
【フルタイム】

年齢 求人数 休日 賃　金 従業員数 業　種

No 電話番号 雇用形態 週休二日 就業時間 通勤手当 うち女性 加入保険等

就業場所 雇用期間 企業全体 求人番号

不 問 3人 他 (1)10時00分～19時00分 185,000円～335,000円 8
正社員 毎　週 4

0766-63-7777 実費支給（上限なし） 78 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-  161401
18歳～64歳 1人 他 (1)23時00分～8時00分 180,000円～220,000円 50

正社員 その他 (2)15時00分～0時00分 25
0766-26-3000 (3)14時00分～23時00分 実費支給（上限あり） 50 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　10,000円まで 16020-  163801
不 問 2人 日祝 (1)8時00分～17時00分 180,000円～250,000円 44

正社員 その他 17
0766-84-4111 実費支給（上限あり） 48 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　20,000円まで 16020-  164201
35歳以下 2人 日祝他 (1)8時30分～17時30分 190,000円～250,000円 48

正社員 その他 11
0766-63-7777 実費支給（上限なし） 78 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-  165501
不 問 1人 土日祝他 (1)8時00分～17時30分 250,000円～300,000円 8

正社員 毎　週 2
0766-25-1666 一定額 8 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　5,000円まで 16020-  168601
35歳以下 1人 日祝他 (1)8時30分～17時30分 185,000円～205,000円 48

正社員 その他 11
0766-63-7777 実費支給（上限なし） 78 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-  169901
不 問 3人 土日祝他 (1)8時00分～17時00分 180,000円～270,000円 4

正社員 毎　週 0
0766-21-1471 実費支給（上限あり） 4 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　10,000円まで 16020-  170701
59歳以下 2人 日他 (1)8時30分～17時30分 170,000円～220,000円 23

正社員 その他 15
0766-64-2372 実費支給（上限あり） 65 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 又は8時30分～17時30分の間の7時間以上 月額　10,000円まで 16020-  171801
64歳以下 1人 他 (1)9時00分～18時00分 220,000円～280,000円 50

正社員 その他 (2)13時00分～22時00分 25
0766-26-3000 実費支給（上限あり） 50 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　15,000円まで 16020-  174001
不 問 1人 日祝他 (1)9時00分～18時30分 191,000円～330,000円 9

正社員 その他 5
0766-31-1010 実費支給（上限あり） 9 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　10,000円まで 16020-  178101
不 問 1人 日祝他 (1)8時00分～17時10分 250,000円～450,000円 180

正社員 毎　週 38
0766-63-1100 実費支給（上限あり） 215 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　20,000円まで 16020-  189801
44歳以下 2人 日他 (1)8時00分～17時00分 170,000円～246,000円 116

正社員 その他 (2)17時00分～2時00分 11
0766-63-7132 実費支給（上限なし） 149 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-  190301
不 問 5人 日祝他 (1)8時00分～17時10分 280,000円～500,000円 180

正社員 毎　週 38
0766-63-1100 実費支給（上限あり） 215 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　30,000円まで 16020-  192901
44歳以下 10人 日他 (1)7時00分～16時00分 174,000円～250,000円 116

正社員 その他 (2)15時45分～0時45分 11
0766-63-7132 (3)0時15分～8時00分 実費支給（上限なし） 149 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-  193101
不 問 2人 日祝他 (1)8時00分～17時10分 200,000円～400,000円 180

正社員 毎　週 38
0766-63-1100 実費支給（上限あり） 215 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　20,000円まで 16020-  194401
不 問 3人 日祝他 (1)8時00分～17時10分 250,000円～450,000円 180

正社員 毎　週 38
0766-63-1100 実費支給（上限あり） 215 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　20,000円まで 16020-  195701
不 問 3人 日祝他 (1)8時00分～17時10分 200,000円～400,000円 180

正社員 毎　週 38
0766-63-1100 実費支給（上限あり） 215 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　20,000円まで 16020-  196801
30歳以下 1人 日祝他 (1)8時00分～17時00分 173,000円～198,000円 20

正社員 その他 2
0766-25-1293 一定額 20 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　9,000円まで 16020-  197201
不 問 2人 日祝他 (1)8時00分～17時10分 250,000円～450,000円 180

正社員 毎　週 38
0766-63-1100 実費支給（上限あり） 215 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　20,000円まで 16020-  198501
35歳以下 1人 日祝他 (1)8時00分～17時00分 145,000円～160,000円 20

正社員 その他 2
0766-25-1293 一定額 20 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　9,000円まで 16020-  200801
不 問 2人 日祝他 (1)8時00分～17時10分 250,000円～450,000円 180

正社員 毎　週 38
0766-63-1100 実費支給（上限あり） 215 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　20,000円まで 16020-  204301
不 問 1人 日祝他 (1)8時00分～17時10分 200,000円～400,000円 180

正社員 毎　週 38
0766-63-1100 実費支給（上限あり） 215 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　20,000円まで 16020-  205601
不 問 3人 日祝他 (1)8時00分～17時10分 250,000円～500,000円 180

正社員 毎　週 38
0766-63-1100 実費支給（上限あり） 215 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　30,000円まで 16020-  207101
不 問 1人 日祝他 (1)8時30分～16時30分 180,000円～200,000円 30

正社員 その他 10
0766-54-5541 実費支給（上限あり） 30 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　5,000円まで 16020-  210501

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし
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金属加工機械製造業

