
【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 1人 他 (1)10時00分～19時00分 154,400円～211,600円 17
正社員 その他 13

0766-24-3663 実費支給（上限なし） 57 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 2208701
不 問 1人 土日祝 (1)8時30分～16時45分 210,000円～210,000円 15

正社員以外 その他 15
0766-84-2729 実費支給（上限あり） 15 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　4,900円まで 16020- 2209801
不 問 2人 日祝他 (1)8時00分～17時00分 180,000円～350,000円 10

正社員 その他 1
0766-31-8008 なし 10 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 2210301
59歳以下 3人 日祝他 (1)8時30分～17時30分 180,000円～250,000円 10

正社員 その他 3
0766-64-3011 実費支給（上限あり） 10 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　10,000円まで 16020- 2212901
不 問 2人 日祝他 (1)8時00分～17時00分 180,000円～241,000円 17

正社員 その他 2
0766-24-2488 実費支給（上限あり） 20 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　10,000円まで 16020- 2219001
不 問 2人 日祝他 (1)8時10分～17時30分 160,000円～220,000円 100

正社員 その他 37
0766-20-3854 実費支給（上限あり） 165 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　12,000円まで 16020- 2222401
不 問 1人 木日祝他 (1)9時00分～18時00分 165,000円～205,000円 8

正社員 毎　週 (2)9時00分～13時00分 8
0766-25-0073 (3)14時00分～18時00分 実費支給（上限あり） 10 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　10,000円まで 16020- 2228301
不 問 2人 他 (1)9時00分～17時30分 214,200円～294,200円 107

正社員 その他 (2)16時30分～9時30分 82
0766-23-8080 実費支給（上限あり） 125 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　15,000円まで 16020- 2230401
不 問 5人 他 (1)8時00分～17時00分 163,400円～172,000円 30

正社員以外 その他 1
0766-32-1320 一定額 300 雇用・労災・健康・厚生

請負 高岡市 日額　300円まで 16020- 2233201
18歳以上 2人 他 (1)9時00分～17時00分 192,000円～192,000円 85

正社員以外 その他 (2)19時00分～7時00分 45
0766-24-7711 実費支給（上限あり） 600 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 日額　500円まで 16020- 2234501
18歳～40歳 2人 他 (1)9時00分～17時30分 152,400円～216,400円 85

正社員 その他 (2)19時00分～7時00分 45
0766-24-7711 実費支給（上限あり） 600 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 又は8時00分～20時30分の間の7時間程度 月額　24,000円まで 16020- 2235001
不 問 2人 日祝他 (1)8時00分～17時00分 202,000円～255,000円 64

正社員 その他 7
0766-63-0580 実費支給（上限あり） 64 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 月額　30,000円まで 16020- 2236301
不 問 2人 木日祝他 (1)9時00分～18時00分 200,000円～300,000円 8

正社員 毎　週 (2)9時00分～13時00分 8
0766-25-0073 (3)14時00分～18時00分 実費支給（上限あり） 10 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　10,000円まで 16020- 2237601
40歳以下 3人 他 (1)9時00分～17時30分 149,200円～216,400円 85

正社員 その他 45
0766-24-7711 実費支給（上限あり） 600 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 月額　24,000円まで 16020- 2238901
不 問 2人 日祝他 (1)8時00分～17時00分 202,000円～255,000円 64

正社員 その他 7
0766-63-0580 実費支給（上限あり） 64 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 月額　30,000円まで 16020- 2239101
不 問 1人 日祝他 (1)8時20分～17時15分 180,000円～250,000円 12

正社員 その他 3
0766-64-3710 実費支給（上限あり） 14 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　20,000円まで 16020- 2240801
不 問 3人 他 (1)9時00分～17時00分 135,065円～135,065円 85

正社員以外 その他 (2)13時00分～20時00分 45
0766-24-7711 実費支給（上限あり） 600 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 日額　500円まで 16020- 2242501
不 問 2人 日祝他 (1)8時00分～17時00分 220,000円～330,000円 64

正社員 その他 7
0766-63-0580 なし 64 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 2243001
59歳以下 1人 日祝他 (1)8時30分～17時00分 160,000円～160,000円 13

正社員 その他 6
0766-21-1313 実費支給（上限あり） 13 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　10,000円まで 16020- 2252301
不 問 2人 土日祝他 (1)9時00分～18時00分 180,000円～230,000円 17

正社員 毎　週 (2)8時30分～17時30分 9
0766-28-7272 実費支給（上限あり） 17 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　5,000円まで 16020- 2253601
不 問 1人 他 (1)8時00分～17時00分 212,110円～232,110円 5

正社員 毎　週 (2)8時30分～17時30分 5
0766-29-2887 (3)9時00分～18時00分 実費支給（上限あり） 95992 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　50,000円まで 16020- 2258801
不 問 2人 土日祝他 (1)9時00分～18時00分 180,000円～230,000円 17

正社員 毎　週 (2)8時30分～17時30分 9
0766-28-7272 実費支給（上限あり） 17 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　5,000円まで 16020- 2259201
不 問 1人 他 (1)8時00分～17時00分 212,110円～232,110円 8

正社員 毎　週 (2)8時30分～17時30分 8
0766-29-2887 (3)9時00分～18時00分 実費支給（上限あり） 95992 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　50,000円まで 16020- 2260001
不 問 1人 他 (1)8時00分～17時00分 212,110円～232,110円 47

正社員 毎　週 (2)8時30分～17時30分 43
0766-29-2887 (3)9時00分～18時00分 実費支給（上限あり） 95992 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　50,000円まで 16020- 2261301
40歳以下 1人 日祝他 (1)8時30分～17時30分 175,000円～299,000円 35

正社員 その他 7
0766-27-3010 実費支給（上限なし） 60 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 2263901
44歳以下 1人 日祝他 (1)8時30分～17時30分 200,000円～225,000円 170

正社員 その他 47
0766-31-4300 実費支給（上限あり） 170 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　24,500円まで 16020- 2264101
不 問 1人 日祝他 (1)8時15分～17時10分 184,100円～184,100円 14

正社員 その他 3
0766-63-6336 実費支給（上限なし） 14 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 2265401
不 問 2人 日祝他 (1)9時00分～18時00分 190,000円～230,000円 17

正社員 その他 (2)8時30分～17時30分 9
0766-28-7272 実費支給（上限あり） 17 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　5,000円まで 16020- 2266701

