
【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15分～17時15分 日祝他 230,000円～330,000円 4
2人 (2) 8時30分～17時15分 その他 実費（上限なし） 1

0766-26-5050 常 用 15 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 16020-16202791
不 問 通勤 (1) 9時00分～17時00分 土日祝他 140,000円～140,000円 2

1人 毎　週 実費（上限あり） 1
0766-26-5181 常 用 毎月　10,000円まで 2 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-16206191
39歳以下 通勤 (1) 9時00分～17時00分 土日他 230,000円～230,000円 16

1人 毎　週 実費（上限あり） 16
0763-33-2678 常 用 毎月　8,000円まで 130 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-16210491
44歳以下 通勤 (1) 7時30分～16時30分 日祝他 236,480円～276,480円 35

1人 その他 実費（上限あり） 4
0766-21-3100 常 用 毎月　17,000円まで 42 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-16215191
59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 154,000円～362,000円 22

2人 その他 実費（上限あり） 3
0766-25-1788 常 用 毎月　20,000円まで 26 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-16217391
不 問 通勤 (1) 8時10分～17時10分 日祝他 190,000円～190,000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 16020-16222591
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 他 200,000円～220,000円 13

1人 (2)10時30分～19時30分 その他 実費（上限なし） 12
0766-26-6021 (3) 5時00分～14時30分 臨時(4ヶ月以上) 16213 雇用・労災・健康・厚生

請負 高岡市 16020-16225391
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日他 183,000円～203,000円 130

3人 その他 実費（上限あり） 15
0766-23-2228 常 用 毎月　18,000円まで 280 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-16228491
40歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 183,000円～213,000円 130

1人 その他 実費（上限あり） 15
0766-23-2228 常 用 毎月　18,000円まで 280 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-16229791
40歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 183,000円～213,000円 130

2人 その他 実費（上限あり） 15
0766-23-2228 常 用 毎月　18,000円まで 280 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-16230591
不 問 通勤 (1) 8時25分～17時30分 日祝他 260,000円～270,000円 7

1人 (2) 9時00分～18時00分 その他 実費（上限あり） 7
0766-82-4000 (3) 9時15分～18時15分 常 用 毎月　25,000円まで 7 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-16232091
59歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 200,000円～340,000円 7

1人 その他 実費（上限あり） 2
0766-24-2066 常 用 毎月　15,000円まで 7 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-16237791
18歳以上 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 1525 雇用・労災・健康・厚生

請負 高岡市 16020-16241391
40歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 150,000円～240,000円 8

1人 その他 実費（上限あり） 3
0766-31-2300 常 用 毎月　15,000円まで 8 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-16140891
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日他 190,000円～190,000円 7

2人 (2) 8時00分～12時00分 その他 なし 2
0766-23-0375 常 用 7 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-16150591
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 土日祝他 160,000円～250,000円 3

2人 毎　週 実費（上限あり） 1
0766-21-5226 常 用 毎月　10,000円まで 30 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-16152091
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時15分 月他 134,385円～134,385円 7

1人 毎　週 実費（上限あり） 5
0766-20-1450 臨時(4ヶ月未満) 毎月　24,500円まで 79 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-16153391
33歳以下 通勤 (1) 9時00分～18時00分 月他 160,000円～350,000円 7

1人 (2)10時00分～19時00分 その他 実費（上限あり） 6
0766-25-3411 常 用 毎月　15,000円まで 7 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-16156491
44歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日他 190,000円～280,000円 5

2人 その他 実費（上限なし） 0
0766-28-8314 常 用 5 雇用・健康・厚生

高岡市 16020-16159291
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日他 171,000円～271,000円 6

1人 その他 実費（上限あり） 1
0766-24-9602 常 用 毎月　6,000円まで 6 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-16162691
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 180,000円～300,000円 8

1人 その他 実費（上限あり） 2
0766-64-4315 常 用 毎月　6,000円まで 8 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-16168591
64歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 140,000円～200,000円 7

1人 その他 実費（上限あり） 2
0766-64-4315 常 用 毎月　3,000円まで 7 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-16169191
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 土日祝他 200,000円～290,000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 16020-16173791
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 16020-16178091
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職   種　　　　　

派　遣
請　負

営業 化学製品卸売業

大同産業 株式会社
高岡市下伏間江331

正社員

一般事務 土木建築サービス業

株式会社 創和設計
高岡市野村1661 ﾕﾆｿﾞﾝﾋﾞﾙ2階

スマイルスタッフ【高岡営業所】≪経験不問≫ 配達飲食サービス業

株式会社 ヨシケイ富山

正社員

砺波市太田1889-10
正社員

一般貨物自動車運送業

高岡通運 株式会社
事務職(運行管理･配車業務･管理職候補)

高岡市能町1935

工場作業員 管工事業

エアロ工業 株式会社
高岡市石瀬834

正社員

正社員

配達 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

調理スタッフ(やすらぎ) 他に分類されない生活関連サービス
業株式会社メフォス北陸事業部 富山支店

正社員

高岡市下関町4-5 北陸読売会館7階

運転手【中型以上】 一般廃棄物処理業

株式会社 高岡市衛生公社
高岡市材木町 731番地

正社員以外

排水管清掃作業員 一般廃棄物処理業

株式会社 高岡市衛生公社
高岡市材木町 731番地

正社員

正社員

下水道カメラ調査業務 一般廃棄物処理業

株式会社 高岡市衛生公社
高岡市材木町 731番地

正･准看護師 一般診療所

医療法人社団 高嶋内科医院

正社員

高岡市中曽根119-1
正社員

自動車整備士 自動車整備業

石田自動車工業 株式会社
高岡市北島309-1

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

鋼材の切断作業 他に分類されない小売業

株式会社 システムカーマ
高岡市六家1234

工場内作業･運転及び回収業務 飼料・有機質肥料製造業

本田商店
高岡市永楽町1-38

正社員

正社員

顧客管理及び営業･付随事務 貸金業

北陸商事 株式会社 高岡営業所
高岡市駅南1丁目11番20号 穴田ﾋﾞﾙ2F

一般事務員及び学芸員サポート【ミュゼふくおかカメラ館】 社会教育

公益財団法人 高岡市民文化振興事業団

正社員

高岡市末広町1番7号 生涯学習ｾﾝﾀｰ3F
正社員以外

美容師(ａｒｉａ高岡店) 美容業

有限会社 スティル (美容室ａｒｉａ)
高岡市中保1230

現場施工技術者 その他の職別工事業

クラフツ

正社員

高岡市井口本江640-2 ｱﾗｯｸｽﾋﾞﾙ2F-H
正社員

管工事技術者 管工事業

有限会社 大井配管工業
高岡市和田1077

正社員

整備工 自動車整備業

有限会社 江尻自動車
高岡市福岡町福岡新143

正社員

一般事務 自動車整備業

有限会社 江尻自動車
高岡市福岡町福岡新143

正社員

自治体担当営業 労働者派遣業

株式会社ニクス
高岡市問屋町212

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

高岡市福岡町下向田 3-1

正社員

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

39歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 200,000円～250,000円 30
1人 その他 実費（上限なし） 1

0766-36-1464 常 用 117 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 16020-16179391
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 16020-16180791
44歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 175,000円～250,000円 2

2人 その他 実費（上限あり） 0
0766-36-8127 常 用 毎月　10,000円まで 2 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-16183591
59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 180,000円～270,000円 40

2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 16020-16185091
44歳以下 通勤 (1) 8時20分～17時10分 日祝他 152,000円～183,290円 224

1人 (2)14時00分～22時50分 毎　週 実費（上限あり） 132
0766-36-1177 常 用 毎月　50,000円まで 224 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-16190291
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 162,000円～250,000円 21

1人 その他 実費（上限なし） 2
0766-44-0925 常 用 21 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-16191591
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 162,000円～250,000円 21

1人 その他 実費（上限なし） 2
0766-44-0925 常 用 21 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-16192191
不 問 通勤 (1) 9時00分～18時30分 日祝他 171,000円～330,000円 9

1人 その他 実費（上限あり） 5
0766-31-1010 常 用 毎月　10,000円まで 9 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-16195691
不 問 通勤 (1) 9時00分～17時00分 日他 200,000円～300,000円 3

2人 (2) 9時00分～15時00分 毎　週 実費（上限あり） 3
0766-63-1118 常 用 毎月　100円まで 43 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-16198791
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時15分 土日祝 147,600円～180,400円 100

1人 毎　週 実費（上限あり） 3
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 16020-16216091
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 16020-16219991
不 問 通勤 (1)13時30分～21時00分 月日 208,000円～228,000円 6

1人 毎　週 実費（上限あり） 1
0766-23-7616 常 用 毎月　20,000円まで 6 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-16024991
不 問 通勤 (1) 8時00分～16時20分 日祝他 201,700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 16020-16028291
30歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 土日祝他 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 16020-16029591
59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 他 155,628円～243,648円 72

2人 (2) 6時30分～15時30分 その他 実費（上限あり） 52
0766-36-2600 (3)12時15分～21時15分 常 用 毎月　31,600円まで 178 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-16033491
不 問 通勤 (1) 8時15分～17時15分 日祝他 150,000円～165,000円 22

1人 その他 実費（上限あり） 6
0766-31-4500 常 用 毎月　10,000円まで 39 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-16037591
59歳以下 通勤 (1) 9時50分～19時10分 他 250,000円～290,000円 3

2人 その他 実費（上限あり） 1
0766-21-0632 常 用 毎月　10,000円まで 95 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-16038191
64歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 他 200,000円～270,000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 16020-16048391
不 問 通勤 (1) 8時15分～17時00分 日祝他 165,000円～200,000円 15

1人 (2) 7時45分～16時30分 毎　週 実費（上限なし） 13
0766-64-6032 常 用 29 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-16060891
不 問 通勤 (1) 7時00分～16時00分 他 160,000円～180,000円 22

2人 (2) 8時30分～17時30分 その他 実費（上限あり） 21
0766-86-8857 (3)11時00分～20時00分 常 用 毎月　21,000円まで 130 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-16063191
不 問 通勤 (1) 7時00分～16時00分 他 190,000円～210,000円 22

2人 (2) 8時30分～17時30分 その他 実費（上限あり） 21
0766-86-8857 (3)11時00分～20時00分 常 用 毎月　21,000円まで 130 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-16064091
不 問 通勤 (1) 7時00分～16時00分 他 170,000円～190,000円 22