キタムラ機械 株式会社
富山県高岡市戸出町１８７０番地

サービス管理責任者又はサービス管理責任者候補 障害者福祉事業

株式会社 ＬＩＦＥ 就労継続支援事業所 太陽

雇用期間の定めなし

富山県高岡市横田本町９－２
雇用期間の定めなし

建築材料卸売業

株式会社 三共空調サービス
富山県高岡市野村１６０９－１

資材購買 金属加工機械製造業

キタムラ機械 株式会社

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

富山県高岡市戸出町１８７０番地

資材運搬･倉庫管理 金属加工機械製造業

キタムラ機械 株式会社
富山県高岡市戸出町１８７０番地

雇用期間の定めなし

金属加工機械製造業

キタムラ機械 株式会社
富山県高岡市戸出町１８７０番地

工作機械組立作業及び出荷作業 金属加工機械製造業

キタムラ機械 株式会社
富山県高岡市戸出町１８７０番地

空調機器据付工事及びアフターメンテナンス業務 建築材料卸売業

株式会社 三共空調サービス

金属加工機械製造業

キタムラ機械 株式会社
富山県高岡市戸出町１８７０番地

雇用期間の定めなし

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

富山県高岡市戸出町１８７０番地

金属加工機械製造業

キタムラ機械 株式会社

富山県高岡市戸出春日７９６－１

機械加工オペレーター 金属加工機械製造業

キタムラ機械 株式会社

金属加工機械製造業

キタムラ機械 株式会社
富山県高岡市戸出町１８７０番地

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

雇用期間の定めなし

住宅設備の修繕 燃料小売業

株式会社 坂中商店
富山県高岡市福田六家１３２番地

営業企画 一般公衆浴場業

株式会社 アラヤストア－
富山県高岡市駅南１丁目８－３４

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

有限会社イナミ設備
配管工

雇用期間の定めなし

富山県高岡市角７５－６

一般事務 畜産食料品製造業

株式会社 セイアグリーシステム
富山県高岡市福岡町江尻７３－１

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

職  種

ａｕショップスタッフ 他に分類されない小売業

東洋通信工業 株式会社
富山県高岡市オフィスパーク９－２

雇用期間の定めなし

1

2

3

4

11

フロント係 一般公衆浴場業

株式会社 アラヤストア－
富山県高岡市駅南１丁目８－３４

結束工 製材業，木製品製造業

柴木材 株式会社

雇用期間の定めなし

建築工事施工管理 一般土木建築工事業

大栄建設 株式会社

13

総務･労務･人事

富山県高岡市戸出春日７９６－１

工作機械の保守サービス

雇用期間の定めなし

技術開発

生産管理、品質管理

一般事務及び雑務全般

工作機械営業

富山県高岡市戸出町１８７０番地

富山県高岡市野村１６０９－１

事業所名

事業所所在地

富山県高岡市中川栄町３－１

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

富山県高岡市堀岡又新４５番地－１

技術職(電気工事) 他に分類されない小売業

東洋通信工業 株式会社
富山県高岡市オフィスパーク９－２

雇用期間の定めなし

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
富山県高岡市オフィスパーク９－２

管工事業

Page 1



【フルタイム】

年齢 求人数 休日 賃　金 従業員数 業　種

No 電話番号 雇用形態 週休二日 就業時間 通勤手当 うち女性 加入保険等

就業場所 雇用期間 企業全体 求人番号

職  種

事業所名

事業所所在地

不 問 1人 日祝他 (1)8時30分～16時30分 150,000円～180,000円 30
正社員 その他 10

0766-54-5541 実費支給（上限あり） 30 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　5,000円まで 16020-  101101
35歳以下 1人 日祝他 (1)9時00分～17時45分 160,000円～200,000円 8

正社員 その他 3
0766-31-1185 実費支給（上限あり） 15 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　20,000円まで 16020-  106501
不 問 1人 日祝他 (1)8時00分～17時30分 161,000円～345,000円 6

正社員 その他 1
0766-31-0513 実費支給（上限あり） 6 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 日額　200円まで 16020-  107001
不 問 1人 日祝他 (1)8時30分～17時30分 163,600円～180,300円 50

正社員 その他 (2)7時00分～16時00分 46
0766-31-2848 (3)7時30分～16時30分 実費支給（上限あり） 54 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　9,000円まで 16020-  108301
不 問 1人 日祝他 (1)8時00分～17時30分 161,000円～253,000円 6

正社員以外 その他 1
0766-31-0513 実費支給（上限あり） 6 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 日額　200円まで 16020-  109601
不 問 2人 土日祝他 (1)8時30分～17時15分 192,000円～256,000円 6

正社員 毎　週 5
0766-21-3370 一定額 11 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　10,000円まで 16020-  110401
40歳以下 1人 日祝 (1)8時00分～17時00分 200,000円～250,000円 44

正社員 その他 17
0766-84-4111 実費支給（上限あり） 48 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　20,000円まで 16020-  112801
不 問 1人 日祝 (1)8時00分～17時00分 200,000円～250,000円 44

正社員 その他 17
0766-84-4111 実費支給（上限あり） 48 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　20,000円まで 16020-  113201
不 問 1人 日祝 (1)8時30分～18時00分 150,000円～180,000円 6

正社員 その他 (2)8時30分～12時30分 6
0766-22-0880 実費支給（上限あり） 6 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　15,000円まで 16020-  115001
59歳以下 1人 日祝 (1)8時30分～17時30分 194,340円～237,500円 10

正社員 その他 5
0766-24-4465 実費支給（上限あり） 25 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 月額　10,000円まで 16020-  116301
44歳以下 2人 日祝他 (1)8時30分～17時30分 185,000円～300,000円 57

正社員 その他 17
0766-22-0566 実費支給（上限あり） 57 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 月額　12,000円まで 16020-  117601
44歳以下 2人 日祝他 (1)8時30分～17時30分 185,500円～300,000円 57