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

雇用期間の定めなし
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建築材料卸売業

株式会社 山田商会
富山県高岡市石瀬９１７ー１

営業(製品部門) 非鉄金属素形材製造業

北陸アルミニウム株式会社

雇用期間の定めなし

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

雇用期間の定めなし

富山県高岡市笹川２２６５

経理･事務 非鉄金属素形材製造業

株式会社 老子製作所
富山県高岡市戸出栄町４７－１

雇用期間の定めなし

老人福祉・介護事業

株式会社 ニチイ学館 高岡支店 ヘルスケア事業部
富山県高岡市あわら町１－１ 高岡市農協会館６Ｆ

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

雇用期間の定めなし

老人福祉・介護事業

株式会社 ニチイ学館 高岡支店 ヘルスケア事業部

雇用期間の定めなし

富山県高岡市向野町３丁目４３番２６

訪問介護 管理者候補【ニチイケアセンター高岡佐野】 老人福祉・介護事業

株式会社 ニチイ学館 高岡支店 ヘルスケア事業部
富山県高岡市あわら町１－１ 高岡市農協会館６Ｆ

雇用期間の定めなし

各種商品卸売業

株式会社 関菊
富山県高岡市昭和町３丁目１－１０

児童支援、介助等【保育士】 児童福祉事業

アスイコ 合同会社

雇用期間の定めなし

富山県高岡市向野町３丁目４３番２６ 雇用期間の定めなし

煙突技能士(多能工)見習可(煙突の築造及び解体) 一般土木建築工事業

松島工業 株式会社
富山県高岡市戸出町３－１－７２

冠婚葬祭業

オークス株式会社 高岡地区
富山県高岡市熊野町１４－２

雇用期間の定めなし

建築工事現場の代理人、主任技術者、施工管理 一般土木建築工事業

松島工業 株式会社

富山県高岡市福岡町荒屋敷 ５２２

冠婚葬祭業

オークス株式会社 高岡地区

富山県高岡市戸出町３－１－７２

ＭＣ、ＣＡＤ、ＣＡＭ、３次元測定機オペレーター その他の生産用機械・同部分品製
造業株式会社 フジタ

富山県高岡市本丸町１３－３９

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

一般土木建築工事業

松島工業 株式会社
富山県高岡市戸出町３－１－７２

歯科衛生士【２０２０年４月新築リニューアルオープン】 歯科診療所

医療法人社団 山田歯科医院

雇用期間の定めなし

セレモニーセンタースタッフ 冠婚葬祭業

オークス株式会社 高岡地区
富山県高岡市熊野町１４－２ 雇用期間の定めなし

富山県高岡市佐野字善津島１２１０－４

セレモニー業務(夜勤を含む準社員) 冠婚葬祭業

オークス株式会社 高岡地区
富山県高岡市熊野町１４－２

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

職  種

ドコモショップ携帯電話店舗スタッフ【高岡中央店】 他に分類されない小売業

株式会社 トリニティ
富山県高岡市二塚３２２－３ 雇用期間の定めなし

12

1

2

3

4

10

11

看護師 児童福祉事業

社会福祉法人 吉久ひなどり福祉協会 吉久ひなどり保育園
富山県高岡市吉久２－５－７１

建築･土木大工 とび・土工・コンクリート工事業

株式会社 Ｃーライズ

雇用期間の定めなし

事業所名
事業所所在地

看護師(正･准)【やすらぎ】 病院

医療法人社団 誠林会
富山県高岡市本郷二丁目１番３４号

警備スタッフ(日勤のみ) 警備業

13

土木工事現場の代理人、主任技術者、施工管理

富山県高岡市本丸町１３－３９

営業

雇用期間の定めなし

セレモニーホールの誘導･設営

仏具･金具の検査、包装、袋、箱詰

訪問介護 管理者候補【ニチイケアセンター中田】

訪問介護 管理者候補【ニチイケアセンター高岡】

営業(管工事機材及び住宅設備機器等のルート営業)

富山県高岡市熊野町１４－２

富山県高岡市あわら町１－１ 高岡市農協会館６Ｆ 雇用期間の定めなし

富山県高岡市向野町３丁目４３番２６ 雇用期間の定めなし

17

18

32

33

雇用期間の定めなし

富山県高岡市辻９０－１

配達及び営業 各種商品卸売業

株式会社 石沢商事
富山県高岡市福岡町大滝３３０

雇用期間の定めなし

建築物電気設備の施工及び管理 電気工事業

西森電気 株式会社
富山県高岡市野村１３８１－１

金属素形材製品製造業

株式会社トスネット北陸 高岡営業所

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

宮越工芸 株式会社
アルミ製品の塗装及び補助

雇用期間の定めなし

富山県高岡市長慶寺９９５番地

受付･助手【２０２０年４月新築リニューアルオープン】 歯科診療所

医療法人社団 山田歯科医院

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

59歳以下 1人 日祝他 (1)8時30分～17時05分 235,000円～290,000円 3
正社員 その他 (2)8時00分～12時30分 3

0766-25-4533 実費支給（上限あり） 3 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 月額　13,000円まで 16020- 2267801
不 問 1人 日祝他 (1)8時00分～17時00分 180,000円～300,000円 10

正社員 その他 0
0766-64-3113 実費支給（上限あり） 10 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　10,000円まで 16020- 2270601
不 問 2人 日祝他 (1)10時15分～19時00分 200,000円～230,000円 17

正社員 その他 (2)8時00分～17時30分 9
0766-28-7272 (3)9時00分～18時30分 実費支給（上限あり） 17 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　5,000円まで 16020- 2273401
59歳以下 1人 日祝他 (1)8時00分～17時00分 250,000円～340,000円 10

正社員 その他 0
0766-64-3113 実費支給（上限あり） 10 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　10,000円まで 16020- 2274701
59歳以下 1人 日祝他 (1)8時00分～17時00分 250,000円～340,000円 10

正社員 その他 0
0766-64-3113 実費支給（上限あり） 10 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　10,000円まで 16020- 2275801
35歳以下 1人 日祝他 (1)8時30分～17時30分 165,000円～250,000円 35

正社員 その他 7
0766-27-3010 実費支給（上限なし） 60 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 2276201
59歳以下 2人 日祝他 (1)8時00分～17時00分 180,000円～300,000円 10

正社員 その他 0
0766-64-3113 実費支給（上限あり） 10 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　10,000円まで 16020- 2277501
不 問 2人 日祝他 (1)10時15分～19時00分 205,000円～230,000円 9

正社員 その他 (2)8時00分～17時30分 5
0766-28-7272 (3)9時00分～18時30分 実費支給（上限あり） 17 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　5,000円まで 16020- 2278001
不 問 2人 日祝他 (1)9時00分～18時00分 195,000円～230,000円 9

正社員 その他 (2)8時30分～17時30分 5
0766-28-7272 実費支給（上限あり） 17 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　5,000円まで 16020- 2281401
不 問 2人 土日祝 (1)9時00分～17時00分 130,050円～137,700円 9

正社員 毎　週 7
0766-21-8217 一定額 9 雇用・労災

高岡市 月額　5,000円まで 16020- 2283801
35歳以下 3人 他 (1)8時00分～17時00分 180,000円～300,000円 133

正社員 毎　週 (2)20時30分～5時30分 29
0766-20-2111 実費支給（上限あり） 6165 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 月額　50,000円まで 16020- 2285501
35歳以下 10人 他 (1)8時00分～17時00分 180,000円～300,000円 211

正社員 毎　週 (2)19時00分～4時00分 34
0766-20-2111 実費支給（上限あり） 6165 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 月額　50,000円まで 16020- 2295301
不 問 2人 他 (1)9時00分～18時00分 180,000円～250,000円 5