2人 (2) 8時30分～17時30分 その他 実費（上限あり） 21
0766-86-8857 (3)11時00分～20時00分 常 用 毎月　21,000円まで 130 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-16065391
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 他 190,000円～210,000円 10

5人 (2) 7時00分～16時00分 毎　週 実費（上限あり） 9
0766-86-8857 (3)11時00分～20時00分 常 用 毎月　21,000円まで 130 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-16067991
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 他 170,000円～190,000円 10

5人 (2) 7時00分～16時00分 毎　週 実費（上限あり） 9
0766-86-8857 (3)11時00分～20時00分 常 用 毎月　21,000円まで 130 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-16068491
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開発部員 プラスチック成形材料製造業（廃プラ
スチックを含む）丸喜産業 株式会社

高岡市葦附5858

一般事務･経理 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

正社員

高岡市福岡町下向田 3-1

溶接工 その他のはん用機械・同部分品製造
業有限会社 山邊熔接所

高岡市上麻生155-2

正社員以外

ガラスフィルムの加工･貼合せ及びガラス加工 ガラス・同製品製造業

日石硝子工業 株式会社
高岡市戸出栄町7番地

正社員

正社員

製品の受け入れ、払い出し 医薬品製造業

株式会社 パナケイア製薬
高岡市中田4576番地

旋盤工 金属加工機械製造業

株式会社 田定工作所

正社員

高岡市伏木古府1丁目2-33

ＮＣプログラマー 金属加工機械製造業

株式会社 田定工作所
高岡市伏木古府1丁目2-33

正社員

住宅設備の修繕 燃料小売業

株式会社 坂中商店
高岡市福田六家132番地

正社員

正社員

臨床工学技士 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

営業員 警備業

北陸綜合警備保障株式会社 高岡支社

正社員

高岡市あわら町1番1号 農協会館4F

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

正社員以外

学習塾講師 学習塾

有限会社 城西セミナー
高岡市定塚町1-1241 ﾔﾏﾉﾋﾞﾙ4階

正社員以外

正社員

製品検査及び分析業務 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

事務社員 鉄道業

万葉線 株式会社

正社員

高岡市荻布字川西68
正社員

介護職員(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

正社員

事務職(福岡事業所) 建設用・建築用金属製品製造業

北陽商事 株式会社
高岡市福岡町赤丸445

販売員(寝具と睡眠のアドバイザー)【高岡野村店】 呉服・服地・寝具小売業

株式会社 布屋商店

正社員

高岡市御旅屋町95番地

看護職員 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 のむら藤園苑

高岡市野村921-1

正社員

正社員

デイサービスでの介護職員 老人福祉・介護事業

株式会社 ファインライフ
高岡市福岡町本領259-7

高齢者ケア【ケアホームなかそね】 老人福祉・介護事業

株式会社 メディカルケア

正社員

射水市東明七軒5-13

介護福祉士【ケアホームなかそね 老人福祉・介護事業

株式会社 メディカルケア
射水市東明七軒5-13

正社員

正社員

高齢者ケア【ケアホームなかそね】(有資格者) 老人福祉・介護事業

株式会社 メディカルケア
射水市東明七軒5-13

介護福祉士(介護職員)【ケアコミュニティしんせい】 老人福祉・介護事業

株式会社 メディカルケア

正社員

射水市東明七軒5-13

介護職員【ケアコミュニティしんせい】 老人福祉・介護事業

株式会社 メディカルケア
射水市東明七軒5-13

正社員

正社員

42

43

44

48

49

50

45

46

55

58

64

61

62

63

65

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

40歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 他 163,800円～195,000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 16020-16092491
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 土日祝他 174,000円～174,000円 185

2人 毎　週 実費（上限あり） 104
0766-63-1220 臨時(4ヶ月未満) 毎月　30,000円まで 1408 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-16101091
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 他 171,200円～270,100円 111

1人 その他 実費（上限あり） 90
0766-44-7878 常 用 毎月　40,000円まで 140 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-16106791
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 他 171,200円～270,100円 111

1人 その他 実費（上限あり） 90
0766-44-7878 常 用 毎月　40,000円まで 140 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-16107891
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 他 171,200円～320,600円 111

1人 毎　週 実費（上限あり） 90
0766-44-7878 常 用 毎月　40,000円まで 140 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-16108291
不 問 通勤 (1) 7時00分～16時00分 他 171,200円～270,100円 111

1人 (2) 8時30分～17時30分 その他 実費（上限あり） 90
0766-44-7878 (3)10時00分～19時00分 常 用 毎月　40,000円まで 140 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-16109591
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 他 171,200円～320,600円 111

1人 毎　週 実費（上限あり） 90
0766-44-7878 常 用 毎月　40,000円まで 140 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-16110391
不 問 通勤 (1) 8時35分～16時52分 他 156,400円～156,400円 26

2人 (2) 8時35分～17時20分 その他 実費（上限あり） 8
0766-21-5872 (3) 8時35分～19時50分 臨時(4ヶ月以上) 毎月　50,000円まで 875 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-16122791
59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 154,000円～362,000円 22

2人 その他 実費（上限あり） 3
0766-25-1788 常 用 毎月　20,000円まで 26 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-16126191
不 問 通勤 (1) 9時00分～17時00分 土日祝他 150,000円～250,000円 13

1人 毎　週 実費（上限あり） 10
0766-25-4545 常 用 毎月　5,000円まで 30 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-16132891
不 問 通勤 (1) 9時00分～18時00分 土日 240,000円～315,000円 1

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

高岡市 16020-15885691
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 16020-15889891
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日他 182,400円～342,000円 9

2人 その他 実費（上限あり） 1
0766-54-0363 臨時(4ヶ月以上) 毎月　10,000円まで 9 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-15890191
59歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日他 182,400円～342,000円 9

2人 その他 実費（上限あり） 1
0766-54-0363 常 用 毎月　10,000円まで 9 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-15891091
不 問 通勤 (1) 8時45分～17時15分 他 163,000円～193,000円 73

1人 (2)16時45分～ 9時15分 その他 実費（上限あり） 63
0766-29-0530 常 用 毎月　20,000円まで 192 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-15893691
不 問 通勤 (1) 8時45分～17時15分 他 208,000円～300,000円 73

1人 (2)16時45分～ 9時15分 その他 実費（上限あり） 63
0766-29-0530 常 用 毎月　20,000円まで 192 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-15894991
不 問 通勤 (1) 8時45分～17時15分 他 246,000円～360,000円 73

1人 (2)16時45分～ 9時15分 その他 実費（上限あり） 63
0766-29-0530 常 用 毎月　20,000円まで 192 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-15895491
不 問 通勤 (1) 8時45分～17時15分 他 163,000円～193,000円 107

1人 (2)16時45分～ 9時15分 その他 実費（上限あり） 70
0766-23-3737 常 用 毎月　20,000円まで 192 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-15897891
59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 150,000円～220,000円 75

2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 16020-15898291
不 問 通勤 (1) 8時45分～17時15分 他 208,000円～300,000円 107

1人 (2)16時45分～ 9時15分 その他 実費（上限あり） 70
0766-23-3737 常 用 毎月　20,000円まで 192 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-15899591
不 問 通勤 (1) 8時45分～17時15分 他 246,000円～360,000円 107

1人 (2)16時45分～ 9時15分 その他 実費（上限あり） 70
0766-23-3737 常 用 毎月　20,000円まで 192 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-15900491
不 問 通勤 (1) 9時00分～18時00分 土日祝他 180,000円～230,000円 7

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

高岡市 16020-15902891
不 問 通勤 (1) 9時00分～18時00分 土日祝他 180,000円～230,000円 7

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

高岡市 16020-15904591
不 問 通勤 (1) 9時00分～18時00分 日祝他 190,000円～230,000円 7

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

高岡市 16020-15905191

89

90

一般職事務員 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

医薬品の検査･包装作業 医薬品製造業

アステラス ファーマ テック 株式会社 高岡工場
高岡市戸出栄町30番地

正社員

正社員以外

介護職(ふしき苑ヘルパーステーション) 老人福祉・介護事業

社会福祉法人 伏木会
高岡市伏木国分1-10-10

介護職(ふしき苑デイサービスセンター) 老人福祉・介護事業

社会福祉法人 伏木会

正社員

高岡市伏木国分1-10-10

看護職(ふしき苑デイサービスセンター) 老人福祉・介護事業

社会福祉法人 伏木会
高岡市伏木国分1-10-10

正社員

介護職(ふしき苑) 老人福祉・介護事業

社会福祉法人 伏木会
高岡市伏木国分1-10-10

正社員

正社員

看護職(ふしき苑) 老人福祉・介護事業

社会福祉法人 伏木会
高岡市伏木国分1-10-10

正社員

(契約)清掃業務 その他の運輸に附帯するサービス業

株式会社ジェイアール西日本金沢メンテック 高岡事業所
高岡市下関町6-50 JR高岡駅高岡運転派出構内

正社員以外

現場作業員 管工事業

エアロ工業 株式会社
高岡市石瀬834

正社員

一般事務 建物売買業，土地売買業

株式会社 ワイ･エス･ビー
高岡市下関町1番18号

正社員

看護師(訪問)【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

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

正社員

正社員

コンクリートの補修工(契約社員) 土木工事業

株式会社 Ｃ．Ｓ．Ｃ
高岡市波岡340-1

コンクリートの補修工 土木工事業

株式会社 Ｃ．Ｓ．Ｃ

正社員以外

高岡市波岡340-1

看護助手(駅南あずさ病院) 病院

医療法人社団 あずさ会
高岡市京町8-1

正社員

准看護師(駅南あずさ病院) 病院

医療法人社団 あずさ会
高岡市京町8-1

正社員

正社員

看護師(駅南あずさ病院) 病院

医療法人社団 あずさ会
高岡市京町8-1

看護助手(川田病院) 病院

医療法人社団 あずさ会

正社員

高岡市京町8-1

製造スタッフ 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

准看護師(川田病院) 病院

医療法人社団 あずさ会
高岡市京町8-1

正社員

正社員

看護師(川田病院) 病院

医療法人社団 あずさ会
高岡市京町8-1

児童支援(学歴、経験、資格のいずれか有する者)土日祝休 児童福祉事業

アスイコ 合同会社

正社員

高岡市向野町3丁目43番26

児童支援、介助等【保育士】土日祝休 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

児童支援、介助等(学歴、経験、資格のいずれか有する者) 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

