　3,000円まで 20 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-15170891
不 問 通勤 (1) 9時00分～19時30分 日祝他 200,000円～285,000円 10

1人 (2) 9時00分～16時00分 毎　週 実費（上限あり） 9
0766-73-6480 常 用 毎月　10,000円まで 10 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-15172591
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 その他 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 16020-15178491
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 その他 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 16020-15179791
59歳以下 通勤 (1) 7時00分～16時00分 他 171,000円～217,800円 137

2人 (2) 9時30分～18時30分 その他 実費（上限あり） 102
0766-82-5615 (3)10時00分～19時00分 常 用 毎月　20,900円まで 903 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-15181191
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 16020-15187791
40歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 200,000円～300,000円 92

2人 (2) 9時00分～18時00分 その他 実費（上限あり） 55
0766-25-0025 常 用 毎月　10,000円まで 92 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-15192691
不 問 通勤 (1) 8時30分～18時00分 日他 170,000円～200,000円 11

1人 その他 実費（上限あり） 3
0766-36-1234 常 用 毎月　10,000円まで 13 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-15194491
39歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日他 149,600円～210,300円 57

1人 毎　週 実費（上限あり） 42
0766-36-1200 常 用 毎月　31,600円まで 227 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-15196891
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 他 170,000円～220,000円 3

1人 (2) 9時00分～18時00分 その他 実費（上限あり） 1
0766-24-0420 (3)11時00分～19時00分 常 用 毎月　5,000円まで 9 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-15197291
不 問 通勤 (1) 8時15分～17時15分 日祝他 250,000円～350,000円 8

1人 (2) 8時30分～17時15分 その他 実費（上限なし） 3
0766-26-5050 常 用 15 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-15200791
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施工管理部の直庸作業員(本社) 一般土木建築工事業

塩谷建設 株式会社
高岡市石瀬6-1

土木作業員 土木工事業

株式会社 上田組

正社員以外

高岡市福岡町大滝133

看護助手 一般診療所

福田医院
高岡市新横町1245

正社員

ジーユー販売スタッフ、店長代行者候補／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 ジーユーイオンモール高岡店

高岡市下伏間江383 ｲｵﾝﾓｰﾙ高岡 西館内

正社員

正社員

管理職(支配人) 一般貨物自動車運送業

オモテ運輸 株式会社
高岡市境691

４ｔ平ボディ運転者(貸切専門) 一般貨物自動車運送業

オモテ運輸 株式会社

正社員

高岡市境691

訪問介護員 老人福祉・介護事業

合同会社 ケアサポートひふみ
高岡市野村1844 ﾒｿﾞﾝ藤 20B

正社員

商品配送員 建築材料卸売業

山与 株式会社
高岡市問屋町103

正社員

正社員

配達及び梱包 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

キッチンスタッフ、調理スタッフのお仕事【高岡駅前店】 専門料理店

高岡秋吉 株式会社

正社員

高岡市御旅屋町1032-1

ホール･サービススタッフ、接客の仕事。未経験可／高岡駅前 専門料理店

高岡秋吉 株式会社
高岡市御旅屋町1032-1

正社員

正社員

施設長 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

高岡市長江464-1

ＤＴＰ･ＷＥＢデザイン制作 印刷業

キクラ印刷 株式会社

正社員

高岡市樋詰48-2

歯科衛生士 歯科診療所

まつうら歯科クリニック
高岡市蓮花寺136-1

正社員

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

正社員

高岡市戸出市野瀬388

介護職員(特別養護老人ホームニ上万葉苑)【正職員】 老人福祉・介護事業

社会福祉法人 射水万葉会
射水市朴木211番地1

正社員

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

又は 6時00分～18時00分の間の8時間
正社員

総合職 他に分類されない卸売業

株式会社 本保
高岡市大町16-14

一般事務 家具・建具・じゅう器等卸売業

株式会社キョーエー

正社員

高岡市若杉85

事務員 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

正社員

正社員

ガソリンスタンド一般業務 燃料小売業

有限会社 金田石油店
高岡市宮田町1番1号

企画営業【本社】 化学製品卸売業

大同産業 株式会社

正社員

高岡市下伏間江331
正社員

38

39

40

41

50

55

56

61

62

66

67

68

70

72

73

74

75

76
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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40分 水祝他 220,000円～370,000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 16020-15206391
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 土日他 166,000円～250,000円 185