正社員 その他 17
0766-22-0566 実費支給（上限あり） 57 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 月額　12,000円まで 16020-  118901
不 問 2人 水祝他 (1)8時30分～17時40分 200,000円～450,000円 41

正社員 その他 13
0766-84-6110 実費支給（上限なし） 428 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-  119101
44歳以下 1人 水祝他 (1)8時30分～17時40分 220,000円～380,000円 55

正社員 その他 24
0766-84-6110 実費支給（上限なし） 428 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-  121201
44歳以下 2人 日祝他 (1)8時30分～17時30分 185,500円～300,000円 20

正社員 その他 8
0766-22-0707 実費支給（上限あり） 20 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 月額　12,000円まで 16020-  124301
44歳以下 1人 水祝他 (1)8時30分～17時40分 220,000円～320,000円 55

正社員 その他 24
0766-84-6110 実費支給（上限なし） 428 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-  125601
59歳以下 2人 日祝他 (1)8時15分～17時35分 200,000円～400,000円 35

正社員 その他 2
0766-84-6110 実費支給（上限なし） 428 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-  129701
59歳以下 2人 水祝他 (1)8時30分～17時40分 215,000円～355,000円 9

正社員 その他 1
0766-84-6110 実費支給（上限なし） 428 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-  130501
35歳以下 1人 日祝他 (1)9時00分～17時45分 150,000円～150,000円 8

正社員 その他 3
0766-31-1185 実費支給（上限あり） 15 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　20,000円まで 16020-  132301
59歳以下 3人 水祝他 (1)8時30分～17時40分 215,000円～355,000円 16

正社員 その他 7
0766-84-6110 実費支給（上限なし） 428 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-  133601
59歳以下 3人 水祝他 (1)8時30分～17時40分 242,000円～542,000円 11

正社員 その他 1
0766-84-6110 実費支給（上限なし） 428 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-  134901
不 問 2人 水祝他 (1)8時30分～17時40分 220,000円～500,000円 11

正社員 その他 1
0766-84-6110 実費支給（上限なし） 428 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-  138801
不 問 3人 水祝他 (1)8時30分～17時40分 220,000円～500,000円 18

正社員 その他 8
0766-84-6110 実費支給（上限なし） 428 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-  141301
44歳以下 2人 日祝他 (1)8時45分～17時00分 180,000円～350,000円 30

正社員 その他 6
0766-22-2958 実費支給（上限あり） 32 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　30,000円まで 16020-  142601

55

56

57

62

63

29

営業【本社】 その他の機械器具卸売業

株式会社 ウエノ
富山県高岡市問屋町１０７

雇用期間の定めなし

設計【富山･高岡設計センター･魚津店】 一般土木建築工事業

石友ホーム株式会社
富山県高岡市下牧野３６－２

雇用期間の定めなし

設計職【富山･高岡増改店】 一般土木建築工事業

石友ホーム株式会社
富山県高岡市下牧野３６－２

雇用期間の定めなし

住宅営業(反響営業)【高岡店･新湊店･砺波店】 一般土木建築工事業

石友ホーム株式会社
富山県高岡市下牧野３６－２

雇用期間の定めなし

富山県高岡市六家１１７０

インテリアコーディネーター：富山･高岡設計Ｃ･魚津店 一般土木建築工事業

石友ホーム株式会社
富山県高岡市下牧野３６－２

雇用期間の定めなし

事務職 自動車整備業

堀自動車販売 有限会社(オートショップ堀)

雇用期間の定めなし

富山県高岡市下牧野３６－２

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

建築ＣＡＤオペレーター【プレカット工場】 一般土木建築工事業

石友ホーム株式会社
富山県高岡市下牧野３６－２

総務業務 一般土木建築工事業

石友ホーム株式会社
富山県高岡市下牧野３６－２

雇用期間の定めなし

インテリアコーディネーター【富山･高岡増改店】 一般土木建築工事業

石友ホーム株式会社

富山県高岡市美幸町２－１－１６
雇用期間の定めなし

人事･採用業務 一般土木建築工事業

石友ホーム株式会社
富山県高岡市下牧野３６－２

雇用期間の定めなし

営業 家具・建具・じゅう器等卸売業

株式会社 竹中銅器

雇用期間の定めなし

富山県高岡市長慶寺９８７番地

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
富山県高岡市下牧野３６－２

雇用期間の定めなし

営業 各種商品卸売業

株式会社 竹中製作所
富山県高岡市長慶寺９８７番地

営業(メーカー) 各種商品卸売業

株式会社 竹中製作所

雇用期間の定めなし

富山県高岡市問屋町２１２

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

富山県高岡市堀岡又新４５番地－１

医療事務 一般診療所

みやこし内科医院
富山県高岡市波岡２８２－１

雇用期間の定めなし

総務(事務仕事および一部現場仕事) 製材業，木製品製造業

柴木材 株式会社
富山県高岡市堀岡又新４５番地－１

ドライバー 中型車以上 製材業，木製品製造業

柴木材 株式会社

雇用期間の定めなし

ネットショップ運営 繊維品卸売業

金商 株式会社

富山県高岡市問屋町２６ 日装ビル２Ｆ

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

雇用期間の定めなし

富山県高岡市荒屋敷３５６－４

造園技能工(臨時) 園芸サービス業

有限会社 好緑園
富山県高岡市立野６２６

雇用期間の定めなし

造園技能工 園芸サービス業

有限会社 好緑園
富山県高岡市立野６２６

保育士(みつば保育園) 児童福祉事業

社会福祉法人 みつば福祉会 認定こども園 みつば保育園

雇用期間の定めなし

プログラマー ソフトウェア業

株式会社 システムワークス

整備士見習い 自動車整備業

堀自動車販売 有限会社(オートショップ堀)