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 日祝他 195,000円～230,000円 7
2人 (2) 8時30分～17時30分 その他 実費（上限あり） 4

0766-28-7272 常 用 毎月　5,000円まで 10 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 16020-15906091
不 問 通勤 (1)10時15分～19時00分 日祝他 205,000円～230,000円 7

2人 (2) 8時00分～17時30分 その他 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 16020-15907391
不 問 通勤 (1)10時15分～19時00分 日祝他 200,000円～230,000円 7

2人 (2) 8時00分～17時30分 その他 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 16020-15908691
44歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時00分 日祝他 180,000円～250,000円 17

2人 その他 実費（上限なし） 4
0766-21-1433 常 用 60 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-15913191
不 問 通勤 (1) 9時00分～18時00分 他 199,000円～273,000円 80

2人 (2) 6時45分～16時00分 その他 実費（上限あり） 70
0766-22-3719 (3) 9時45分～18時45分 常 用 毎月　16,000円まで 180 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-15914091
不 問 通勤 (1) 7時00分～16時00分 他 161,000円～181,000円 89

2人 (2) 7時30分～16時30分 その他 実費（上限あり） 75
0766-31-5222 (3) 8時00分～17時00分 臨時(4ヶ月以上) 毎月　18,700円まで 95 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-15924691
59歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 180,000円～365,000円 6

1人 その他 実費（上限あり） 1
0766-23-3528 常 用 毎月　10,000円まで 6 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-15926491
59歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 180,000円～365,000円 6

2人 その他 実費（上限あり） 1
0766-23-3528 常 用 毎月　10,000円まで 6 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-15927791
不 問 通勤 (1) 9時00分～18時00分 他 204,850円～209,850円 62

1人 (2) 8時30分～17時30分 その他 実費（上限あり） 55
0766-29-2810 常 用 毎月　50,000円まで 94140 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-15932691
不 問 通勤 (1) 9時00分～18時00分 他 173,420円～176,850円 62

1人 毎　週 実費（上限あり） 55
0766-29-2810 常 用 毎月　50,000円まで 94140 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-15933991
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 他 204,850円～209,850円 52

1人 (2) 9時00分～18時00分 その他 実費（上限あり） 48
0766-29-2810 常 用 毎月　50,000円まで 94140 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-15941991
18歳～59歳 通勤 (1) 8時00分～17時00分 他 176,400円～201,600円 80

4人 毎　週 実費（上限なし） 5
0766-22-2700 常 用 300 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-15942491
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 16020-15949391
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 16020-15952291
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時15分 土日祝他 161,300円～161,300円 48

1人 毎　週 実費（上限なし） 48
0766-20-1391 臨時(4ヶ月未満) 2784 雇用・公災・健康・厚生

高岡市 16020-15965691
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 180,000円～300,000円 20

2人 その他 実費（上限あり） 4
0766-21-6126 常 用 毎月　10,000円まで 25 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-15966991
44歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 180,000円～250,000円 20

1人 その他 実費（上限あり） 4
0766-21-6126 常 用 毎月　10,000円まで 25 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-15968791
44歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 186,000円～300,000円 20

1人 その他 実費（上限あり） 4
0766-21-6126 常 用 毎月　10,000円まで 25 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-15969891
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 183,000円～300,000円 20

1人 その他 実費（上限あり） 4
0766-21-6126 常 用 毎月　10,000円まで 25 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-15970191
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝 180,000円～250,000円 20

1人 その他 実費（上限あり） 4
0766-21-6126 常 用 毎月　10,000円まで 25 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-15971091
40歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 160,000円～200,000円 68

1人 (2) 9時00分～18時00分 その他 実費（上限あり） 55
0766-29-3030 常 用 毎月　15,000円まで 92 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-15972391
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 他 158,000円～280,000円 9

1人 その他 実費（上限なし） 0
0766-22-2860 常 用 55 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-15973691
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 他 158,000円～280,000円 7

1人 その他 実費（上限なし） 1
0766-22-2860 常 用 55 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-15974991
不 問 通勤 (1) 8時30分～16時45分 日祝他 148,500円～158,900円 27

1人 (2) 8時30分～13時00分 その他 実費（上限あり） 26
0766-25-5132 常 用 毎月　11,300円まで 27 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-16014391

107

113

114

115

116

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

児童支援、介助等【保育士】 児童福祉事業

アスイコ 合同会社

正社員

高岡市向野町3丁目43番26

児童支援、介助等(学歴、経験、資格のいずれか有する者) 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

造林部技術系総合職(施工管理) 一般土木建築工事業

富山興業 株式会社
高岡市博労本町1番14号

正社員

正社員

看護師(正･准)【丹保病院】≪２交替制≫ 病院

医療法人社団 桑山会
高岡市大坪町1-1-3

正社員

介護職員(準職員)(ホーム･ショート) 老人福祉・介護事業
社会福祉法人 福岡福祉会特別養護老人ホーム アルテン赤丸

高岡市福岡町赤丸1103番の1

内装仕上げ、インテリア施工のルート営業 その他の職別工事業

有限会社 黒坂正光堂

正社員以外

高岡市野村1606-1

内装仕上げ、インテリア工事施工 その他の職別工事業

有限会社 黒坂正光堂
高岡市野村1606-1

正社員

介護支援専門員【ニチイケアセンター能町】 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

正社員

正社員

福祉用具専門相談員(ニチイケアセンター能町) 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

介護支援専門員【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

正社員

高岡市あわら町1-1 高岡市農協会館6F

交通誘導員(県西部地区) 警備業

株式会社 パトロード富山 高岡支社
高岡市問屋町146-2

正社員

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
高岡市野村284-1

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

正社員

正社員

高岡市野村284-1
正社員

管理栄養士職(産育休代替職員) 市町村機関

高岡市役所
高岡市広小路7番50号

建築士(補償) 土木建築サービス業

建設技研コンサルタンツ株式会社
高岡市角602-1

正社員以外

正社員

ＣＡＤ図面作成等 土木建築サービス業

建設技研コンサルタンツ株式会社
高岡市角602-1

営業 土木建築サービス業

建設技研コンサルタンツ株式会社

正社員

高岡市角602-1

設計業務 土木建築サービス業

建設技研コンサルタンツ株式会社
高岡市角602-1

正社員

測量業務 土木建築サービス業

建設技研コンサルタンツ株式会社
高岡市角602-1

正社員

正社員

事務員【きぼう】 一般診療所

医療法人社団 正和会
高岡市野村1213-1

ガソリンスタンドの業務全般(高岡市場前店) 燃料小売業

丸福石油産業 株式会社

正社員

高岡市美幸町2丁目1番28号

ガソリンスタンドの業務全般(米島店) 燃料小売業

丸福石油産業 株式会社
高岡市美幸町2丁目1番28号

正社員

正社員

保育士 児童福祉事業

社会福祉法人 清陵児童福祉会 つくし保育園
高岡市木津614番地

正社員

103

111

112

104

105

106

117

118

119

130

131

132

133

134

135

136

137

138

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

59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時00分 日祝他 220,000円～280,000円 7
2人 (2) 8時30分～17時30分 その他 実費（上限あり） 2

0766-63-8081 常 用 毎月　18,700円まで 7 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 16020-15642391

59歳以下 通勤 (1) 8時20分～17時10分 土日祝他 215,000円～245,000円 16
1人 毎　週 一定額 3

0766-62-0062 常 用 毎月　5,000円まで 16 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 16020-15643691
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 230,000円～280,000円 111

1人 その他 実費（上限あり） 15
0766-25-7050 常 用 毎月　18,000円まで 126 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-15644991
59歳以下 通勤 他 211,000円～270,000円 11

1人 毎　週 実費（上限なし） 1
0766-45-1225 常 用 920 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-15652991
44歳以下 通勤 (1) 8時10分～17時10分 日祝他 200,000円～300,000円 8

1人 その他 実費（上限あり） 2
0766-21-1079 常 用 毎月　10,000円まで 8 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-15653491
44歳以下 通勤 (1) 8時10分～17時10分 日祝他 200,000円～300,000円 8

1人 その他 実費（上限あり） 2
0766-21-1079 常 用 毎月　10,000円まで 8 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-15654791
40歳以下 通勤 (1) 9時00分～18時30分 日祝他 155,000円～230,000円 6

1人 (2) 9時00分～18時00分 その他 実費（上限あり） 6
0766-20-6680 (3) 9時00分～13時00分 常 用 毎月　13,000円まで 6 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-15655891
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 176,000円～343,200円 30

1人 その他 実費（上限あり） 9
0766-22-2258 常 用 毎月　10,000円まで 30 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-15656291
40歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 200,000円～350,000円 12

2人 その他 実費（上限あり） 1
03-3517-5668 常 用 毎月　30,000円まで 60 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-15668391
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 なし 3
0766-63-6351 常 用 17 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-15675191
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 なし 3
0766-63-6351 常 用 17 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-15676091
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 16020-15678691
59歳以下 通勤 (1) 7時30分～16時15分 日他 218,500円～343,500円 101

2人 (2) 8時00分～16時45分 毎　週 実費（上限あり） 84
0766-22-5445 (3)15時30分～23時30分 常 用 毎月　20,000円まで 101 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-15680891
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 16020-15681291
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 265,000円～400,000円 12

1人 その他 実費（上限あり） 2
0766-25-5444 常 用 毎月　10,000円まで 15 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-15684091
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 235,000円～280,000円 12

1人 その他 実費（上限あり） 2
0766-25-5444 常 用 毎月　10,000円まで 15 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-15685391
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 210,000円～255,000円 12

1人 その他 実費（上限あり） 2
0766-25-5444 常 用 毎月　10,000円まで 15 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-15686691
35歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 他 170,000円～170,000円 116

1人 (2)10時00分～19時00分 その他 実費（上限あり） 94
0766-31-5700 常 用 毎月　45,000円まで 116 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-15689791
40歳以下 通勤 (1) 8時15分～17時00分 日祝他 181,000円～252,000円 5

1人 その他 実費（上限あり） 3
0766-31-0256 常 用 毎月　10,000円まで 5 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-15691191
40歳以下 通勤 (1) 9時00分～18時00分 日祝他 183,750円～250,000円 10

2人 その他 実費（上限あり） 3
0766-23-1155 常 用 毎月　15,000円まで 10 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-15693391
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 16020-15694691
30歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時40分 水祝他 170,000円～250,000円 23