正社員以外 その他 (2)10時00分～19時00分 2
0766-73-6745 (3)11時00分～20時00分 実費支給（上限あり） 5 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　10,000円まで 16020- 2087101
35歳以下 1人 土日祝他 (1)8時30分～17時30分 250,000円～320,000円 14

正社員 毎　週 4
0766-25-1881 実費支給（上限あり） 18 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　20,000円まで 16020- 2095101
35歳以下 1人 土日祝他 (1)8時30分～17時30分 250,000円～320,000円 14

正社員 毎　週 4
0766-25-1881 実費支給（上限あり） 18 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　20,000円まで 16020- 2097701
44歳以下 2人 他 (1)8時00分～16時00分 160,100円～256,200円 33

正社員 その他 (2)16時00分～0時00分 4
0766-84-3175 (3)0時00分～8時00分 実費支給（上限なし） 104 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 2101401
不 問 2人 日祝他 (1)7時55分～17時15分 178,000円～350,000円 164

正社員 その他 22
0766-23-4636 実費支給（上限なし） 164 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 2103801
35歳以下 2人 日祝他 (1)7時55分～17時15分 180,000円～280,000円 164

正社員 その他 22
0766-23-4636 実費支給（上限なし） 164 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 2105501
44歳以下 2人 水祝他 (1)9時30分～18時30分 205,900円～294,800円 5

正社員 毎　週 3
0766-20-7373 実費支給（上限あり） 5 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　15,000円まで 16020- 2113501
40歳以下 1人 土日他 (1)8時00分～17時30分 200,000円～220,000円 28

正社員 毎　週 3
0766-31-5455 実費支給（上限あり） 45 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　15,000円まで 16020- 2115301
不 問 1人 他 (1)8時00分～17時00分 212,110円～232,110円 62

正社員 毎　週 (2)8時30分～17時30分 55
0766-29-2887 (3)9時00分～18時00分 実費支給（上限あり） 95992 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　50,000円まで 16020- 2117901
40歳以下 2人 他 (1)7時20分～15時00分 169,220円～232,860円 308

正社員 その他 (2)14時50分～22時30分 13
0766-26-2401 (3)22時20分～7時30分 実費支給（上限あり） 796 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 月額　16,000円まで 16020- 2127401
40歳以下 1人 土日祝 (1)8時30分～17時00分 162,420円～221,060円 308

正社員 毎　週 (2)7時00分～22時00分 13
0766-26-2401 (3)10時00分～15時00分 実費支給（上限あり） 796 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 月額　16,000円まで 16020- 2130301
40歳以下 1人 土日祝 (1)8時30分～17時00分 169,220円～232,860円 308

正社員 毎　週 (2)7時00分～22時00分 13
0766-26-2401 (3)10時00分～15時00分 実費支給（上限あり） 796 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 月額　16,000円まで 16020- 2134401
不 問 1人 土日祝 (1)7時00分～15時30分 180,000円～230,000円 1042

正社員以外 その他 (2)9時15分～17時45分 754
0766-21-3930 実費支給（上限あり） 1399 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 月額　20,000円まで 16020- 2135701
不 問 2人 土日祝他 (1)9時00分～17時00分 170,000円～250,000円 19

正社員 毎　週 16
0766-22-2397 実費支給（上限あり） 7000 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　35,000円まで 16020- 2136801
59歳以下 2人 日祝他 (1)8時00分～17時00分 300,000円～420,000円 22

正社員 その他 3
0766-22-0473 実費支給（上限あり） 25 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　15,000円まで 16020- 2137201
40歳以下 2人 月他 (1)9時30分～18時00分 196,000円～300,000円 54

正社員 その他 11
0766-25-2828 実費支給（上限なし） 54 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 2138501

79

80

81

82

83

73

76

65

67

57

58

63

営業

ボイラー発電設備の管理･保全等

雇用期間の定めなし

自動車小売業

高岡三菱自動車販売 株式会社
富山県高岡市赤祖父６７６ 雇用期間の定めなし

富山県高岡市能町東３４番地

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

富山県高岡市永楽町５番１０号

営業･保全 【急募】(個人あて営業なし) 生命保険業

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

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

パルプ製造業

中越パルプ工業株式会社 高岡工場
富山県高岡市米島２８２

運転手 病院

富山県厚生農業協同組合連合会 高岡病院

雇用期間の定めなし

土木施工管理 一般土木建築工事業

雄基工業 株式会社

富山県高岡市米島２８２ 雇用期間の定めなし

計装の保守、メンテナンス業務 パルプ製造業

中越パルプ工業株式会社 高岡工場

生産設備のオペレータ業務等 パルプ製造業

中越パルプ工業株式会社 高岡工場
富山県高岡市米島２８２

雇用期間の定めなし

訪問介護 管理者候補【ニチイケアセンター能町】 老人福祉・介護事業

株式会社 ニチイ学館 高岡支店 ヘルスケア事業部
富山県高岡市あわら町１－１ 高岡市農協会館６Ｆ

ルート営業 鉄素形材製造業

株式会社 高岡製作所
富山県高岡市四日市１２３番地１４ 雇用期間の定めなし

営業全般、不動産業務全般(幹部候補) 不動産代理業・仲介業

大信不動産 株式会社
富山県高岡市赤祖父５９５ 雇用期間の定めなし

オペレーター(ウォータージェット)に準ずる作業全般 一般土木建築工事業

塩谷建設 株式会社
富山県高岡市石瀬６－１ 雇用期間の定めなし

富山県高岡市石瀬６－１ 雇用期間の定めなし

特殊鋼加工･計量･梱包 製鋼・製鋼圧延業

エヌケイ精工 株式会社
富山県射水市八幡町 ３－１０－１５

建築施工管理･土木施工管理 一般土木建築工事業

塩谷建設 株式会社

雇用期間の定めなし

産業機械器具卸売業

山辺事務機 株式会社
富山県高岡市蓮花寺１９１ー１４ 雇用期間の定めなし

富山県高岡市蓮花寺１９１ー１４ 雇用期間の定めなし

ＯＡ機器･システムソフトの販売、設定 産業機械器具卸売業

山辺事務機 株式会社

富山県高岡市熊野町６１－１

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

アルミ形材のＮＣフライス加工･溶接等 金属素形材製品製造業

三協立山 株式会社
富山県高岡市早川７０番地

パソコンやｉｐｈｏｎｅの修理 電気機械器具修理業

株式会社 ＥＣＯＭＡＸ

富山県高岡市早川７０番地 雇用期間の定めなし

富山県高岡市中川１丁目５番３９号 雇用期間の定めなし

児童福祉事業

アスイコ 合同会社
富山県高岡市向野町３丁目４３番２６

事務(自動車･相続･不動産･経理関係) その他の専門サービス業

高井事務所

雇用期間の定めなし

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

三協立山 株式会社

富山県高岡市向野町３丁目４３番２６

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

富山県高岡市石瀬９１７ー１

土木作業員 建築工事業

富士コンテクノ 株式会社
富山県高岡市福岡町福岡新２２０

雇用期間の定めなし

建築工事業

富士コンテクノ 株式会社
富山県高岡市福岡町福岡新２２０

配送(本社) 建築材料卸売業

株式会社 山田商会

雇用期間の定めなし

児童支援、介助等【保育士】 児童福祉事業

アスイコ 合同会社

富山県高岡市福岡町福岡新２２０

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

富山県高岡市福岡町福岡新２２０

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
富山県高岡市向野町３丁目４３番２６

雇用期間の定めなし

その他の専門サービス業

株式会社 トマックサポートセンター
富山県高岡市野村１３５７－３

営業 建築工事業

富士コンテクノ 株式会社

雇用期間の定めなし

土木施工管理技術者 建築工事業

富士コンテクノ 株式会社

53

54

機能訓練指導員リーダー(きたえるーむ高岡野村)