障害者福祉事業

株式会社 ＬＩＦＥ 就労継続支援事業所 太陽

52

53

職業指導員

富山県高岡市横田本町９－２
雇用期間の定めなし

富山県高岡市六家１１７０
雇用期間の定めなし

33

34

35

60

42

43

44

49

50

46

36

37

38

39

40

41
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【フルタイム】

年齢 求人数 休日 賃　金 従業員数 業　種

No 電話番号 雇用形態 週休二日 就業時間 通勤手当 うち女性 加入保険等

就業場所 雇用期間 企業全体 求人番号

職  種

事業所名

事業所所在地

不 問 3人 他 (1)9時00分～18時00分 157,000円～205,000円 110
正社員 その他 (2)7時00分～16時00分 85

0766-22-3719 (3)17時30分～9時30分 実費支給（上限あり） 180 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 月額　16,000円まで 16020-  143901
不 問 1人 他 (1)7時00分～16時00分 188,000円～296,000円 110

正社員 その他 (2)9時00分～18時00分 85
0766-22-3719 (3)17時30分～9時30分 実費支給（上限あり） 180 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 月額　16,000円まで 16020-  144101
不 問 2人 水祝他 (1)8時30分～17時40分 240,000円～500,000円 13

正社員 その他 2
0766-84-6110 実費支給（上限なし） 428 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-  145401
59歳以下 2人 水祝他 (1)8時30分～17時40分 232,000円～532,000円 11

正社員 その他 1
0766-84-6110 実費支給（上限なし） 428 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-  146701
不 問 3人 水祝他 (1)8時30分～17時40分 232,000円～532,000円 25

正社員 その他 13
0766-84-6110 実費支給（上限なし） 428 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-  149501
不 問 4人 水祝他 (1)8時30分～17時40分 232,000円～532,000円 25

正社員 その他 13
0766-84-6110 実費支給（上限なし） 428 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-  151901
35歳以下 3人 日祝他 (1)8時15分～17時35分 170,000円～230,000円 35

正社員 その他 2
0766-84-6110 実費支給（上限なし） 428 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-  152101
不 問 3人 他 160,000円～220,000円 5

正社員 その他 5
0766-57-8293 実費支給（上限あり） 65 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 9時30分～21時00分の間の8時間 月額　25,000円まで 16020-  154701
不 問 3人 日祝他 (1)8時45分～17時00分 180,000円～350,000円 30

正社員 その他 6
0766-22-2958 実費支給（上限あり） 32 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　30,000円まで 16020-  157501
不 問 1人 他 (1)9時00分～17時00分 220,000円～242,000円 4

正社員 その他 1
0766-25-0201 なし 4 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-  159301
59歳以下 1人 日祝他 (1)8時00分～17時00分 185,000円～260,000円 13

正社員 毎　週 2
0766-23-2510 実費支給（上限あり） 27 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　10,000円まで 16020-   52501
不 問 1人 他 (1)7時00分～16時00分 268,500円～288,500円 91

正社員 その他 (2)9時00分～18時00分 55
0766-53-5665 (3)10時00分～19時00分 実費支給（上限あり） 124 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　15,000円まで 16020-   53001
44歳以下 1人 土日祝他 (1)8時00分～17時00分 150,000円～180,000円 13

正社員 毎　週 2
0766-23-2510 実費支給（上限あり） 27 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　10,000円まで 16020-   54301
不 問 6人 他 (1)7時00分～16時00分 183,000円～210,000円 14

正社員 毎　週 (2)8時30分～17時30分 9
0766-21-0991 (3)10時00分～19時00分 実費支給（上限あり） 28 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　10,000円まで 16020-   57101
不 問 2人 他 (1)8時30分～17時30分 188,000円～255,000円 14

正社員 毎　週 (2)7時00分～16時00分 9
0766-21-0991 (3)10時00分～19時00分 実費支給（上限あり） 28 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　10,000円まで 16020-   58401
不 問 1人 他 (1)8時30分～17時30分 235,000円～285,000円 14

正社員 毎　週 9
0766-21-0991 実費支給（上限あり） 28 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　10,000円まで 16020-   59701
不 問 2人 他 (1)8時30分～17時30分 188,000円～255,000円 14

正社員 毎　週 (2)7時00分～16時00分 12
0766-21-0991 (3)10時00分～19時00分 実費支給（上限あり） 28 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　10,000円まで 16020-   60501
不 問 3人 他 (1)7時00分～16時00分 183,000円～210,000円 14

正社員 毎　週 (2)8時30分～17時30分 12
0766-21-0991 (3)10時00分～19時00分 実費支給（上限あり） 28 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　10,000円まで 16020-   61001
35歳以下 1人 土日祝他 (1)8時00分～17時00分 160,000円～200,000円 3

正社員 毎　週 0
090-5681-7245 実費支給（上限あり） 3 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　10,000円まで 16020-   62301
不 問 1人 土日祝他 (1)8時00分～17時00分 180,000円～280,000円 3

正社員 毎　週 0
090-5681-7245 実費支給（上限あり） 3 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　10,000円まで 16020-   63601
不 問 1人 他 (1)9時30分～20時00分 583,333円～1,250,000円 3

正社員 毎　週 (2)9時30分～13時00分 3
0766-75-0135 (3)9時30分～18時00分 なし 3 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-   65101
18歳～35歳 3人 他 (1)17時00分～10時00分 158,000円～174,000円 12

正社員 毎　週 8
0766-26-0001 実費支給（上限あり） 500 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　20,000円まで 16020-   72601
不 問 1人 日他 (1)8時00分～17時00分 195,000円～215,000円 29