2人 毎　週 実費（上限なし） 25
0766-31-0021 常 用 260 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-15210291
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 土日他 200,000円～300,000円 185

2人 毎　週 実費（上限なし） 25
0766-31-0021 常 用 260 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-15211591
不 問 通勤 (1) 8時00分～16時30分 日祝他 218,000円～289,000円 35

2人 その他 実費（上限あり） 2
0766-44-1105 常 用 毎月　35,000円まで 92 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-15213091
40歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 180,000円～225,000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 16020-15214391
39歳以下 通勤 (1) 9時30分～18時30分 他 250,000円～250,000円 4

2人 毎　週 実費（上限あり） 2
0766-21-1550 常 用 毎月　31,600円まで 29 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-15189291
39歳以下 通勤 (1) 9時30分～18時30分 他 250,000円～250,000円 5

2人 (2)12時00分～21時00分 毎　週 実費（上限あり） 2
0766-23-6080 常 用 毎月　31,600円まで 29 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-15190091
不 問 通勤 (1) 9時00分～18時00分 他 153,502円～190,402円 20

1人 (2)10時00分～19時00分 その他 実費（上限なし） 18
076-443-8801 (3)16時00分～ 8時30分 臨時(4ヶ月以上) 300 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16010-27511991
40歳以下 通勤 (1) 9時00分～18時00分 土日他 184,412円～191,012円 50

2人 毎　週 実費（上限なし） 30
076-443-8801 常 用 250 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16010-27513791
不 問 通勤 他 210,000円～310,000円 20

9人 毎　週 実費（上限なし） 19
0572-27-3356 常 用 6542 雇用・労災・健康・厚生・財形
高岡市･射水市 21030-16648891

不 問 通勤 他 190,000円～310,000円 20
9人 毎　週 実費（上限なし） 19

0572-27-3356 常 用 6542 雇用・労災・健康・厚生・財形
高岡市･射水市 21030-16704591

28歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時20分 土日祝 179,000円～223,500円 3
1人 毎　週 実費（上限なし） 1

03-3272-8505 常 用 86 雇用・労災・健康・厚生・財形
高岡市 13010-45002692
不 問 通勤 他 195,000円～350,000円 18

2人 その他 実費（上限あり） 12
076-451-0808 常 用 毎月　20,000円まで 100 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16060- 2700991
35歳以下 通勤 他 200,000円～300,000円 20

1人 毎　週 実費（上限なし） 19
0572-27-3356 常 用 6542 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 21030-16550891
35歳以下 通勤 他 200,000円～300,000円 20

1人 毎　週 実費（上限なし） 19
0572-27-3356 常 用 6542 雇用・労災・健康・厚生・財形
高岡市･射水市 21030-16559791

不 問 通勤 (1) 8時00分～16時45分 土日祝他 193,600円～193,600円 27
1人 毎　週 実費（上限あり） 15

0120-987-911 臨時(4ヶ月以上) 毎月　100,000円まで 5562 雇用・労災・健康・厚生

請負 高岡市 23030-27747891
不 問 通勤 他 144,500円～250,000円 1

1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- 2686391
44歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 180,000円～400,000円 9

1人 毎　週 実費（上限あり） 1
044-245-2687 常 用 毎月　100,000円まで 50 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 22040- 8784891
18歳～44歳 通勤 他 220,000円～400,000円 30

1人 隔　週 実費（上限なし） 15
052-857-5235 常 用 10000 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 23020-86458691
40歳以下 通勤 (1) 9時00分～18時30分 他 223,400円～580,300円 6

1人 毎　週 実費（上限あり） 1
03-3478-8877 常 用 毎月　15,000円まで 4800 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 13040-43703092
不 問 通勤 (1) 8時30分～16時45分 日祝他 195,000円～225,000円 0