重機オペレーター

児童支援、介助等【保育士】

ネットワークエンジニア

34

35

60

42

43

48

49

45

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 2人 月他 (1)9時30分～18時00分 180,500円～308,000円 54
正社員 その他 11

0766-25-2828 実費支給（上限なし） 54 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 2140901
59歳以下 1人 他 (1)9時00分～18時00分 170,000円～340,000円 8

正社員 その他 3
0766-56-3300 実費支給（上限なし） 39 雇用・労災・健康・厚生・財形

射水市･高岡市 16020- 2141101
40歳以下 2人 月他 (1)9時30分～18時00分 176,000円～280,000円 50

正社員 その他 9
0766-25-2828 実費支給（上限なし） 54 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 2142401
不 問 2人 日祝他 (1)8時10分～17時10分 148,000円～180,000円 39

正社員 その他 17
0766-64-6411 実費支給（上限なし） 39 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 2148301
不 問 1人 他 (1)6時15分～15時15分 206,400円～206,400円 34

正社員以外 その他 27
0766-26-6021 実費支給（上限なし） 16213 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 2152801
44歳以下 2人 日祝他 (1)8時30分～17時30分 180,000円～240,000円 16

正社員 その他 4
0766-31-5050 実費支給（上限あり） 21 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　21,500円まで 16020- 2157601
不 問 1人 日他 (1)6時00分～15時00分 166,000円～191,900円 29

正社員以外 毎　週 (2)7時00分～16時00分 22
0766-20-2088 (3)7時30分～16時30分 実費支給（上限あり） 134 雇用・労災・健康・厚生

請負 高岡市 月額　30,000円まで 16020- 2158901
44歳以下 1人 日祝他 (1)8時30分～17時30分 160,000円～180,000円 16

正社員 その他 4
0766-31-5050 実費支給（上限あり） 21 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　21,500円まで 16020- 2159101
不 問 1人 日祝他 (1)7時00分～15時15分 163,050円～163,050円 19

正社員以外 その他 (2)8時30分～16時45分 18
0766-22-7810 (3)10時45分～19時00分 実費支給（上限あり） 19 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　11,500円まで 16020- 2161201
59歳以下 1人 日祝他 (1)8時30分～17時30分 180,000円～220,000円 16

正社員 その他 4
0766-31-5050 実費支給（上限あり） 21 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　21,500円まで 16020- 2163001
不 問 1人 土日祝他 (1)9時00分～18時00分 205,000円～205,000円 6

正社員 毎　週 (2)8時00分～17時00分 4
0766-54-6912 なし 117 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 2167101
不 問 1人 土日祝他 (1)9時00分～18時00分 165,000円～165,000円 6

正社員 毎　週 (2)8時00分～17時00分 4
0766-54-6912 なし 117 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 2169701
59歳以下 2人 他 (1)9時30分～18時00分 167,820円～237,720円 26

正社員 その他 9
0766-57-8181 実費支給（上限あり） 215 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 又は9時30分～20時15分の間の8時間程度 月額　50,000円まで 16020- 2173601
59歳以下 2人 他 (1)9時30分～18時00分 167,820円～237,720円 26

正社員 その他 (2)13時00分～20時15分 9
0766-57-8181 (3)9時30分～20時15分 実費支給（上限あり） 215 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 月額　50,000円まで 16020- 2175101
不 問 1人 土日祝他 (1)9時00分～18時00分 149,600円～149,600円 6

正社員 毎　週 (2)8時00分～17時00分 4
0766-54-6912 なし 117 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 2179201
35歳以下 1人 日祝他 (1)8時15分～17時15分 170,000円～300,000円 16

正社員 その他 1
0766-28-1111 実費支給（上限なし） 135 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 2185401
不 問 1人 日祝他 (1)7時55分～17時15分 178,000円～350,000円 164

正社員 その他 22
0766-23-4636 実費支給（上限なし） 164 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 2192101
不 問 2人 日祝他 (1)7時55分～17時15分 151,900円～271,250円 164

正社員以外 その他 22
0766-23-4636 実費支給（上限なし） 164 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 2199301
不 問 2人 日祝他 (1)7時55分～17時15分 205,000円～350,000円 164

正社員 その他 22
0766-23-4636 実費支給（上限なし） 164 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 2203301
不 問 1人 土日祝他 (1)9時00分～17時00分 157,080円～157,080円 15

正社員以外 毎　週 3
0766-26-6812 実費支給（上限なし） 2630 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 2204601
59歳以下 2人 他 (1)7時00分～16時00分 171,000円～217,800円 132

正社員 その他 (2)9時30分～18時30分 102
0766-82-5615 (3)10時00分～19時00分 実費支給（上限あり） 911 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 月額　20,900円まで 16020- 2205901
不 問 1人 日祝他 (1)8時30分～17時10分 170,000円～250,000円 3

正社員 その他 0
0766-23-7722 なし 3 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 1992701
不 問 1人 日祝他 (1)8時30分～17時30分 350,000円～600,000円 90

正社員 その他 (2)8時30分～12時30分 70
0766-63-1113 実費支給（上限あり） 90 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　24,500円まで 16020- 1994201
不 問 1人 日祝他 (1)8時30分～17時30分 260,000円～310,000円 90

正社員 その他 (2)8時30分～12時30分 70
0766-63-1113 実費支給（上限あり） 90 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　31,600円まで 16020- 1995501
40歳以下 1人 日祝他 (1)8時30分～17時30分 190,000円～250,000円 7

正社員 その他 (2)9時00分～17時00分 1
0766-63-5800 実費支給（上限なし） 460 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 1996001
不 問 1人 日他 (1)8時00分～17時00分 209,700円～326,200円 23

正社員 その他 3
0766-64-8072 なし 23 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 2000001
不 問 1人 日他 (1)8時00分～17時00分 233,000円～326,200円 23

正社員 その他 3
0766-64-8072 なし 23 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 2001301
不 問 1人 日他 (1)8時00分～17時00分 250,000円～450,000円 23

正社員 その他 3
0766-64-8072 なし 23 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 2002601

91

92

93

86

84

85

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

富山県高岡市福岡町赤丸６２８番地の１

保育士

営業(高岡支店)