正社員 毎　週 24
0766-20-8890 実費支給（上限なし） 29 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-   73901
18歳～40歳 2人 他 (1)17時00分～10時00分 158,000円～174,000円 6

正社員 毎　週 2
0766-23-0001 実費支給（上限あり） 500 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　20,000円まで 16020-   74101

92

93

77

78

80

81

86

82

83

84

85

71

72

73

74

76

65

66

67

69

70

64

雇用期間の定めなし

富山県高岡市下関町４－５５

看護職(デイサービスセンター)

富山県高岡市能町南２丁目２１番地

老人福祉・介護事業

株式会社 ハートフルケア
富山県高岡市古定塚５－４５

雇用期間の定めなし

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

富山県高岡市中曽根３５２－３
雇用期間の定めなし

獣医師 獣医業

ますだ動物病院

電気工事士(経験者) 電気工事業

合同会社 油井電気
富山県高岡市平成町３０－２

雇用期間の定めなし

電気工事士 電気工事業

合同会社 油井電気
富山県高岡市平成町３０－２

雇用期間の定めなし

介護福祉士【能町】 老人福祉・介護事業

株式会社 ＷＡＬＫ(グループホーム白寿園)
富山県高岡市能町南２丁目２１番地

介護職員【能町】 老人福祉・介護事業

株式会社 ＷＡＬＫ(グループホーム白寿園)

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

富山県高岡市能町南２丁目２１番地

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

富山県高岡市能町南２丁目２１番地

介護福祉士【戸出】 老人福祉・介護事業

株式会社 ＷＡＬＫ(グループホーム白寿園)
富山県高岡市能町南２丁目２１番地

雇用期間の定めなし

介護職員【戸出】 老人福祉・介護事業

株式会社 ＷＡＬＫ(グループホーム白寿園)

管理者【戸出】 老人福祉・介護事業

株式会社 ＷＡＬＫ(グループホーム白寿園)

一般事務 化学製品卸売業

天池塗興 株式会社
富山県高岡市源平町２５

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

富山県高岡市源平町２５

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

富山県高岡市長江４６４－１

雇用期間の定めなし

富山県高岡市荻布６１３

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

配達(高岡本店) 化学製品卸売業

天池塗興 株式会社

富山県射水市一条４－５

技術サービス【本社】 その他の機械器具卸売業

株式会社 ウエノ

雇用期間の定めなし

富山県高岡市問屋町１０７

営業(家庭配置薬) 医薬品・化粧品等卸売業

株式会社 大野

富山県高岡市下牧野３６－２

プレカット作業オペレーター 一般土木建築工事業

石友ホーム株式会社
富山県高岡市下牧野３６－２

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

販売スタッフ【イオン高岡】 婦人・子供服小売業

株式会社 フォルム

雇用期間の定めなし

不動産仕入れ･販売及び管理全般【本社･富山黒瀬店】 一般土木建築工事業

石友ホーム株式会社
富山県高岡市下牧野３６－２

中古住宅等仕入【本社･金沢店】 一般土木建築工事業

石友ホーム株式会社

雇用期間の定めなし

富山県高岡市下牧野３６－２

増改リフォームアドバイザー【富山･高岡増改店】 一般土木建築工事業

石友ホーム株式会社

雇用期間の定めなし

富山県高岡市下牧野３６－２

正･准看護師(長寿苑) 病院

医療法人社団 桑山会
富山県高岡市大坪町１－１－３

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

建築施工管理(木造注文住宅)【高岡･富山工事センター】 一般土木建築工事業

石友ホーム株式会社

介護職員(長寿苑) 病院

医療法人社団 桑山会
富山県高岡市大坪町１－１－３

88

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)
富山県高岡市下関町１－３５

雇用期間の定めなし
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【フルタイム】

年齢 求人数 休日 賃　金 従業員数 業　種

No 電話番号 雇用形態 週休二日 就業時間 通勤手当 うち女性 加入保険等

就業場所 雇用期間 企業全体 求人番号

職  種

事業所名

事業所所在地

35歳以下 1人 日祝他 (1)8時30分～17時30分 208,600円～249,300円 22
正社員 その他 5

0766-27-2100 実費支給（上限なし） 43 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-   81901
35歳以下 1人 日祝他 (1)8時30分～17時30分 208,600円～249,300円 22

正社員 その他 5
0766-27-2100 実費支給（上限なし） 43 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-   82101
44歳以下 1人 日他 (1)8時15分～17時00分 170,000円～230,000円 77

正社員 その他 33
0766-23-8539 実費支給（上限あり） 77 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 月額　18,000円まで 16020-   86201
18歳以上 2人 土日他 (1)8時00分～17時00分 166,000円～250,000円 185

正社員 毎　週 (2)17時00分～2時00分 25
0766-31-0021 (3)23時00分～8時00分 実費支給（上限なし） 260 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-   87501
44歳以下 4人 土日他 (1)8時00分～17時00分 176,000円～260,000円 185

正社員 毎　週 (2)17時00分～2時00分 25
0766-31-0021 (3)23時00分～8時00分 実費支給（上限なし） 260 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-   88001
不 問 2人 土日他 (1)8時00分～17時00分 200,000円～300,000円 185

正社員 毎　週 25
0766-31-0021 実費支給（上限なし） 260 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-   89301
不 問 6人 土日他 (1)8時00分～17時00分 166,000円～250,000円 185

正社員 毎　週 (2)17時00分～2時00分 25
0766-31-0021 (3)23時00分～8時00分 実費支給（上限なし） 260 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-   91401
44歳以下 2人 日祝他 (1)8時00分～17時00分 177,720円～262,720円 90