1人 毎　週 実費（上限あり） 0
025-278-7179 臨時(4ヶ月以上) 毎月　10,000円まで 3000 雇用・労災・健康・厚生

派遣 高岡市 15010-42808591
44歳以下 通勤 (1) 9時00分～17時30分 他 149,200円～203,600円 42

5人 その他 実費（上限あり） 32
076-431-0878 常 用 毎月　24,000円まで 600 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16010-27341391
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 220,000円～220,000円 13

2人 その他 実費（上限あり） 0
0766-72-1405 常 用 毎月　10,500円まで 13 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16060- 2655991

87

89

90

107

情報システムマネジメント･社内ＳＥ 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

設計補助 自動車・同附属品製造業

ＢＢＳジャパン 株式会社
高岡市福田六家525番地

生産技術 自動車・同附属品製造業

ＢＢＳジャパン 株式会社
高岡市福田六家525番地

正社員

海上コンテナー運転手 一般貨物自動車運送業

北陸日本海油送 株式会社
高岡市伏木磯町1番16号

正社員

正社員

商品管理 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

正社員

来店型保険ショップのアドバイザー 保険媒介代理業

ライフ･プランニング･サービス株式会社 高岡店
高岡市京田432 ﾕｰﾊﾞﾋﾞﾙ1F

正社員

来店型保険ショップのアドバイザー 保険媒介代理業

ライフ･プランニング･サービス株式会社 イオンモール高岡店

高岡市下伏間江383 ｲｵﾝﾓｰﾙ高岡 西館内
正社員

介護職員(けんせいきょう輝城東) 他に分類されない非営利的団体

富山県生活協同組合
富山市金屋555

ルート配送及び接客応対／未経験者歓迎 他に分類されない非営利的団体

富山県生活協同組合
富山市金屋555

正社員以外

正社員

登録販売者／一般社員(Ｖ･ｄｒｕｇ 高岡エリア) 医薬品・化粧品小売業

中部薬品 株式会社(Ｖ･ｄｒｕｇ)
岐阜県多治見市高根町4-29

8時00分～22時00分の間の8時間程度
登録販売者／地域社員(Ｖ･ｄｒｕｇ 高岡エリア) 医薬品・化粧品小売業

中部薬品 株式会社(Ｖ･ｄｒｕｇ)
岐阜県多治見市高根町4-29

8時00分～22時00分の間の8時間程度

正社員

正社員

＃営業職＃創業４００年＃ものづくりを応援する仕事 電気機械器具卸売業

金森藤平商事 株式会社
東京都中央区八重洲2-11-4

正社員

寿司製造 接客(粋鮨 富山店･高岡店) その他の飲食料品小売業

有限会社 美人家
氷見市柳田1110-1

8時30分～21時30分の間の8時間
ドラッグストア一般社員(Ｖドラッグ高岡エリア１) 医薬品・化粧品小売業

中部薬品 株式会社(Ｖ･ｄｒｕｇ)

正社員

岐阜県多治見市高根町4-29
8時00分～22時00分の間の8時間程度

ドラッグストア一般社員(Ｖドラッグ高岡エリア２) 医薬品・化粧品小売業

中部薬品 株式会社(Ｖ･ｄｒｕｇ)
岐阜県多治見市高根町4-29

正社員

8時00分～22時00分の間の8時間程度
医薬品ルート配送【高岡支店】(請) 一般貨物自動車運送業

株式会社 エス･ディ･ロジ
愛知県名古屋市熱田区神戸町101番地

正社員

正社員以外

【高岡駅地下･牛屋 鐡】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
電気･計装工事技術者／川崎 電気工事業