富山県高岡市赤祖父６７６

富山県高岡市福岡町土屋６８５－１

食器洗浄スタッフ【高岡市民病院】

雇用期間の定めなし

児童福祉事業

社会福祉法人 国吉光徳保育園
富山県高岡市細池４２５

雇用期間の定めなし

調理師 配達飲食サービス業

三協興産 株式会社
富山県高岡市早川７０番地

営業事務 建築材料卸売業

ホクリク住材 株式会社

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

建築材料卸売業

ホクリク住材 株式会社
富山県高岡市福岡町赤丸６２８番地の１

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

雇用期間の定めなし

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

富山県高岡市下関町４－５ 北陸読売会館７階

雇用期間の定めなし

アルミの梱包 建設用・建築用金属製品製造業

有限会社 ナカシマ

ショールーム受付･フロント事務 自動車小売業

高岡三菱自動車販売 株式会社
富山県高岡市赤祖父６７６ 雇用期間の定めなし

営業【砺波･高岡･射水】 木造建築工事業

ワイケイホーム株式会社
富山県射水市三ケ２２７９－６

自動車整備士 自動車小売業

高岡三菱自動車販売 株式会社

雇用期間の定めなし
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90

積算業務 建築材料卸売業

ホクリク住材 株式会社
富山県高岡市福岡町赤丸６２８番地の１ 雇用期間の定めなし

営業職 労働者派遣業

アクトワーカーズ 株式会社
富山県高岡市姫野４３－１ 雇用期間の定めなし

営業事務 労働者派遣業

アクトワーカーズ 株式会社
富山県高岡市姫野４３－１ 雇用期間の定めなし

レジおよび店内販売(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)
富山県射水市戸破１６３７ 雇用期間の定めなし

ピットサービス【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)
富山県射水市戸破１６３７ 雇用期間の定めなし

一般事務 労働者派遣業

アクトワーカーズ 株式会社
富山県高岡市姫野４３－１ 雇用期間の定めなし

入出荷オペレーター 建築材料卸売業

南陽吉久 株式会社 ≪サニーライブグループ≫
富山県高岡市能町７５０ 雇用期間の定めなし

木造住宅営業 一般土木建築工事業

塩谷建設 株式会社
富山県高岡市石瀬６－１ 雇用期間の定めなし

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
富山県高岡市石瀬６－１ 雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

木造住宅施工管理 一般土木建築工事業

塩谷建設 株式会社
富山県高岡市石瀬６－１ 雇用期間の定めなし

新聞社総務部業務 新聞業

株式会社 読売新聞 北陸支社
富山県高岡市下関町４－５ 雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

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
富山県射水市朴木２１１番地１ 雇用期間の定めなし

アルミサッシ加工(切断、プレス、梱包) 産業機械器具卸売業

有限会社 ケーワイ
富山県高岡市二塚１０２１ 雇用期間の定めなし

薬剤師 病院

医療法人高岡みなみハートセンター みなみの杜病院
富山県高岡市戸出町三丁目１４番２４号 雇用期間の定めなし

社会福祉士(ＭＳＷ) 病院

医療法人高岡みなみハートセンター みなみの杜病院
富山県高岡市戸出町三丁目１４番２４号 雇用期間の定めなし

機械メンテナンス【戸出営業所】 産業機械器具卸売業

株式会社 北陸近畿クボタ 富山事業所
富山県高岡市西藤平蔵１５４０ 雇用期間の定めなし

解体工、斫工 その他の職別工事業

有限会社 ホープ斫
富山県高岡市福岡町土屋２０ 雇用期間の定めなし

ダンプ運転手 その他の職別工事業

有限会社 ホープ斫
富山県高岡市福岡町土屋２０ 雇用期間の定めなし

現場管理(土木･建機の国家資格保有者) その他の職別工事業

有限会社 ホープ斫
富山県高岡市福岡町土屋２０ 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

不 問 1人 日他 (1)8時00分～17時00分 250,000円～450,000円 23
正社員 その他 3

0766-64-8072 なし 23 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 2003901
不 問 1人 日他 (1)8時00分～17時00分 256,300円～326,200円 23

正社員 その他 3
0766-64-8072 なし 23 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 2004101
59歳以下 2人 他 (1)8時30分～17時30分 180,000円～200,000円 90

正社員 その他 (2)16時30分～9時30分 70
0766-63-1113 実費支給（上限あり） 90 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　24,500円まで 16020- 2005401
不 問 1人 日祝他 (1)8時30分～17時30分 276,800円～340,800円 43

正社員 その他 12
0766-21-4222 実費支給（上限あり） 69 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 月額　15,000円まで 16020- 2007801
35歳以下 1人 土日祝他 (1)8時30分～17時30分 200,000円～320,000円 14

正社員 毎　週 4
0766-25-1881 実費支給（上限あり） 18 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　20,000円まで 16020- 2008201
59歳以下 2人 他 (1)8時30分～17時30分 155,628円～243,648円 72

正社員 その他 (2)6時30分～15時30分 52
0766-36-1200 (3)12時15分～21時15分 実費支給（上限あり） 227 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　31,600円まで 16020- 2009501
不 問 1人 祝他 (1)9時30分～17時00分 118,800円～118,800円 3

正社員以外 毎　週 (2)10時00分～17時30分 3
0766-23-3893 (3)13時30分～17時30分 実費支給（上限あり） 3 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　24,500円まで 16020- 2015801
59歳以下 2人 土日祝他 (1)9時00分～17時00分 191,000円～248,000円 10

正社員 毎　週 7
0766-25-1225 実費支給（上限あり） 10 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 月額　18,700円まで 16020- 2016201
不 問 2人 日祝他 (1)8時30分～17時30分 200,000円～250,000円 49

正社員 その他 11
0766-36-1464 実費支給（上限あり） 115 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　25,000円まで 16020- 2028601
30歳以下 1人 日祝他 (1)8時00分～17時00分 175,300円～187,300円 120

正社員 その他 15
0766-23-2228 実費支給（上限あり） 280 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 月額　18,000円まで 16020- 2029901
40歳以下 1人 土日祝他 (1)8時30分～17時30分 153,280円～153,280円 124

正社員 毎　週 84
0766-36-2800 実費支給（上限あり） 124 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 月額　10,000円まで 16020- 2030701
不 問 1人 日祝他 (1)7時45分～17時00分 230,000円～260,000円 0

正社員 その他 0
0766-23-2680 なし 0 健康・厚生

高岡市 16020- 2031801
39歳以下 1人 日祝他 (1)8時30分～17時30分 200,000円～250,000円 49

正社員 その他 11
0766-36-1464 実費支給（上限なし） 115 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 2032201
不 問 5人 他 (1)7時30分～17時00分 220,000円～345,700円 150

正社員 その他 (2)17時00分～2時00分 35
0766-23-1251 (3)18時00分～6時00分 なし 150 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 2036601
59歳以下 1人 他 (1)7時00分～16時00分 156,000円～183,000円 18

正社員 その他 (2)10時00分～19時00分 11
0766-28-5020 (3)16時00分～10時00分 実費支給（上限あり） 6000 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　50,000円まで 16020- 2038101
不 問 1人 日祝他 (1)7時00分～16時00分 165,000円～230,000円 35