正社員 その他 24
0766-31-2810 実費支給（上限あり） 90 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 月額　23,000円まで 16020-   92701
不 問 2人 土日他 (1)8時00分～17時00分 166,000円～250,000円 185

正社員 毎　週 25
0766-31-0021 実費支給（上限なし） 260 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-   93801
44歳以下 2人 日祝他 (1)8時00分～17時00分 180,000円～262,720円 90

正社員 その他 24
0766-31-2810 実費支給（上限あり） 90 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 月額　23,000円まで 16020-   94201
35歳以下 1人 日祝他 (1)8時00分～17時00分 250,000円～300,000円 11

正社員 その他 2
0766-28-2901 実費支給（上限なし） 11 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-    2201
不 問 1人 他 (1)8時00分～16時30分 159,750円～159,750円 25

正社員以外 その他 (2)9時00分～17時30分 8
0766-21-0100 (3)10時00分～18時30分 実費支給（上限あり） 104 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 月額　20,000円まで 16020-    3501
59歳以下 1人 日祝他 (1)8時00分～17時00分 220,000円～350,000円 4

正社員 その他 1
0766-63-6119 実費支給（上限あり） 4 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　18,800円まで 16020-    4001
44歳以下 1人 日祝他 (1)8時20分～17時30分 200,000円～260,000円 16

正社員 その他 4
0766-21-3015 実費支給（上限あり） 16 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　12,000円まで 16020-    5301
不 問 1人 日祝他 (1)8時00分～17時00分 192,000円～350,000円 4

正社員 その他 1
0766-63-6119 実費支給（上限あり） 4 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　18,800円まで 16020-    6601
44歳以下 1人 日祝他 (1)8時20分～17時30分 170,000円～240,000円 16

正社員 その他 4
0766-21-3015 実費支給（上限あり） 16 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　12,000円まで 16020-    7901
59歳以下 3人 他 (1)9時00分～18時00分 240,000円～270,000円 4

正社員 毎　週 1
0766-26-6900 実費支給（上限あり） 80 雇用・労災・健康・厚生・財形

請負 高岡市 月額　10,000円まで 16020-    8101
59歳以下 1人 日祝他 (1)8時00分～17時00分 170,000円～260,000円 4

正社員 その他 1
0766-63-6119 実費支給（上限あり） 4 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　18,800円まで 16020-    9401
59歳以下 1人 日祝他 (1)8時00分～17時00分 260,000円～400,000円 4

正社員 その他 1
0766-63-6119 実費支給（上限あり） 4 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　18,800円まで 16020-   10201
44歳以下 2人 日祝他 (1)8時30分～17時00分 166,000円～262,000円 11

正社員 その他 2
0766-21-2477 実費支給（上限あり） 49 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 月額　31,600円まで 16020-   12001
64歳以下 3人 他 (1)7時50分～16時00分 194,000円～201,000円 160

正社員 その他 (2)15時50分～23時00分 40
0766-26-0212 (3)22時50分～8時00分 実費支給（上限あり） 160 雇用・労災・健康・厚生

請負 高岡市 月額　22,280円まで 16020-   20301
不 問 1人 他 (1)7時30分～16時30分 162,000円～177,000円 40

正社員 その他 (2)8時00分～17時00分 34
0766-26-5055 (3)10時00分～19時00分 実費支給（上限あり） 180 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　20,000円まで 16020-   30901
不 問 1人 他 (1)7時30分～16時30分 182,000円～207,000円 40

正社員 その他 (2)8時00分～17時00分 34
0766-26-5055 (3)10時00分～19時00分 実費支給（上限あり） 180 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　20,000円まで 16020-   34801
不 問 1人 日祝他 (1)8時30分～17時00分 250,000円～400,000円 4

正社員 その他 (2)8時30分～12時00分 2
0766-25-0136 実費支給（上限あり） 4 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　5,000円まで 16020-   35201

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
富山県高岡市井口本江３３６

雇用期間の定めなし

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
富山県高岡市井口本江３３６

雇用期間の定めなし

アルミ鋳物鋳造工 非鉄金属素形材製造業

株式会社 宮木製作所
富山県高岡市長慶寺１０００番地

雇用期間の定めなし

アルミホイール仕上工 自動車・同附属品製造業

ＢＢＳジャパン 株式会社
富山県高岡市福田六家５２５番地

雇用期間の定めなし

製造オペレーター 自動車・同附属品製造業

ＢＢＳジャパン 株式会社
富山県高岡市福田六家５２５番地

雇用期間の定めなし

機械設備保全作業 自動車・同附属品製造業

ＢＢＳジャパン 株式会社
富山県高岡市福田六家５２５番地

雇用期間の定めなし

アルミホイール機械加工 自動車・同附属品製造業

ＢＢＳジャパン 株式会社
富山県高岡市福田六家５２５番地

雇用期間の定めなし

工場内軽作業(インテリア建材の加工･組立･梱包) 建設用・建築用金属製品製造業

株式会社 クマキ
富山県高岡市福岡町赤丸９７０－１

雇用期間の定めなし

加工技術(治具設計とプログラム作成) 自動車・同附属品製造業

ＢＢＳジャパン 株式会社
富山県高岡市福田六家５２５番地

雇用期間の定めなし

作業オペレーター兼管理担当 建設用・建築用金属製品製造業

株式会社 クマキ
富山県高岡市福岡町赤丸９７０－１

雇用期間の定めなし

現場作業員 一般土木建築工事業

有限会社 新和建設
富山県高岡市五十里板屋５６

雇用期間の定めなし

レンタカー貸出業務(高岡店) 自動車賃貸業

株式会社トヨタレンタリース富山 高岡店
富山県高岡市東上関３２６ 雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