3人 その他 実費（上限なし） 0
0766-84-6110 常 用 319 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-15695991
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 150,000円～160,000円 111

1人 その他 実費（上限あり） 15
0766-25-7050 常 用 毎月　18,000円まで 126 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-15697791
64歳以下 通勤 (1) 8時00分～16時20分 日祝他 132,000円～138,000円 160

2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 16020-15698891

184

185

186

187

188

189

178

179

180

181

182

183

農薬製剤品の充填･包装 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

リサイクル事務 産業廃棄物処理業

株式会社 ヒヨシ
高岡市東海老坂12

正社員

大工養成職(見習)【富山県】 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(管理職候補)【本社開発部】 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

総合管理 イベント運営･会場設営 他に分類されないサービス業

株式会社 とさ
高岡市野村368番地

正社員

機械オペレータ その他のはん用機械・同部分品製造
業株式会社 徳市鉄工

高岡市内島160
正社員

一般事務 老人福祉・介護事業

社会福祉法人 立野福祉会 香野苑
高岡市上渡161

正社員

ダンプ運転手 土木工事業

株式会社 城東工業
高岡市大坪町4丁目47番地

正社員

土木作業及び重機オペレーター 土木工事業

株式会社 城東工業
高岡市大坪町4丁目47番地

正社員

土木施工管理者 土木工事業

株式会社 城東工業
高岡市大坪町4丁目47番地

正社員

製造スタッフ 鉄素形材製造業

株式会社 若野鋳造所
高岡市早川558

正社員

臨床工学技士 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

150

総合仮設材の配送及び設置 その他の物品賃貸業

株式会社 北陸流通企画
高岡市醍醐878番地

商品の配送(４ｔクレーン付) 建築材料卸売業

株式会社 オーバル

正社員

高岡市ｵﾌｨｽﾊﾟｰｸ7-3

セルフローダー運転手 産業廃棄物処理業

株式会社 ヒヨシ
高岡市東海老坂12

正社員

正社員

タンクローリードライバー 特定貨物自動車運送業

上野輸送株式会社 富山事業所
高岡市伏木磯町78-23

5時30分～18時00分の間の8時間程度
正社員

技術サービス 産業機械器具卸売業

株式会社 富士工業所
高岡市明野町3-5

総合職 産業機械器具卸売業

株式会社 富士工業所

正社員

高岡市明野町3-5

受付及び歯科助手 歯科診療所

北村歯科クリニック
高岡市赤祖父446番地

正社員

正社員

汎用旋盤工 その他のはん用機械・同部分品製造
業株式会社 渡製作所

高岡市石瀬896
正社員

超高圧ウォータージェット機材整備工 一般土木建築工事業

Ｎ．ＪＥＴエンジニアリング株式会社
高岡市赤祖父718番地

正社員

管工事業

竹澤工業 株式会社

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

管理職

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

高岡市戸出町2丁目2657-1

配管工

151

158

152

159

160

161

162

169

175

176

177
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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 170,000円～280,000円 6
1人 (2) 9時00分～18時00分 その他 実費（上限あり） 6

0766-20-6680 (3) 9時00分～13時00分 常 用 毎月　13,000円まで 6 雇用・労災・健康・厚生・財形
高岡市 16020-15702191
不 問 通勤 (1)10時00分～19時00分 水他 215,554円～329,759円 13

1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 16020-15714991
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 他 148,000円～194,000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 臨時(4ヶ月以上) 毎月　50,000円まで 250 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-15716791
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時00分 日祝他 200,000円～240,000円 60

2人 (2)16時30分～ 1時00分 毎　週 実費（上限あり） 55
0766-24-2163 (3) 0時30分～ 9時00分 常 用 毎月　22,000円まで 60 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-15717891
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時00分 日祝他 190,000円～230,000円 60

2人 (2) 8時30分～12時30分 その他 実費（上限あり） 55
0766-24-2163 常 用 毎月　22,000円まで 60 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-15718291
59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時00分 他 165,000円～195,000円 60

3人 (2) 6時45分～15時15分 毎　週 実費（上限あり） 55
0766-24-2163 (3)10時00分～18時30分 常 用 毎月　22,000円まで 60 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-15719591
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時00分 他 175,000円～195,000円 60

3人 (2)16時30分～ 1時00分 毎　週 実費（上限あり） 55
0766-24-2163 (3) 0時30分～ 9時00分 常 用 毎月　22,000円まで 60 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-15720391
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 16020-15722991
59歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日他 223,970円～273,970円 27

2人 その他 実費（上限あり） 2
0766-44-1710 常 用 毎月　25,000円まで 280 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-15736191
59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時40分 水祝他 220,000円～400,000円 17

3人 その他 実費（上限なし） 4
0766-84-6110 常 用 179 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-15738391
40歳以下 通勤 (1) 8時20分～17時10分 日祝他 152,000円～183,290円 224

5人 (2)14時00分～22時50分 毎　週 実費（上限あり） 132
0766-36-1177 常 用 毎月　50,000円まで 224 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-15751291
不 問 通勤 (1) 7時00分～16時00分 他 176,000円～186,000円 20

1人 (2) 8時30分～17時30分 毎　週 実費（上限あり） 12
0766-62-1200 (3)10時00分～19時00分 常 用 毎月　10,000円まで 20 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-15755391
不 問 通勤 (1) 9時00分～17時00分 木他 170,000円～240,000円 6

1人 (2)14時10分～20時10分 毎　週 実費（上限なし） 6
0766-63-7171 常 用 6 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-15757991
59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時40分 水祝他 215,000円～355,000円 25

1人 その他 実費（上限なし） 8
0766-84-3683 常 用 87 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-15759791
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時40分 水祝他 210,000円～450,000円 21

3人 その他 実費（上限なし） 6
0766-84-3683 常 用 87 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-15760591
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時40分 水祝他 232,000円～532,000円 25

3人 その他 実費（上限なし） 8
0766-84-3683 常 用 87 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-15762091
59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時40分 水祝他 220,000円～500,000円 15

3人 その他 実費（上限なし） 3
0766-84-3683 常 用 87 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-15765991
59歳以下 通勤 (1) 8時20分～17時10分 日祝他 170,610円～316,150円 224

1人 (2)14時00分～22時50分 毎　週 実費（上限あり） 132
0766-36-1177 常 用 毎月　50,000円まで 224 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-15768891
59歳以下 通勤 (1) 8時20分～17時10分 日祝他 220,440円～336,850円 224

1人 (2)14時00分～22時50分 毎　週 実費（上限あり） 132
0766-36-1177 常 用 毎月　50,000円まで 224 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-15769291
59歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時10分 日祝他 210,000円～320,000円 26

2人 その他 実費（上限なし） 4
0766-84-6110 常 用 30 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-15771391
40歳以下 通勤 (1) 8時20分～17時10分 日祝他 152,000円～250,000円 224

2人 毎　週 実費（上限あり） 132
0766-36-1177 常 用 毎月　50,000円まで 224 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-15775791
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 16020-15777291
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 16020-15778591
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 16020-15779191

220

221

214

215

216

217

218

219

208

209

211

212

213

203

207

196

197

201

190

191

192

193

194

195

自動車鈑金塗装工 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

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

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

品質管理業務 医薬品製造業

株式会社 パナケイア製薬
高岡市中田4576番地

正社員

営業(プレカット木材) 建築材料卸売業

株式会社 ウッドフレンド
高岡市下牧野35-1

正社員

製造管理職 医薬品製造業

株式会社 パナケイア製薬
高岡市中田4576番地

正社員

設備保全 医薬品製造業

株式会社 パナケイア製薬
高岡市中田4576番地

正社員

リフォーム工事施工管理【高岡店･富山店･魚津店】 木造建築工事業

ウッドライフホーム株式会社
高岡市下牧野33-1

正社員

不動産仕入れ、販売及び管理全般【高岡店･富山店･魚津店】 木造建築工事業

ウッドライフホーム株式会社
高岡市下牧野33-1

正社員

住宅施工管理(アフターサービス業務【高岡･富山･金沢店】 木造建築工事業

ウッドライフホーム株式会社
高岡市下牧野33-1

正社員

インテリアコーディネーター【高岡店･富山店･魚津店】 木造建築工事業

ウッドライフホーム株式会社
高岡市下牧野33-1

正社員

歯科衛生士 歯科診療所

医療法人 図南鳳凰会 近川矯正歯科クリニック
高岡市戸出町4-3-28

正社員

介護職 一般診療所

医療法人社団 昂尚会
高岡市戸出町3-19-50

正社員

医薬品等の製造業務 医薬品製造業

株式会社 パナケイア製薬
高岡市中田4576番地

正社員

住宅設備職【本社･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

タンクローリー運転手【北陸石油物流】 一般貨物自動車運送業

吉沢運送 株式会社
射水市小杉白石713番地

正社員

営業 不動産代理業・仲介業

新生開発 株式会社
高岡市駅南3丁目10番16号

正社員

介護福祉士 病院

医療法人社団 川岸会 万葉病院
高岡市西海老坂字大坪362

正社員

介護福祉士(日勤) 病院

医療法人社団 川岸会 万葉病院
高岡市西海老坂字大坪362

正社員

正看護師、准看護師(日勤) 病院

医療法人社団 川岸会 万葉病院
高岡市西海老坂字大坪362

正社員

正看護師、准看護師 病院

医療法人社団 川岸会 万葉病院
高岡市西海老坂字大坪362

正社員

介護職員(準職員)【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
高岡市醍醐1257番地

正社員以外

歯科技工士(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

歯科衛生士 歯科診療所

北村歯科クリニック
高岡市赤祖父446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

40歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 他 300,000円～367,000円 160
1人 (2)16時30分～ 0時30分 その他 実費（上限あり） 132

0766-22-2468 (3) 0時00分～ 8時30分 常 用 毎月　24,500円まで 160 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 16020-15782491
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 16020-15785291
不 問 通勤 (1) 9時30分～20時00分 他 170,000円～300,000円 3

1人 (2) 9時30分～13時00分 その他 実費（上限あり） 3
0766-75-0135 (3) 9時30分～18時00分 常 用 毎月　10,000円まで 3 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-15792291
不 問 通勤 (1) 8時00分～16時00分 他 155,000円～155,000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 16020-15796391
不 問 通勤 (1) 5時00分～13時00分 他 161,211円～161,211円 9