正社員 その他 (2)8時30分～17時30分 32
0766-24-2359 (3)10時30分～19時30分 実費支給（上限あり） 35 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　5,900円まで 16020- 2039401
不 問 1人 土日祝他 (1)8時30分～17時00分 180,000円～240,000円 6

正社員 毎　週 4
0766-23-0345 実費支給（上限なし） 6 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 2040201
59歳以下 1人 他 (1)7時00分～16時00分 158,000円～203,000円 18

正社員 その他 (2)10時00分～19時00分 11
0766-28-5020 (3)16時00分～10時00分 実費支給（上限あり） 6000 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　50,000円まで 16020- 2044601
18歳以上 1人 他 (1)16時00分～10時00分 147,040円～172,800円 18

正社員以外 その他 11
0766-28-5020 実費支給（上限あり） 6000 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　50,000円まで 16020- 2045901
不 問 2人 日他 (1)8時00分～17時00分 198,000円～352,000円 0

正社員 その他 0
0766-95-4248 実費支給（上限あり） 0 雇用・労災・その他

高岡市 月額　5,000円まで 16020- 2047401
40歳以下 1人 日祝他 (1)8時30分～17時30分 200,000円～266,000円 24

正社員 その他 8
0766-21-5880 実費支給（上限あり） 24 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　15,000円まで 16020- 2050301
44歳以下 1人 日祝他 (1)8時30分～17時30分 156,000円～156,000円 24

正社員 その他 8
0766-21-5880 実費支給（上限あり） 24 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　15,000円まで 16020- 2051601
不 問 1人 他 (1)8時30分～17時30分 200,000円～220,000円 13

正社員以外 その他 (2)10時30分～19時30分 12
0766-26-6021 (3)5時00分～14時30分 実費支給（上限なし） 16213 雇用・労災・健康・厚生

請負 高岡市 16020- 2068301
64歳以下 1人 他 (1)8時30分～16時30分 177,600円～188,400円 47

正社員 その他 7
0766-27-6101 実費支給（上限あり） 55 雇用・労災・健康・厚生

請負 高岡市 月額　13,000円まで 16020- 2071701
64歳以下 1人 他 (1)8時00分～16時30分 177,600円～188,400円 8

正社員 その他 1
0766-27-6101 実費支給（上限あり） 55 雇用・労災・健康・厚生

請負 高岡市 月額　13,000円まで 16020- 2073201
64歳以下 1人 他 (1)8時30分～16時30分 177,600円～188,400円 43

正社員 その他 7
0766-27-6101 実費支給（上限あり） 55 雇用・労災・健康・厚生

請負 高岡市 月額　13,000円まで 16020- 2076301
64歳以下 1人 日他 (1)8時00分～16時00分 208,800円～229,600円 43

正社員 その他 7
0766-27-6101 実費支給（上限あり） 55 雇用・労災・健康・厚生

請負 高岡市 月額　13,000円まで 16020- 2077601
64歳以下 1人 他 (1)8時00分～16時00分 192,000円～204,000円 43

正社員 なし (2)16時00分～0時00分 7
0766-27-6101 (3)0時00分～8時00分 実費支給（上限あり） 55 雇用・労災・健康・厚生

請負 高岡市 月額　13,000円まで 16020- 2078901

営業 その他の職別工事業

有限会社 ホープ斫
富山県高岡市福岡町土屋２０ 雇用期間の定めなし

重機オペレーター その他の職別工事業

有限会社 ホープ斫
富山県高岡市福岡町土屋２０ 雇用期間の定めなし

看護助手･ヘルパー 病院

医療法人高岡みなみハートセンター みなみの杜病院
富山県高岡市戸出町三丁目１４番２４号 雇用期間の定めなし

受注管理、生産管理、購買管理 他に分類されない卸売業

イセ 株式会社
富山県高岡市佐野１１８７ 雇用期間の定めなし

ＯＡ機器のメンテナンス 産業機械器具卸売業

山辺事務機 株式会社
富山県高岡市蓮花寺１９１ー１４ 雇用期間の定めなし

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
富山県高岡市葦附１２３９番地の２７ 雇用期間の定めなし

児童厚生員 児童福祉事業

高岡市野村児童センター管理会『高岡市野村児童センター』

富山県高岡市野村８９８－４ 雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

巡回監査担当者(税理士補助) 公認会計士事務所，税理士事務所

税理士法人ホライズン
富山県高岡市赤祖父５９５ 雇用期間の定めなし

現場作業員 プラスチック成形材料製造業

丸喜産業 株式会社
富山県高岡市葦附５８５８ 雇用期間の定めなし

一般事務 一般廃棄物処理業

株式会社 高岡市衛生公社
富山県高岡市材木町 ７３１番地 雇用期間の定めなし

接着剤の充填･梱包【本社】 その他の化学工業

ヤヨイ化学工業 株式会社
富山県高岡市下麻生４６４９ 雇用期間の定めなし

現場作業員 土木工事業

有限会社 本田組
富山県高岡市西海老坂３３８番地 雇用期間の定めなし

開発部員 プラスチック成形材料製造業

丸喜産業 株式会社
富山県高岡市葦附５８５８ 雇用期間の定めなし

タクシードライバー 一般乗用旅客自動車運送業

高岡交通 株式会社
富山県高岡市二塚７５４－１ 雇用期間の定めなし

介護職員(未経験者･資格不問) 老人福祉・介護事業
メディカル･ケア･サービス株式会社(愛の家グループホーム高岡美幸)

富山県高岡市美幸町１丁目４番４７号 雇用期間の定めなし

保育士 幼保連携型認定こども園

社会福祉法人 双葉保育園  『認定こども園 ふたばこども園』
富山県高岡市永楽町６－６５ 雇用期間の定めなし

事務員 公認会計士事務所，税理士事務所

金田会計事務所
富山県高岡市宮田町２１－２９ 雇用期間の定めなし

介護職員(経験要･実務者研修資格以上要) 老人福祉・介護事業
メディカル･ケア･サービス株式会社(愛の家グループホーム高岡美幸)

富山県高岡市美幸町１丁目４番４７号 雇用期間の定めなし

介護職員(夜勤専門スタッフ) 老人福祉・介護事業
メディカル･ケア･サービス株式会社(愛の家グループホーム高岡美幸)