建設機械オペレーター 土木工事業

株式会社 高南特殊工業
富山県高岡市東藤平蔵９２６番地

雇用期間の定めなし

溶接工 建設用・建築用金属製品製造業

有限会社 ホクシン工業
富山県高岡市横田４０４

雇用期間の定めなし

営業職 土木工事業（舗装工事業を除く）

株式会社 高南特殊工業
富山県高岡市東藤平蔵９２６番地

雇用期間の定めなし

営業事務 建設用・建築用金属製品製造業

有限会社 ホクシン工業
富山県高岡市横田４０４

雇用期間の定めなし

ルート営業(ＣＡＴＶの各種サービスのＰＲ) その他の各種商品小売業

株式会社 グローバルセレクション 高岡営業所
富山県高岡市昭和町１丁目２番１０号高岡ケーブルネットワーク株式会社内

雇用期間の定めなし

土木施工技術職 土木工事業

株式会社 高南特殊工業
富山県高岡市東藤平蔵９２６番地

雇用期間の定めなし

土木施工管理職 土木工事業

株式会社 高南特殊工業
富山県高岡市東藤平蔵９２６番地

雇用期間の定めなし

営業及び施工管理【高岡営業所】 土木工事業

株式会社 泰東
富山県高岡市内免２丁目４番１号

雇用期間の定めなし

農薬製剤品の製造及び充填 無機化学工業製品製造業

有限会社 エヌエイチジ－
富山県高岡市向野本町３００番地

雇用期間の定めなし

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)
富山県高岡市野村８７９番地１ タイヨービル２階

雇用期間の定めなし

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)
富山県高岡市野村８７９番地１ タイヨービル２階

雇用期間の定めなし

会計業務、税務申告書作成業務 公認会計士事務所，税理士事務所

西川税務会計事務所
富山県高岡市定塚町８－２５

雇用期間の定めなし
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【フルタイム】

年齢 求人数 休日 賃　金 従業員数 業　種

No 電話番号 雇用形態 週休二日 就業時間 通勤手当 うち女性 加入保険等

就業場所 雇用期間 企業全体 求人番号

職  種

事業所名

事業所所在地

18歳以上 1人 他 (1)16時30分～9時30分 275,000円～275,000円 20
正社員 その他 14

0766-26-0311 実費支給（上限あり） 115 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　20,000円まで 16020-   40401
不 問 1人 他 (1)7時00分～16時00分 182,000円～195,000円 20

正社員 その他 (2)8時00分～17時00分 14
0766-26-0311 (3)10時30分～19時30分 実費支給（上限あり） 115 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　20,000円まで 16020-   41701
不 問 1人 他 (1)8時00分～17時00分 250,000円～250,000円 20

正社員 その他 (2)8時30分～17時30分 14
0766-26-0311 実費支給（上限あり） 115 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　20,000円まで 16020-   43201
不 問 2人 他 (1)7時00分～16時00分 162,000円～180,000円 20

正社員 その他 (2)8時00分～17時00分 14
0766-26-0311 (3)10時30分～19時30分 実費支給（上限あり） 115 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　20,000円まで 16020-   45001
不 問 2人 土日祝他 (1)8時00分～17時00分 175,000円～200,000円 23

正社員 毎　週 4
0766-64-2087 実費支給（上限あり） 23 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 月額　10,000円まで 16020-16909391
不 問 1人 土日祝 (1)8時00分～17時00分 175,000円～207,000円 74

正社員 毎　週 50
0766-24-8800 実費支給（上限あり） 130 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　16,000円まで 16020-16919491
不 問 1人 土日祝他 (1)10時00分～19時00分 197,000円～197,000円 20

正社員以外 毎　週 13
03-3479-1471 実費支給（上限なし） 1967 雇用・労災・健康・厚生

高岡市･射水市 13040- 1501101
18歳以上 2人 他 (1)9時30分～18時30分 176,000円～176,000円 12

正社員 毎　週 (2)13時15分～22時15分 6
0763-33-2570 実費支給（上限あり） 398 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　28,000円まで 16050-  138501
不 問 5人 他 (1)8時00分～17時00分 173,600円～173,600円 21

正社員以外 その他 (2)12時30分～21時30分 21
076-254-5400 実費支給（上限あり） 700 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 日額　600円まで 17010-  249501
不 問 4人 他 (1)8時00分～17時00分 196,000円～212,000円 21

正社員 その他 (2)12時30分～21時30分 21
076-254-5400 実費支給（上限あり） 700 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　20,000円まで 17010-  252101
40歳以下 1人 他 (1)9時50分～19時15分 180,000円～220,000円 9

正社員 その他 7
0761-44-1319 実費支給（上限あり） 80 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　30,000円まで 17020-   34001
不 問 1人 日他 (1)18時10分～3時30分 276,950円～432,340円 17

正社員 その他 1
0577-33-4537 実費支給（上限あり） 310 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　24,400円まで 21040-   96201
不 問 1人 日祝他 (1)8時10分～17時30分 214,960円～287,140円 15

正社員 その他 1
0577-33-4537 実費支給（上限あり） 310 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　24,400円まで 21040-  100201
59歳以下 1人 水他 (1)9時30分～18時30分 243,500円～400,000円 7

正社員 その他 1
076-425-1211 実費支給（上限あり） 193 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 月額　35,000円まで 16010-  105701
59歳以下 1人 水他 (1)9時30分～18時30分 243,500円～400,000円 7

正社員 その他 1
076-425-1211 実費支給（上限あり） 193 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 月額　35,000円まで 16010-  109001
44歳以下 1人 土日祝他 (1)8時30分～17時30分 160,000円～220,000円 7