1人 (2)15時15分～23時15分 その他 一定額 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 16020-15797691
不 問 通勤 (1) 7時30分～16時30分 日他 208,800円～255,200円 12

1人 その他 実費（上限あり） 2
0766-21-0590 常 用 毎月　5,000円まで 19 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-15800391
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 16020-15801691
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時00分 日祝他 200,000円～350,000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 16020-15802991
18歳～35歳 通勤 (1) 8時00分～17時00分 他 158,000円～174,000円 8

1人 (2)12時00分～21時00分 毎　週 実費（上限あり） 4
0766-23-0001 常 用 毎月　20,000円まで 500 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-15803491
18歳～35歳 通勤 (1)17時00分～10時00分 他 158,000円～174,000円 8

1人 毎　週 実費（上限あり） 4
0766-23-0001 常 用 毎月　20,000円まで 500 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-15804791
18歳～35歳 通勤 (1) 8時00分～17時00分 他 158,000円～174,000円 12

1人 (2)12時00分～21時00分 その他 実費（上限あり） 8
0766-26-0001 常 用 毎月　20,000円まで 500 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-15806291
18歳～35歳 通勤 (1)17時00分～10時00分 他 158,000円～174,000円 12

1人 毎　週 実費（上限あり） 8
0766-26-0001 常 用 毎月　20,000円まで 500 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-15807591
不 問 通勤 (1) 8時45分～17時30分 他 155,000円～240,000円 20

1人 その他 実費（上限あり） 4
0766-44-5718 常 用 毎月　10,000円まで 20 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-15810991
不 問 通勤 (1) 8時45分～17時30分 他 166,000円～293,000円 20

1人 その他 実費（上限あり） 4
0766-44-5718 常 用 毎月　10,000円まで 20 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-15812791
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時15分 土日祝他 136,000円～140,000円 7

1人 (2) 7時45分～16時30分 毎　週 実費（上限あり） 5
0766-36-1636 臨時(4ヶ月以上) 毎月　20,900円まで 100 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-15815591
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 192,000円～350,000円 32

1人 その他 実費（上限あり） 9
0766-91-6111 常 用 毎月　18,800円まで 44 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-15818391
59歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 260,000円～400,000円 32

1人 その他 実費（上限あり） 9
0766-91-6111 常 用 毎月　18,800円まで 44 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-15819691
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 243,000円～310,000円 32

1人 その他 実費（上限あり） 9
0766-91-6111 常 用 毎月　18,800円まで 44 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-15820491
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 170,000円～260,000円 32

1人 その他 実費（上限あり） 9
0766-91-6111 常 用 毎月　18,800円まで 44 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-15822891
59歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 220,000円～350,000円 32

1人 その他 実費（上限あり） 9
0766-91-6111 常 用 毎月　18,800円まで 44 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-15823291
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 192,000円～350,000円 32

1人 その他 実費（上限あり） 9
0766-91-6111 常 用 毎月　18,800円まで 44 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-15824591
59歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 250,000円～350,000円 32

1人 その他 実費（上限あり） 9
0766-91-6111 常 用 毎月　18,800円まで 44 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-15825191
59歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 250,000円～350,000円 32

1人 その他 実費（上限あり） 9
0766-91-6111 常 用 毎月　18,800円まで 44 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-15826091
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 140,000円～180,000円 32

1人 その他 実費（上限あり） 9
0766-91-6111 常 用 毎月　18,800円まで 44 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-15827391

244

245

246

247

248

249

238

239

240

241

242

243

232

233

234

235

236

237

226

229

230

231

223

224

建設技能者 一般土木建築工事業

株式会社 グランテック
高岡市石瀬920

正社員

地質調査技術者 一般土木建築工事業

株式会社 グランテック
高岡市石瀬920

正社員

技術開発 一般土木建築工事業

株式会社 グランテック
高岡市石瀬920

正社員

営業職 一般土木建築工事業

株式会社 グランテック
高岡市石瀬920

正社員

建設機械オペレーター 一般土木建築工事業

株式会社 グランテック
高岡市石瀬920

正社員

土木施工技術職 一般土木建築工事業

株式会社 グランテック
高岡市石瀬920

正社員

建設機械整備職 一般土木建築工事業

株式会社 グランテック
高岡市石瀬920

正社員

土木施工管理職 一般土木建築工事業

株式会社 グランテック
高岡市石瀬920

正社員

営業職(羽咋･七尾･能登エリア) 一般土木建築工事業

株式会社 グランテック
高岡市石瀬920

正社員

支援員(サポートかたかご)【臨時職員】 障害者福祉事業

社会福祉法人 たかおか万葉福祉会
高岡市滝新15番地

正社員以外

自動車整備士 自動車整備業

ヤマ自動車 株式会社
高岡市伏木一宮2丁目1-6

正社員

自動車整備(入社後資格取得可能) 自動車整備業

ヤマ自動車 株式会社
高岡市伏木一宮2丁目1-6

正社員

フロントスタッフ 旅館，ホテル

株式会社 ホテルアルファーワン高岡駅前
高岡市下関町4-55

正社員

フロントスタッフ(日勤) 旅館，ホテル

株式会社 ホテルアルファーワン高岡駅前
高岡市下関町4-55

正社員

フロントスタッフ 旅館，ホテル

株式会社 ホテル第二高岡 (ホテルアルファーワン高岡)
高岡市下関町1-35

正社員

フロントスタッフ(日勤) 旅館，ホテル

株式会社 ホテル第二高岡 (ホテルアルファーワン高岡)
高岡市下関町1-35

正社員

土木設計 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

正社員

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

ダンプ運転手(１０ｔダンプ) 建築材料卸売業

有限会社 北陸プランナー
高岡市須田178

正社員

ゴルフ練習場場内管理･フロントスタッフ 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

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

受付兼診察補助 獣医業

ますだ動物病院
高岡市中曽根352-3

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

看護師(病棟勤務) 病院

医療法人社団 整志会 沢田記念 高岡整志会病院
高岡市大手町8-31

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 日祝他 192,000円～350,000円 32
1人 その他 実費（上限あり） 9

0766-91-6111 常 用 毎月　18,800円まで 44 雇用・労災・健康・厚生・財形
高岡市 16020-15828691
不 問 通勤 (1) 8時15分～17時15分 日祝他 208,000円～263,000円 280

1人 (2) 8時15分～12時15分 その他 実費（上限あり） 190
0766-63-6015 常 用 毎月　25,000円まで 380 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-15831291
不 問 通勤 (1) 8時15分～17時15分 日祝 200,000円～250,000円 380

1人 (2) 8時15分～12時15分 その他 実費（上限あり） 260
0766-63-5353 常 用 毎月　25,000円まで 380 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-15833191
不 問 通勤 (1) 8時15分～17時15分 日祝他 202,000円～252,000円 380

1人 (2) 8時15分～12時15分 その他 実費（上限あり） 260
0766-63-5353 常 用 毎月　25,000円まで 380 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-15834091
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 212,000円～263,000円 380

1人 毎　週 実費（上限あり） 260
0766-63-6015 常 用 毎月　25,000円まで 380 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-15835391
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時10分 日祝他 206,000円～256,000円 280

1人 (2) 8時50分～17時30分 その他 実費（上限あり） 190
0766-63-6015 (3) 9時20分～18時00分 常 用 毎月　25,000円まで 380 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-15836691
不 問 通勤 (1) 8時15分～17時15分 日祝他 151,800円～204,000円 380

1人 毎　週 実費（上限あり） 260
0766-63-6015 常 用 毎月　25,000円まで 380 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-15837991
不 問 通勤 (1) 8時15分～17時15分 日祝他 151,800円～204,000円 380

1人 毎　週 実費（上限あり） 260
0766-63-6015 常 用 毎月　25,000円まで 380 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-15839791
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日他 168,000円～194,000円 100

1人 毎　週 実費（上限あり） 70
0766-63-6015 常 用 毎月　25,000円まで 380 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-15841191
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 他 145,080円～169,800円 380

1人 (2) 9時30分～18時30分 毎　週 実費（上限あり） 260
0766-63-5353 (3)16時30分～ 9時30分 常 用 毎月　25,000円まで 380 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-15842091
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日他 140,080円～164,800円 100

1人 毎　週 実費（上限あり） 70
0766-63-6015 常 用 毎月　20,000円まで 380 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-15843391
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 他 208,000円～263,000円 380

3人 (2) 9時30分～18時30分 毎　週 実費（上限あり） 260
0766-63-6015 (3)16時30分～ 9時00分 常 用 毎月　25,000円まで 380 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-15844691
不 問 通勤 (1) 8時15分～17時15分 日他 215,000円～270,000円 280

1人 毎　週 実費（上限あり） 190
0766-63-6015 常 用 毎月　25,000円まで 380 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-15847791
44歳以下 通勤 (1) 7時00分～16時00分 他 150,300円～190,300円 33

2人 その他 実費（上限あり） 8
0766-64-1292 常 用 毎月　13,000円まで 1178 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-15849291
不 問 通勤 (1) 9時00分～18時00分 日祝他 184,000円～322,000円 15

1人 その他 実費（上限あり） 5
0766-62-0120 常 用 毎月　5,000円まで 60 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-15852691
35歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 185,000円～285,000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 16020-15853991
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 172,500円～207,000円 13

1人 (2) 9時00分～18時00分 その他 実費（上限あり） 6
0766-62-0120 常 用 毎月　5,000円まで 60 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-15854491
不 問 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 160,000円～170,000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 16020-15858591
18歳以上 通勤 (1)14時30分～ 0時00分 他 180,000円～350,000円 18

1人 その他 なし 9
0766-27-6666 常 用 80 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-15860691
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 他 180,000円～350,000円 30

1人 (2)12時00分～21時00分 その他 なし 29
0766-27-6666 常 用 80 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-15861991
64歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 200,000円～240,000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 16020-15868091
35歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 日祝他 195,000円～287,000円 20

2人 その他 実費（上限あり） 8
0766-25-2505 常 用 毎月　10,000円まで 20 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-15870791
29歳以下 通勤 (1) 8時30分～16時30分 日祝他 157,750円～173,750円 60

1人 その他 実費（上限あり） 6
0766-26-3130 常 用 毎月　15,000円まで 251 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-15871891
35歳以下 通勤 (1) 7時00分～16時00分 日他 198,000円～308,000円 33