夏目電気工業 株式会社

正社員

静岡県静岡市清水区鳥坂95

店舗スタッフ･店長候補／寧々家 高岡店 食堂，レストラン

株式会社 アトム
愛知県名古屋市中区錦2-2-2 名古屋丸紅ﾋﾞﾙ15階

正社員

12時00分～ 1時00分の間の8時間以上
営業職(販売／買取営業)／高岡店 自動車小売業

株式会社 ビッグモーター
東京都港区六本木6丁目10番1号 六本木ﾋﾙｽﾞ森ﾀﾜｰ20階

正社員

正社員

看護師(高岡市戸出町) 労働者派遣業

株式会社 アスカ 新潟支店
新潟市中央区万代島5-1 万代島ﾋﾞﾙ16階

有期雇用派遣

生花製作(高岡店) 他に分類されない小売業

オークス株式会社 フラワー事業部
富山市中島2-3-8

運転手(４トン地場) 一般貨物自動車運送業

灘浦運送 株式会社
氷見市栄町16-22

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

18歳以上 通勤 (1)22時00分～ 8時00分 他 264,500円～264,500円 25
1人 毎　週 実費（上限なし） 13

0120-129-073 臨時(4ヶ月未満) 7000 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 13040-42334392

40歳以下 通勤 (1) 9時00分～18時30分 他 223,400円～333,900円 6
1人 毎　週 実費（上限あり） 1

03-3478-8877 常 用 毎月　15,000円まで 4800 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 13040-42532292

18歳～59歳 通勤 (1)15時00分～ 0時00分 他 278,647円～438,139円 18
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 13170-55110691

59歳以下 通勤 (1) 9時00分～18時00分 日祝他 139,000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 16010-27114391

59歳以下 通勤 (1) 9時00分～18時00分 日祝他 139,000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 16010-27115691

59歳以下 通勤 (1) 9時00分～18時00分 日祝他 139,000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 16010-27116991

59歳以下 通勤 (1) 9時00分～18時00分 日祝他 139,000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 16010-27118791
不 問 通勤 日祝他 250,000円～550,000円 5

1人 その他 実費（上限なし） 4
076-423-8818 常 用 193 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16010-27144291
不 問 通勤 日祝他 250,000円～550,000円 6

1人 その他 実費（上限なし） 4
076-423-8818 常 用 193 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16010-27146191
不 問 通勤 日祝他 250,000円～550,000円 10

1人 その他 実費（上限なし） 7
076-423-8818 常 用 193 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16010-27148391
不 問 通勤 (1) 9時00分～18時00分 他 220,000円～365,000円 9

3人 (2) 9時00分～21時00分 その他 実費（上限あり） 7
076-422-6686 常 用 毎月　5,000円まで 25 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16010-27179291
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） 0
090-3888-4261 常 用 毎月　15,000円まで 2 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 17010-32106491
35歳以下 通勤 (1)10時00分～19時00分 他 202,200円～214,200円 4

2人 その他 実費（上限なし） 3
052-414-4151 常 用 1900 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 26010-35579391
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又は 8時30分～18時30分の間の8時間

和風飲食店での深夜時間帯契約社員／高岡野村店 その他の飲食店

株式会社 なか卯
東京都港区港南2-18-1 JR品川ｲ-ｽ卜ﾋﾞﾙ5F

営業フロント／高岡店 自動車小売業

株式会社 ビッグモーター
東京都港区六本木6丁目10番1号 六本木ﾋﾙｽﾞ森ﾀﾜｰ20階

正社員以外

正社員

正社員店長･マネージャー候補(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

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
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
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

医療事務(成美薬局) 医薬品・化粧品小売業

株式会社 アモール

正社員

正社員

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

調剤薬局薬剤師(成美薬局) 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

8時30分～18時30分の間の8時間
調剤薬局薬剤師(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

正社員

8時30分～18時30分の間の8時間
調剤薬局薬剤師(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
富山市今泉147番地 AYﾋﾞﾙ2F

8時30分～19時00分の間の8時間

正社員

正社員

自動車ロードサービス 自動車小売業

有限会社 サミット
富山市掛尾町336-1

又は 0時00分～23時59分の間の8時間
正社員

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

携帯電話(ソフトバンク)の販売･サービス 電気通信に附帯するサービス業

株式会社 コスモネット
京都市中京区烏丸通四条上る笋町689番地 京都御幸ﾋﾞﾙ6階

正社員
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