正社員 毎　週 3
076-436-1721 実費支給（上限あり） 7 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　5,000円まで 16010-  141001
不 問 1人 他 (1)9時50分～19時15分 180,000円～250,000円 9

正社員 その他 7
0761-44-1319 実費支給（上限あり） 80 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　30,000円まで 17020-   23801
44歳以下 2人 土日祝他 (1)8時00分～17時00分 180,000円～332,000円 39

正社員 毎　週 10
076-435-5560 実費支給（上限なし） 85 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16010-   71901
44歳以下 2人 土日祝他 (1)8時00分～17時00分 180,000円～332,000円 39

正社員 毎　週 10
076-435-5560 実費支給（上限なし） 85 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16010-   72101
44歳以下 2人 土日祝他 (1)8時00分～17時00分 172,000円～235,000円 39

正社員 毎　週 10
076-435-5560 実費支給（上限なし） 85 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16010-   75801
18歳～34歳 1人 他 (1)9時00分～18時00分 191,600円～211,100円 80

正社員 その他 (2)18時00分～9時00分 4
076-222-2296 実費支給（上限あり） 461 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 月額　50,000円まで 17010-   77101
18歳～34歳 1人 他 (1)9時00分～18時00分 191,600円～211,100円 23

正社員 その他 (2)18時00分～9時00分 2
076-222-2296 実費支給（上限あり） 461 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 月額　50,000円まで 17010-   80501
59歳以下 1人 日祝他 (1)9時00分～18時30分 315,000円～450,000円 5

正社員 毎　週 (2)9時00分～12時30分 4
0797-32-6166 実費支給（上限あり） 1580 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 月額　100,000円まで 28040-   36501

介護福祉士(夜勤専門：正社員) 老人福祉・介護事業

社会福祉法人 あいの風福祉会
富山県高岡市内免５丁目５０番１

雇用期間の定めなし

介護職員(介護福祉士)【福祉コミュティ高岡あいの風】 老人福祉・介護事業

社会福祉法人 あいの風福祉会
富山県高岡市内免５丁目５０番１

雇用期間の定めなし

看護職員(正看護師)【福祉コミュニティ高岡あいの風】 老人福祉・介護事業

社会福祉法人 あいの風福祉会
富山県高岡市内免５丁目５０番１

雇用期間の定めなし

介護職員【福祉コミュニティ高岡あいの風】 老人福祉・介護事業

社会福祉法人 あいの風福祉会
富山県高岡市内免５丁目５０番１

雇用期間の定めなし

コンクリート製品製造工 セメント・同製品製造業

林コンクリート工業 株式会社
富山県高岡市福岡町土屋３１７

雇用期間の定めなし

介護職･外国人介護福祉候補生教員担当者 老人福祉・介護事業

社会福祉法人 あかね会
富山県高岡市角５６１番地

雇用期間の定めなし

直行直帰／サントリー酒類マーケティングアドバイザー／富山 その他の専門サービス業

サンリーブ 株式会社
東京都港区元赤坂１－２－３赤坂見附ＭＴビル ９階 雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

販売接客(ブックオフ高岡鐘紡店)店長候補 各種商品卸売業

株式会社 電陽社
富山県砺波市新又１５２－２

雇用期間の定めなし

ショップスタッフ(高岡店) 他に分類されない小売業

株式会社 アミング
石川県金沢市無量寺５丁目５４番３号

雇用期間の定めなし

販売･総合職(富山) 他に分類されない小売業

株式会社 アミング
石川県金沢市無量寺５丁目５４番３号

雇用期間の定めなし

(高岡野村店)ドコモショップ携帯電話店舗スタッフ 他に分類されない小売業

中部特機産業株式会社
石川県小松市矢田野町ホ１１５－１

雇用期間の定めなし

大型乗務員(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

雇用期間の定めなし

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

雇用期間の定めなし

住宅営業(事業部タカノ一条ホーム)(反響営業) 木造建築工事業

タカノホーム 株式会社
富山県富山市今泉西部町７番地の１

雇用期間の定めなし

住宅営業(事業部タカノホーム)(反響営業) 木造建築工事業

タカノホーム 株式会社
富山県富山市今泉西部町７番地の１

雇用期間の定めなし

調査･計画･測量･設計 土木建築サービス業

株式会社 としけん
富山県富山市北代６４３１－８

雇用期間の定めなし

(高岡野村店)ドコモショップ外販営業スタッフ 他に分類されない小売業

中部特機産業株式会社
石川県小松市矢田野町ホ１１５－１

雇用期間の定めなし

技術社員 宅内部門(ＮＴＴ設備等の構築･保守) 電気通信・信号装置工事業

トヤマ電話工事 株式会社
富山県富山市四方荒屋１２６２番地

雇用期間の定めなし

技術社員 線路部門(ＮＴＴ設備等の構築･保守) 電気通信・信号装置工事業

トヤマ電話工事 株式会社
富山県富山市四方荒屋１２６２番地

雇用期間の定めなし

屋内作業／高岡営業所(ＮＴＴ設備等の構築･保守) 電気通信・信号装置工事業

トヤマ電話工事 株式会社
富山県富山市四方荒屋１２６２番地

雇用期間の定めなし

機械警備サービススタッフ 警備業

セコム北陸株式会社
石川県金沢市香林坊２丁目４番３０号香林坊ラモーダ

雇用期間の定めなし

総合職 警備業

セコム北陸株式会社
石川県金沢市香林坊２丁目４番３０号香林坊ラモーダ

雇用期間の定めなし

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

雇用期間の定めなし
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