富山県高岡市美幸町１丁目４番４７号 雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

とび工 とび・土工・コンクリート工事業

鳶マルホリ
富山県高岡市昭和町１－３－４１ 雇用期間の定めなし

営業職及び営業アシスタント 他に分類されない卸売業

株式会社 坂井
富山県高岡市横田町２丁目１０－２４ 雇用期間の定めなし

一般事務員 他に分類されない卸売業

株式会社 坂井
富山県高岡市横田町２丁目１０－２４ 雇用期間の定めなし

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

富山県高岡市下関町４－５ 北陸読売会館７階 雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

損紙処理作業(６号)【中越パルプ工業(株)高岡工場内】 管理，補助的経済活動を行う事業
所高岡サポート 株式会社

富山県高岡市米島２８２ 雇用期間の定めなし

構内作業(二塚事業部) 管理，補助的経済活動を行う事業
所高岡サポート 株式会社

富山県高岡市米島２８２ 雇用期間の定めなし

損紙処理作業(仕上げ)【中越パルプ工業(株)高岡工場内】 管理，補助的経済活動を行う事業
所高岡サポート 株式会社

富山県高岡市米島２８２ 雇用期間の定めなし

破砕機作業(中越パルプ工業(株)高岡工場内) 管理，補助的経済活動を行う事業
所高岡サポート 株式会社

富山県高岡市米島２８２ 雇用期間の定めなし

損紙処理作業(Ｎ１)【中越パルプ工業(株)高岡工場内】 管理，補助的経済活動を行う事業
所（１４パルプ・紙・紙加工品製高岡サポート 株式会社

富山県高岡市米島２８２ 雇用期間の定めなし

116

117

118

120

121

122

125

126

128

129

130

131

132

134

135

136

137

138

139

140
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142
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146

148

149

150

151
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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

44歳以下 2人 日祝他 (1)8時30分～17時30分 200,000円～300,000円 31
正社員 その他 15

0766-22-6672 実費支給（上限あり） 35 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 月額　10,000円まで 16020- 2079101
64歳以下 1人 他 (1)7時30分～15時30分 184,800円～199,200円 43

正社員 その他 (2)13時30分～21時30分 7
0766-27-6101 (3)21時30分～7時30分 実費支給（上限あり） 55 雇用・労災・健康・厚生

請負 高岡市 月額　13,000円まで 16020- 2080801
不 問 5人 他 (1)8時30分～17時30分 197,000円～405,000円 70

正社員以外 その他 (2)10時00分～19時00分 43
0766-25-1535 (3)13時00分～22時00分 実費支給（上限あり） 570 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　15,000円まで 16020- 2111801
不 問 1人 他 (1)6時30分～15時30分 172,000円～172,000円 10

正社員 その他 5
0766-25-0028 実費支給（上限あり） 12 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　10,000円まで 16020- 2048701
不 問 2人 木日祝 (1)8時30分～18時30分 180,000円～180,000円 4

正社員 毎　週 (2)8時30分～15時30分 4
0766-29-2220 実費支給（上限あり） 5 雇用・労災・厚生

高岡市 月額　10,000円まで 16020- 1916101
44歳以下 2人 日祝他 (1)8時30分～17時00分 180,000円～250,000円 17

正社員 その他 4
0766-21-1433 実費支給（上限なし） 60 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 1918701
不 問 2人 水他 (1)10時00分～19時00分 252,670円～366,875円 13

正社員 毎　週 12
0766-50-8181 実費支給（上限あり） 13 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　20,000円まで 16020- 1921601
不 問 2人 水他 (1)10時00分～19時00分 252,670円～252,670円 13

正社員以外 毎　週 12
0766-50-8181 実費支給（上限あり） 13 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　20,000円まで 16020- 1922901
不 問 1人 日祝他 (1)9時00分～18時00分 180,000円～250,000円 12

正社員 その他 6
0766-23-9685 実費支給（上限あり） 13 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　15,000円まで 16020- 1924401
不 問 1人 土日祝 (1)8時30分～17時30分 250,000円～350,000円 65

正社員以外 毎　週 2
0766-24-4480 実費支給（上限なし） 70 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 1928501
35歳以下 1人 土日祝他 (1)8時20分～17時20分 153,370円～190,120円 42

正社員 毎　週 32
0766-20-2800 実費支給（上限あり） 954 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 月額　50,000円まで 16020- 1930901
不 問 2人 水他 (1)10時00分～19時00分 189,858円～326,903円 13

正社員 毎　週 12
0766-50-8181 実費支給（上限あり） 13 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　20,000円まで 16020- 1932401
不 問 1人 日祝他 (1)8時30分～17時00分 196,000円～295,000円 30

正社員 その他 6
0766-23-5100 実費支給（上限なし） 31 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 1933701
64歳以下 1人 他 (1)8時30分～17時30分 210,000円～245,000円 110

正社員 その他 81
0766-20-8900 実費支給（上限あり） 240 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　20,900円まで 16020- 1934801
44歳以下 1人 日祝他 (1)8時30分～17時00分 196,000円～300,000円 30

正社員 その他 6
0766-23-5100 実費支給（上限なし） 31 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 1935201
不 問 2人 日他 (1)8時00分～17時00分 207,000円～368,000円 10

正社員 その他 2
0766-54-6071 実費支給（上限あり） 10 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　10,000円まで 16020- 1936501
不 問 1人 日祝他 (1)8時30分～17時20分 171,600円～249,600円 20

正社員 その他 6
0766-31-2794 一定額 20 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　3,000円まで 16020- 1941701
不 問 1人 日祝他 (1)8時30分～17時20分 171,600円～249,600円 20

正社員 その他 6
0766-31-2794 一定額 20 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　3,000円まで 16020- 1944501
34歳以下 1人 日祝他 (1)8時30分～17時20分 170,000円～240,000円 20

正社員 その他 6
0766-31-2794 一定額 20 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　3,000円まで 16020- 1945001
不 問 1人 他 172,000円～292,400円 137

正社員以外 その他 93
0766-25-4080 実費支給（上限あり） 240 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 又は11時00分～22時00分の間の8時間程度 月額　16,980円まで 16020- 1950801
不 問 1人 他 172,000円～292,400円 137

正社員以外 その他 93
0766-25-4080 実費支給（上限あり） 240 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 又は5時30分～23時00分の間の8時間 月額　16,980円まで 16020- 1951201
不 問 1人 他 206,400円～292,400円 137

正社員以外 その他 93
0766-25-4080 実費支給（上限あり） 240 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 又は12時00分～0時00分の間の8時間程度 月額　16,980円まで 16020- 1952501
不 問 2人 他 (1)7時00分～14時00分 154,800円～275,200円 137

正社員以外 その他 (2)7時00分～16時00分 93
0766-25-4080 (3)7時00分～19時00分 実費支給（上限あり） 240 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　16,980円まで 16020- 1953001
不 問 2人 他 163,400円～275,200円 137

正社員以外 その他 93
0766-25-4080 実費支給（上限あり） 240 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 又は7時00分～22時00分の間の8時間 月額　16,980円まで 16020- 1954301
不 問 3人 他 154,800円～275,200円 137

正社員以外 その他 93
0766-25-4080 実費支給（上限あり） 240 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 又は7時00分～22時00分の間の8時間 月額　16,980円まで 16020- 1955601
不 問 2人 他 (1)9時00分～18時00分 172,000円～275,200円 137

正社員以外 その他 93
0766-25-4080 実費支給（上限あり） 240 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　16,980円まで 16020- 1956901
不 問 1人 他 (1)8時45分～17時30分 300,000円～370,000円 15

正社員 毎　週 5
0766-21-1405 実費支給（上限あり） 25 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 日額　1,100円まで 16020- 1957101
59歳以下 1人 他 (1)7時00分～16時00分 175,000円～210,000円 19