3人 (2) 7時30分～16時30分 その他 実費（上限あり） 8
0766-64-1292 (3) 8時00分～17時00分 常 用 毎月　13,000円まで 1178 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-15873591

274

275

276

277

268

270

271

262

263

265

266

267

256

257

258

259

260

261

250

251

252

253

254

255

集配ドライバー 一般貨物自動車運送業

甲信越福山通運 株式会社 高岡営業所
高岡市福岡町本領711-1

正社員

物流営業 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

ルート営業 産業機械器具卸売業

北越商工 株式会社
高岡市石瀬853-3

正社員

経理 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

接客･販売･店舗運営管理(道の駅 高岡万葉の里) 食堂，レストラン

株式会社 インサイト
高岡市宮脇町1003番地 ｲﾝｻｲﾄﾋﾞﾙ4F

正社員

調理スタッフ(越中居酒屋かざくら) 食堂，レストラン

株式会社 インサイト
高岡市宮脇町1003番地 ｲﾝｻｲﾄﾋﾞﾙ4F

正社員

組立(建築小物･インテリア製品･美術工芸品など) 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

事務【本社】 運送代理店

株式会社 ＨＲＳ
高岡市二塚1170

正社員

管工事作業 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

地場及び中･長距離運転手【本社】 運送代理店

株式会社 ＨＲＳ
高岡市二塚1170

正社員

業務員(仕分け作業) 一般貨物自動車運送業

甲信越福山通運 株式会社 高岡営業所
高岡市福岡町本領711-1

正社員

訪問看護師 病院
医療法人社団 紫蘭会『光ヶ丘病院』『介護老人保健施設 おおぞら』

高岡市西藤平蔵313
正社員

看護師･准看護師 病院
医療法人社団 紫蘭会『光ヶ丘病院』『介護老人保健施設 おおぞら』

高岡市西藤平蔵313
正社員

介護員兼運転手 病院
医療法人社団 紫蘭会『光ヶ丘病院』『介護老人保健施設 おおぞら』

高岡市西藤平蔵313
正社員以外

介護職員【歯科衛生士資格保有者】 病院
医療法人社団 紫蘭会『光ヶ丘病院』『介護老人保健施設 おおぞら』

高岡市西藤平蔵313
正社員以外

介護業務【おおぞら】 病院
医療法人社団 紫蘭会『光ヶ丘病院』『介護老人保健施設 おおぞら』

高岡市西藤平蔵313
正社員

ケアマネージャー 病院
医療法人社団 紫蘭会『光ヶ丘病院』『介護老人保健施設 おおぞら』

高岡市西藤平蔵313
正社員

社会福祉士 病院
医療法人社団 紫蘭会『光ヶ丘病院』『介護老人保健施設 おおぞら』

高岡市西藤平蔵313
正社員

薬剤師 病院
医療法人社団 紫蘭会『光ヶ丘病院』『介護老人保健施設 おおぞら』

高岡市西藤平蔵313
正社員

保健師 病院
医療法人社団 紫蘭会『光ヶ丘病院』『介護老人保健施設 おおぞら』

高岡市西藤平蔵313
正社員

理学療法士 病院
医療法人社団 紫蘭会『光ヶ丘病院』『介護老人保健施設 おおぞら』

高岡市西藤平蔵313
正社員

作業療法士 病院
医療法人社団 紫蘭会『光ヶ丘病院』『介護老人保健施設 おおぞら』

高岡市西藤平蔵313
正社員

看護師･准看護師【外来】 病院
医療法人社団 紫蘭会『光ヶ丘病院』『介護老人保健施設 おおぞら』

高岡市西藤平蔵313
正社員

営業職(富山エリア) 一般土木建築工事業

株式会社 グランテック
高岡市石瀬920

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)18時00分～ 3時30分 他 269,400円～347,400円 33
2人 (2)18時30分～ 3時00分 その他 実費（上限あり） 8

0766-64-1292 常 用 毎月　13,000円まで 1178 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 16020-15875091

59歳以下 通勤 (1) 8時00分～16時45分 日祝他 160,000円～250,000円 50
2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 51 雇用・労災・健康・厚生・財形
高岡市 16020-15876391

59歳以下 通勤 (1) 9時00分～18時00分 日祝他 181,237円～228,008円 14
1人 毎　週 実費（上限あり） 3

0766-26-9508 常 用 毎月　50,000円まで 4583 雇用・労災・健康・厚生・財形
高岡市 16020-15888791
不 問 通勤 他 190,000円～250,000円 0

3人 その他 実費（上限なし） 0
027-345-8725 臨時(4ヶ月以上) 18745 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 10020-24160291
59歳以下 通勤 (1) 8時45分～17時45分 日祝他 184,700円～264,000円 5

1人 その他 実費（上限あり） 1
03-5816-5453 常 用 毎月　60,000円まで 2420 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 13030-26283091
59歳以下 通勤 (1) 9時00分～17時30分 土日祝他 225,020円～268,750円 21

1人 (2) 6時30分～19時30分 毎　週 実費（上限あり） 17
03-6779-8160 (3)11時00分～15時00分 常 用 毎月　150,000円まで 800 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 13040-55258792
59歳以下 通勤 (1) 9時45分～18時45分 他 173,000円～222,000円 7

1人 (2)10時15分～19時15分 その他 実費（上限あり） 2
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- 9603191
不 問 通勤 (1) 7時30分～16時30分 土日祝他 170,000円～220,000円 22

1人 毎　週 実費（上限あり） 20
076-444-0633 常 用 毎月　35,000円まで 13000 雇用・労災・健康・厚生

請負 高岡市 16010-29138791
20歳～44歳 通勤 (1) 9時00分～18時00分 他 212,500円～280,000円 20

1人 (2)11時00分～20時00分 毎　週 実費（上限あり） 20
0120-585-707 (3)12時45分～21時45分 常 用 毎月　40,000円まで 7300 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 13070-13756592
59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時15分 日祝他 150,000円～219,300円 34

1人 その他 実費（上限あり） 11
076-421-1101 常 用 毎月　100,000円まで 250 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16010-29044191
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 他 207,360円～241,920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 16010-29065491
不 問 通勤 日他 155,700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 16010-29070391
不 問 通勤 (1) 9時00分～18時00分 他 150,000円～400,000円 70

10人 その他 実費（上限あり） 8
0766-26-2626 常 用 毎月　20,000円まで 84 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16050- 6806491
18歳～35歳 通勤 (1) 3時00分～12時00分 日祝他 200,000円～260,000円 38

1人 その他 実費（上限なし） 15
0766-25-5150 常 用 38 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16060- 2822691
不 問 通勤 (1) 9時30分～18時15分 他 179,025円～179,025円 4

2人 (2)11時30分～20時15分 毎　週 実費（上限なし） 4
052-232-0203 (3)12時15分～21時00分 臨時(4ヶ月以上) 2860 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 23020-93027291
35歳以下 通勤 (1) 9時30分～18時15分 他 180,000円～180,000円 4

2人 (2)11時30分～20時15分 その他 実費（上限なし） 4
052-232-0203 (3)12時15分～21時00分 常 用 2860 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 23020-93032491
40歳以下 通勤 (1) 9時00分～17時30分 土日祝他 198,000円～265,500円 13

1人 毎　週 実費（上限あり） 1
0766-25-6700 常 用 毎月　50,000円まで 304 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 27030-46590091
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 10020-23882291
不 問 通勤 (1)10時30分～19時30分 他 238,200円～278,300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 10020-23961891
不 問 通勤 (1) 9時00分～19時00分 他 453,220円～453,220円 1

3人 (2)19時00分～ 9時00分 な　し 実費（上限なし） 0
0120-979-465 常 用 200 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 11060-18300691
18歳以上 通勤 (1)22時00分～ 7時00分 他 190,000円～210,000円 8

2人 (2) 0時00分～ 9時00分 毎　週 実費（上限なし） 4
03-6833-5064 臨時(4ヶ月以上) 6496 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 13040-53308592
18歳以上 通勤 (1)22時00分～ 7時00分 他 190,000円～210,000円 7

2人 (2) 0時00分～ 9時00分 毎　週 実費（上限なし） 3
03-6833-5064 臨時(4ヶ月以上) 6496 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 13040-53460492
18歳以上 通勤 (1)22時00分～ 7時00分 他 190,000円～210,000円 23

2人 (2) 0時00分～ 9時00分 毎　週 実費（上限なし） 11
03-6833-5064 臨時(4ヶ月以上) 6496 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 13040-53703592
18歳以上 通勤 (1)10時00分～23時30分 他 196,700円～270,100円 20

2人 毎　週 実費（上限あり） 14
0120-696-364 常 用 毎月　100,000円まで 1486 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 13070-12812392
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ホールスタッフ／紅虎餃子茶寮 イオンモール高岡 その他の飲食店

際コーポレーション株式会社
東京都目黒区大橋2-22-8 いちご池尻ﾋﾞﾙ3階

正社員

接客･調理／高岡中曽根店 食堂，レストラン

株式会社 中部すき家
東京都港区港南ﾆ丁目18番1号 JR品川ｲｰｽﾄﾋﾞﾙ5階

正社員以外

接客･調理／８号高岡北島店 食堂，レストラン

株式会社 中部すき家
東京都港区港南ﾆ丁目18番1号 JR品川ｲｰｽﾄﾋﾞﾙ5階

正社員以外

接客･調理／高岡熊野店 食堂，レストラン

株式会社 中部すき家
東京都港区港南ﾆ丁目18番1号 JR品川ｲｰｽﾄﾋﾞﾙ5階

正社員以外

日常生活アシスタント(介助) 障害者福祉事業

一般社団法人 ＨＫ
埼玉県所沢市松葉町12-3 ｱｰｶﾞｽﾋﾙｽﾞ58 1階

正社員

嘱託／リフォーム営業／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

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

営業職(高岡支店) 建築材料卸売業

株式会社 シブタニ
大阪府大阪市中央区島之内2-13-7

正社員

ジュエリー販売スタッフ 他に分類されない小売業

Ａｓ－ｍｅエステール 株式会社 名古屋オフィス
愛知県名古屋市中区錦2-18-5 白川第6ﾋﾞﾙ10階

正社員

ジュエリー販売スタッフ(ミルフローライオンモール高岡店) 他に分類されない小売業

Ａｓ－ｍｅエステール 株式会社 名古屋オフィス
愛知県名古屋市中区錦2-18-5 白川第6ﾋﾞﾙ10階

正社員以外

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

バス運転手 一般貸切旅客自動車運送業

イルカ交通株式会社
小矢部市赤倉169

正社員

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

正社員以外
8時00分～18時00分の間の8時間程度

看護師 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

有期雇用派遣

配送ドライバー(高岡支店) 産業機械器具卸売業

株式会社 北陸電機商会
富山市白銀町1番1号

正社員

カルディコーヒーファームでの販売／イオンモール高岡店 各種食料品小売業

株式会社キャメル珈琲
東京都世田谷区代田2-31-8

正社員

調理員(高岡市学校給食石瀬共同調理場) その他の飲食料品小売業

株式会社 東洋食品 北陸事業部
富山市千歳町1-6-18 河口ﾋﾞﾙ別館3F

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

治験コーディネーター(高岡正社員) 医療に附帯するサービス業

サイトサポート･インスティテュート 株式会社
東京都港区芝浦1-1-1 浜松町ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ

正社員

高岡営業所／サービス技術職 事務用機械器具製造業

大和冷機工業株式会社 東京本社
東京都台東区台東2丁目4番3号 大和冷機秋葉原DRKﾋﾞﾙ

正社員

嘱託／登録販売者／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
10時00分～21時00分の間の8時間程度

ルート営業 医薬品・化粧品小売業

株式会社 富士薬品 高岡営業所
高岡市横田(下窪)396-7

正社員

コンクリート製造技能工 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

大型運転手 一般貨物自動車運送業

甲信越福山通運 株式会社 高岡営業所
高岡市福岡町本領711-1

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

18歳以上 通勤 (1)10時00分～23時30分 他 196,700円～270,100円 20
2人 毎　週 実費（上限あり） 14

0120-696-364 常 用 毎月　100,000円まで 1486 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 13070-12817792
不 問 通勤 (1) 9時45分～20時00分 他 155,200円～170,800円 10

1人 (2)13時45分～21時00分 その他 実費（上限あり） 5
0120-27-8010 臨時(4ヶ月以上) 毎月　50,000円まで 1110 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 13080-10577092
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
090-4938-6728 常 用 毎月　20,000円まで 50 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 13130-38829991
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
090-4938-6728 常 用 毎月　20,000円まで 50 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 13130-38834091
不 問 通勤 (1)10時15分～19時45分 他 158,400円～176,000円 12

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 16010-28930391
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 16010-28953291
不 問 通勤 (1)10時00分～18時15分 日祝他 195,500円～237,000円 20

2人 その他 実費（上限あり） 8
076-451-8910 臨時(4ヶ月以上) 毎月　15,000円まで 1000 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16010-29021391
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 170,000円～200,000円 21

1人 その他 実費（上限あり） 12
080-4257-2400 常 用 毎月　15,000円まで 21 雇用・労災・健康・厚生

請負 高岡市 16060- 2800891
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 170,000円～230,000円 21

1人 その他 実費（上限あり） 12
080-4257-2400 常 用 毎月　15,000円まで 21 雇用・労災・健康・厚生

請負 高岡市 16060- 2801291
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日他 160,000円～350,000円 28

2人 (2) 8時00分～12時00分 隔　週 なし 4
0766-24-8283 常 用 28 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16060- 2805391
59歳以下 通勤 (1) 6時00分～15時00分 他 210,000円～250,000円 24

2人 (2)11時00分～20時00分 その他 実費（上限なし） 19
076-254-0236 (3)15時00分～ 0時00分 常 用 123 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 17010-34158091
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時30分 日祝他 180,000円～300,000円 12

1人 (2) 8時00分～17時00分 その他 実費（上限あり） 2
0761-74-8188 常 用 毎月　20,000円まで 94 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 17050- 4427691
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 181,500円～234,500円 6

2人 その他 実費（上限なし） 2
06-6944-6622 常 用 93 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 27010-81033391
18歳～59歳 通勤 (1) 8時30分～17時30分 他 160,000円～300,000円 13

1人 (2)17時00分～ 9時00分 毎　週 実費（上限なし） 1
03-6281-9910 常 用 1873 雇用・労災・健康・厚生・財形

請負 高岡市 13010-52746692
18歳以上 通勤 他 210,000円～210,000円 63

1人 その他 実費（上限あり） 31
0120-314-520 臨時(4ヶ月以上) 毎月　15,000円まで 34200 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 13040-51282492
59歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 他 190,400円～192,400円 19

1人 その他 実費（上限あり） 14
052-744-5011 常 用 毎月　50,000円まで 7500 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 15010-45155691
40歳以下 通勤 (1) 9時15分～18時30分 月他 200,000円～260,000円 15

1人 その他 実費（上限あり） 3
076-425-1500 常 用 毎月　31,600円まで 115 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16010-28660291
不 問 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日祝他 152,720円～165,525円 2

1人 その他 実費（上限あり） 1
0766-91-6175 常 用 毎月　8,000円まで 20 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16060- 2787891
不 問 通勤 (1)10時00分～19時00分 他 174,000円～230,000円 10

2人 その他 実費（上限あり） 1
076-237-5171 常 用 毎月　15,000円まで 45 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 17010-33964791
18歳以上 通勤 (1)14時15分～23時15分 他 182,800円～242,000円 12

2人 (2)15時30分～ 0時30分 その他 実費（上限あり） 2
076-237-5171 常 用 毎月　15,000円まで 45 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 17010-33967591
18歳以上 通勤 (1)14時15分～23時15分 他 273,000円～315,300円 12

1人 (2)15時30分～ 0時30分 その他 実費（上限あり） 2
076-237-5171 常 用 毎月　15,000円まで 45 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 17010-33968191
18歳以上 通勤 他 292,000円～345,000円 10

2人 その他 実費（上限あり） 1
076-237-5171 常 用 毎月　18,000円まで 45 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 17010-33969091
不 問 通勤 (1) 5時00分～14時00分 他 156,240円～173,600円 6

1人 (2)10時30分～19時30分 毎　週 実費（上限なし） 5
076-222-9908 臨時(4ヶ月以上) 45300 雇用・労災・健康・厚生

請負 高岡市 17010-34108391
不 問 通勤 (1) 9時00分～18時00分 他 190,000円～310,000円 1438

1人 (2)13時00分～22時00分 毎　週 実費（上限なし） 1117
076-274-6113 (3)11時00分～20時00分 常 用 6864 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 17080-12230391
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登録販売者総合職【３つの選択区分有】富山３高岡･砺波 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
又は 8時30分～22時00分の間の8時間程度

調理員(はるかぜ) 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

ボウリングフロント(支配人) スポーツ施設提供業

加藤企業 株式会社(マンボウ金沢･小松･高岡)
金沢市諸江町中丁348番地

正社員
8時30分～23時15分の間の8時間程度

ボウリングフロントスタッフ(支配人候補･マンボウ高岡 スポーツ施設提供業

加藤企業 株式会社(マンボウ金沢･小松･高岡)
金沢市諸江町中丁348番地

正社員

ボウリングフロントスタッフ (マンボウ高岡) スポーツ施設提供業

加藤企業 株式会社(マンボウ金沢･小松･高岡)
金沢市諸江町中丁348番地

正社員

ボウリングメカスタッフ(マンボウ高岡) スポーツ施設提供業

加藤企業 株式会社(マンボウ金沢･小松･高岡)
金沢市諸江町中丁348番地

正社員

一般事務 産業用機械器具賃貸業

有限会社 西条商会
氷見市島尾921番地

正社員

整備士(フォルクスワーゲン高岡) 自動車小売業

株式会社 ファーレン富山
富山市掛尾町513-2

正社員

ホームヘルパー 老人福祉・介護事業

アースサポート 株式会社 アースサポート新潟
新潟市中央区鐙1-4-28

正社員

回転寿司業務(店長候補)／高岡赤祖父店 すし店

株式会社 はま寿司
東京都港区港南2-18-1 JR品川ｲ-ｽﾄﾋﾞﾙ

正社員以外
9時00分～ 0時00分の間の8時間程度

環境プラントの運転管理 その他の設備工事業

クボタ環境サービス株式会社
東京都中央区京橋2-1-3 京橋ﾄﾗｽﾄﾀﾜｰ

正社員

工事施工管理(ボイラーメンテナンス、配管工事) 機械器具設置工事業

日本汽力 株式会社
大阪市中央区北浜東 2-16 日刊工業新聞社ﾋﾞﾙ8F

正社員

緑地作業員 他に分類されない事業サービス業

株式会社 岸グリーンサービス
石川県加賀市新保町ｶ33番地

正社員

喫茶店(接客、調理、店舗管理) 喫茶店

加賀ワークス株式会社 金沢オフィス
石川県金沢市西念2丁目28番16号 ｽﾍﾟｰｽ･ﾄﾞ･駅西A号室

正社員

移動式クレーンオペレーター 鉄骨・鉄筋工事業

有限会社 宮下重建
氷見市触坂917

正社員

切断作業員 金属素形材製品製造業

有限会社 田中製作所
氷見市十二町25-1

正社員

フォークリフト作業 金属素形材製品製造業

有限会社 田中製作所
氷見市十二町25-1

正社員

プラザマネージャー(ショールーム店長候補)営業 その他のはん用機械・同部分品製造
業株式会社 白寿生科学研究所 富山営業所

富山市上飯野6-10
正社員以外

電気保安管理 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

正社員

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

正社員以外

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

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

きものの販売 イオンモール高岡店 呉服・服地・寝具小売業

株式会社 やまと
東京都新宿区新宿3-28-16 ｺﾙﾈﾋﾞﾙ

正社員以外

調理スタッフ／紅虎餃子茶寮 イオンモール高岡 その他の飲食店

際コーポレーション株式会社
東京都目黒区大橋2-22-8 いちご池尻ﾋﾞﾙ3階

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 他 250,000円～320,000円 0
2人 その他 実費（上限なし） 0

06-6886-7800 常 用 344 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 27060-42445991
不 問 通勤 他 230,000円～300,000円 0

5人 その他 実費（上限なし） 0
06-6886-7800 常 用 344 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 27060-42446491
不 問 通勤 (1) 9時45分～18時45分 他 162,533円～179,118円 3

1人 (2)12時15分～21時15分 その他 実費（上限あり） 3
096-245-5538 (3)12時45分～21時45分 臨時(4ヶ月以上) 毎月　20,000円まで 470 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 43010-43181091
59歳以下 通勤 (1) 9時00分～18時00分 日祝他 170,000円～200,000円 4

2人 その他 実費（上限あり） 1
090-4938-6728 常 用 毎月　20,000円まで 50 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 13130-38193991
59歳以下 通勤 (1) 9時00分～18時00分 日祝他 170,000円～200,000円 3

2人 その他 実費（上限あり） 1
090-4938-6728 常 用 毎月　20,000円まで 50 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 13130-38194491
59歳以下 通勤 (1) 9時00分～18時30分 日祝他 301,250円～325,850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 15020-17743091
不 問 通勤 (1)10時00分～19時00分 他 183,500円～290,000円 15

6人 その他 実費（上限あり） 3
076-422-0088 常 用 毎月　15,000円まで 115 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16010-28182391
40歳以下 通勤 (1) 8時30分～18時30分 日他 196,000円～280,000円 6

1人 (2) 8時30分～17時00分 その他 実費（上限なし） 1
076-451-8001 常 用 44 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16010-28237191
不 問 通勤 (1) 7時30分～16時30分 土日他 158,500円～231,600円 8

1人 毎　週 実費（上限あり） 7
076-425-8410 臨時(4ヶ月以上) 毎月　30,000円まで 18416 雇用・労災・健康・厚生

請負 高岡市 16010-28368391
18歳以上 通勤 (1) 8時00分～17時00分 他 180,400円～220,000円 34

5人 毎　週 実費（上限あり） 2
076-420-7333 臨時(4ヶ月以上) 毎月　10,000円まで 45 雇用・労災・健康・厚生

請負 高岡市 16010-28573591
不 問 通勤 (1)13時30分～21時00分 他 230,000円～330,000円 5

2人 (2) 8時00分～23時00分 その他 実費（上限あり） 2
011-708-1188 (3)18時00分～21時00分 常 用 毎月　25,000円まで 123 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16010-28632691
不 問 通勤 (1)13時30分～21時00分 他 220,000円～270,000円 5

2人 (2) 8時00分～23時00分 その他 実費（上限あり） 2
011-708-1188 (3)18時00分～21時00分 臨時(4ヶ月以上) 毎月　25,000円まで 123 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16010-28636891
59歳以下 通勤 (1) 9時00分～18時00分 土日祝他 193,000円～297,000円 81

1人 毎　週 実費（上限なし） 13
076-433-1822 常 用 102 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16010-28652291
44歳以下 通勤 (1) 9時30分～17時30分 他 210,000円～300,000円 3

1人 (2)13時30分～21時30分 その他 実費（上限あり） 3
076-444-0035 常 用 毎月　16,100円まで 155 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16010-28654191
18歳以上 通勤 (1) 8時30分～17時30分 他 160,000円～175,000円 9

1人 (2)16時30分～ 9時30分 その他 実費（上限あり） 9
0766-67-5158 (3) 7時00分～16時00分 常 用 毎月　11,300円まで 87 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16050- 6674191
不 問 通勤 (1) 9時00分～18時00分 他 165,000円～165,000円 70

1人 隔　週 実費（上限あり） 8
0766-26-2626 常 用 毎月　15,000円まで 84 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16050- 6715391
不 問 通勤 (1) 5時30分～14時30分 他 170,000円～240,000円 10

1人 (2) 9時00分～18時00分 毎　週 実費（上限あり） 9
076-262-3380 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 17010-33136291
不 問 通勤 (1) 5時30分～14時30分 他 170,000円～210,000円 10

1人 (2) 9時00分～18時00分 毎　週 実費（上限あり） 9
076-262-3380 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 17010-33137591
不 問 通勤 (1) 5時00分～14時00分 他 170,000円～210,000円 10

1人 (2) 9時00分～18時00分 毎　週 実費（上限あり） 9
076-262-3380 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 17010-33143891
不 問 通勤 (1) 9時30分～17時30分 土日祝他 260,000円～600,000円 22

2人 毎　週 実費（上限なし） 4
03-5950-3167 常 用 188 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 17010-33561491
30歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 土日祝他 145,000円～200,000円 6

3人 毎　週 実費（上限あり） 0
0761-48-4855 常 用 毎月　24,500円まで 29 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 17010-33641791
39歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時00分 土日祝他 195,000円～220,000円 5

2人 毎　週 実費（上限あり） 0
050-3539-6669 常 用 毎月　25,000円まで 31 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 17010-33644591
30歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 土日祝他 145,000円～200,000円 6

1人 毎　週 実費（上限あり） 0
0761-48-4855 常 用 毎月　24,500円まで 29 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 17010-33677291
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 17010-33697691

371

364

365

367

368

369

358

360

361

362

363

352

354

355

356

357

346

348

350

351

341

342

343

345

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

株式会社ジョイテル
石川県金沢市鳴和1丁目13番1号

正社員

機械設計補助 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

営業 金融商品取引業

株式会社 しん証券さかもと
石川県金沢市駅西本町1丁目11番24号

正社員

機械設計補助 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

システムエンジニアプログラマー 情報処理・提供サービス業

株式会社パワーエッジ 金沢支社
石川県金沢市上堤町1-12 金沢南町ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ7階

正社員

栄養士 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

栄養士 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

事務･高速バス予約電話受付 一般貸切旅客自動車運送業

イルカ交通株式会社
小矢部市赤倉169

正社員

介護職員(ふくおか) 老人福祉・介護事業

株式会社 ハートフル
小矢部市埴生2839-9

正社員

店舗運営マネージャー その他の専門サービス業

株式会社 ジェック経営コンサルタント
富山市湊入船町3番30号

正社員
又は 9時00分～21時00分の間の8時間以上

システム営業(本社･高岡支店･黒部支店) ソフトウェア業

株式会社 トヤマデータセンター
富山市柳町1-1-11

正社員

マンツーマン教師 学習塾

株式会社 ファミリー
富山市五福3216 らぽｰる北日本2F

正社員以外

マンツーマン教師 学習塾

株式会社 ファミリー
富山市五福3216 らぽｰる北日本2F

正社員

交通誘導警備員 警備業

サンユウセキュリティ 株式会社
富山市天正寺1080

正社員以外

調理師又は栄養士(日本曹達(株)高岡工場内食堂) 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

ルート営業職(高岡営業所) 産業機械器具卸売業

山崎機工 株式会社
富山市針原中町503番地

正社員

店内販売【未経験者歓迎】(富山県のイエローハット) 自動車小売業

株式会社 ピア(イエローハット)
富山市太郎丸西町2-6-12

正社員

薬剤師［あおば薬局高岡店］ 医薬品・化粧品小売業

株式会社 バンテージ
新潟県長岡市三和3丁目6-6

正社員

営業事務 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

一般事務 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

蜂蜜等の販売スタッフ(イオンモール高岡店) その他の飲食料品小売業

株式会社 杉養蜂園
熊本県熊本市北区貢町571-15

正社員以外

アイリスト(アイデザイナー)経験者･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8時間程度

アイリスト(アイデザイナー)店長候補･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8時間程度
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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)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 17010-33698991

35歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時00分 土日祝他 150,000円～240,000円 39
1人 毎　週 実費（上限あり） 25

0776-66-8646 常 用 毎月　50,000円まで 89 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 18040- 7189391

59歳以下 通勤 (1)10時00分～19時00分 他 186,000円～290,000円 18
3人 その他 実費（上限あり） 0

0564-24-2913 常 用 毎月　30,000円まで 2462 雇用・労災・健康・厚生・財形
高岡市 23050-16012391

59歳以下 通勤 (1)10時00分～19時00分 他 186,000円～290,000円 18
3人 その他 実費（上限あり） 0

0564-24-2913 常 用 毎月　30,000円まで 2462 雇用・労災・健康・厚生・財形
高岡市 23050-16221191

59歳以下 通勤 (1)10時00分～19時00分 他 186,000円～290,000円 18
3人 その他 実費（上限あり） 0

0564-24-2913 常 用 毎月　30,000円まで 2462 雇用・労災・健康・厚生・財形
高岡市 23050-16275491

44歳以下 通勤 (1)10時00分～20時00分 他 192,000円～298,000円 30
3人 (2) 9時00分～19時00分 その他 実費（上限あり） 14

080-7948-8412 (3)12時00分～22時00分 常 用 毎月　100,000円まで 2209 雇用・労災・健康・厚生・財形
高岡市 26020-32750791

40歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時00分 日他 185,000円～350,000円 3
3人 その他 実費（上限あり） 0

0774-41-2833 常 用 毎月　35,000円まで 40 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 26080-16083191

44歳以下 通勤 (1) 8時00分～17時00分 日他 200,000円～350,000円 6
1人 その他 実費（上限あり） 1

06-6412-7746 常 用 毎月　20,000円まで 6 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 28030-17909091

35歳以下 通勤 (1) 8時30分～17時30分 他 180,000円～190,000円 30
2人 (2)12時15分～21時15分 毎　週 実費（上限あり） 27

092-433-0663 常 用 毎月　19,800円まで 34000 雇用・労災・健康・厚生
高岡市 40010-91001791

382

384

376

378

380

372

373

374

375

エリア社員(正)／高岡福岡店 医薬品・化粧品小売業

株式会社 コスモス薬品
福岡市博多区博多駅東2-10-1 第一福岡ﾋﾞﾙS館4階

正社員

塗装現場管理者(幹部候補) 塗装工事業

株式会社 塗装工業 甲芸社
兵庫県尼崎市崇徳院2丁目42-5

正社員

製造スタッフ(鋳造)【富山工場】 非鉄金属素形材製造業

株式会社 プロト
京都府久世郡久御山町野村村東123番1

正社員

総合職(店長候補) 食堂，レストラン

株式会社 王将フードサービス(餃子の王将)
京都市山科区西野山射庭ﾉ上町237

正社員

オートバイ整備･修理を主とする「整備職」 自動車小売業

株式会社 レッドバロン
愛知県岡崎市大平町字才勝8-1

正社員

オートバイ本体の販売を主とする「営業職」 自動車小売業

株式会社 レッドバロン
愛知県岡崎市大平町字才勝8-1

正社員

未経験からプロを目指す！「整備士候補職」 自動車小売業

株式会社 レッドバロン
愛知県岡崎市大平町字才勝8-1

正社員

電装品の製造＜富山＞ 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

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

株式会社ジョイテル
石川県金沢市鳴和1丁目13番1号

正社員
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