正社員 その他 (2)15時00分～0時00分 16
0766-28-1001 実費支給（上限あり） 33 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　16,000円まで 16020- 1961001

181

182

172

174

175

176

177

178

179

180

163

164

165

166

167

168

170

171

業務管理(管理職) その他の専門サービス業

株式会社 アートエレクトロン
富山県高岡市野村１１６９ 雇用期間の定めなし

ハンバーガー製造販売【高岡南店】(店長候補) その他の飲食店

有限会社 ヤギヤフ－ド
富山県高岡市京田４３３ 雇用期間の定めなし

ホテル内レストラン厨房での調理業務全般 旅館，ホテル

株式会社 ホテルニューオータニ高岡
富山県高岡市新横町１番地 雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

ホテル営業(ホテルニューオータニ高岡) 旅館，ホテル

株式会社 ホテルニューオータニ高岡
富山県高岡市新横町１番地 雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

パン･ケーキの製造調理補助 旅館，ホテル

株式会社 ホテルニューオータニ高岡
富山県高岡市新横町１番地 雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

和食調理 旅館，ホテル

株式会社 ホテルニューオータニ高岡
富山県高岡市新横町１番地 雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

カフェでのマネージャー候補【カフェ＆ダイニングＣｏｏ】 旅館，ホテル

株式会社 ホテルニューオータニ高岡
富山県高岡市新横町１番地 雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

居酒屋でのマネージャー候補【ＥＮＪＹＵ】 旅館，ホテル

株式会社 ホテルニューオータニ高岡
富山県高岡市新横町１番地 雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

和食レストランでのマネージャー候補【都万麻】 旅館，ホテル

株式会社 ホテルニューオータニ高岡
富山県高岡市新横町１番地 雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

印刷オペレーター 印刷業

キクラ印刷 株式会社
富山県高岡市樋詰４８－２ 雇用期間の定めなし

営業 印刷業

キクラ印刷 株式会社
富山県高岡市樋詰４８－２ 雇用期間の定めなし

製本オペレーター 印刷業

キクラ印刷 株式会社
富山県高岡市樋詰４８－２ 雇用期間の定めなし

当社取扱商品(主に石油製品)の営業 燃料小売業

日本海産商 株式会社
富山県高岡市下関町４－６０ 雇用期間の定めなし

土木作業員、重機オペレーター 一般土木建築工事業

田組 株式会社
富山県高岡市能町９１０－９ 雇用期間の定めなし

商品の配達(主にＬＰガス) 燃料小売業

日本海産商 株式会社
富山県高岡市下関町４－６０ 雇用期間の定めなし

介護支援専門員【居宅介護支援事業所】 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

富山県高岡市野村９２１－１ 雇用期間の定めなし

営業事務【高岡支店】 建築材料卸売業

三協テック株式会社
富山県高岡市早川７０番地 雇用期間の定めなし

受付、医療事務、歯科助手(正社員) 歯科診療所

あいおい歯科 イオンモール高岡
富山県高岡市下伏間江３８３ イオンモール高岡２階 雇用期間の定めなし

システムエンジニア／プログラマー 労働者派遣業

株式会社 ニクス
富山県高岡市問屋町２１２ 雇用期間の定めあり

（４ヶ月未満）

156

157

158

159

160

162

技術職(銅製品の着色及び加工) 金属被覆・彫刻業，熱処理業

有限会社 モメンタムファクトリー･ Ｏｒｉｉ
富山県高岡市長江５３０ 雇用期間の定めなし

歯科衛生士(正社員) 歯科診療所

あいおい歯科 イオンモール高岡
富山県高岡市下伏間江３８３ イオンモール高岡２階 雇用期間の定めなし

歯科衛生士(契約社員) 歯科診療所

あいおい歯科 イオンモール高岡
富山県高岡市下伏間江３８３ イオンモール高岡２階 雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

歯科助手 歯科診療所

よねもり歯科
富山県高岡市昭和町１－２－２ 雇用期間の定めなし

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
富山県高岡市博労本町１番１４号 雇用期間の定めなし

営業員(作業用品や防災用品、ノベルティ商材など) 和装製品・その他の衣服・繊維製
身の回り品製造業丸和ケミカル 株式会社

富山県高岡市野村１６３６－１ 雇用期間の定めなし

原料仕込み【中越パルプ高岡工場】 管理，補助的経済活動を行う事業
所高岡サポート 株式会社

富山県高岡市米島２８２ 雇用期間の定めなし

販売員 各種食料品小売業

三幸 株式会社
富山県高岡市野村１７１１ 雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

和菓子製造者(職人) パン・菓子製造業

株式会社 不破福寿堂
富山県高岡市京田１４０－１ 雇用期間の定めなし

152
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154

155
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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 5人 他 (1)7時00分～16時00分 155,000円～195,000円 13
正社員 その他 (2)8時30分～17時30分 12

0766-84-8778 (3)10時00分～19時00分 実費支給（上限あり） 20 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　10,000円まで 16020- 1964901
不 問 2人 日祝他 (1)7時40分～17時00分 162,000円～302,000円 29

正社員 その他 5
0766-22-2560 実費支給（上限あり） 29 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　15,000円まで 16020- 1969201
44歳以下 2人 日祝他 (1)7時40分～17時00分 192,000円～292,000円 29

正社員 その他 5
0766-22-2560 実費支給（上限あり） 29 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　15,000円まで 16020- 1971301
不 問 1人 他 (1)8時30分～17時30分 200,000円～220,000円 13

正社員 毎　週 (2)10時00分～19時00分 12
0766-84-8778 (3)16時00分～9時00分 実費支給（上限あり） 20 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　10,000円まで 16020- 1972601
不 問 2人 日祝他 (1)7時40分～17時00分 162,000円～252,000円 29

正社員 その他 5
0766-22-2560 実費支給（上限あり） 29 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　15,000円まで 16020- 1975401
不 問 1人 日祝他 (1)8時00分～17時10分 195,000円～280,000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- 1981901
不 問 1人 他 (1)8時00分～17時00分 178,000円～188,000円 116

正社員 その他 94
0766-31-5700 実費支給（上限あり） 123 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　45,000円まで 16020- 1982101
40歳以下 1人 他 (1)8時00分～17時00分 195,200円～234,200円 18

正社員 その他 1
0766-23-2228 実費支給（上限あり） 280 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 月額　18,000円まで 16020- 1983401
59歳以下 2人 水祝他 (1)8時30分～17時40分 220,000円～400,000円 17

正社員 その他 4
0766-84-6110 実費支給（上限なし） 179 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 1984701
44歳以下 1人 他 (1)8時00分～17時00分 170,000円～180,000円 98

正社員 その他 77
0766-31-5700 実費支給（上限あり） 123 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 又は10時00分～19時00分の間の8時間 月額　45,000円まで 16020- 1985801
不 問 1人 日祝他 (1)8時00分～17時00分 195,200円～234,200円 130

正社員 その他 15
0766-23-2228 実費支給（上限あり） 280 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 月額　18,000円まで 16020- 1988001
不 問 1人 日他 (1)8時00分～17時00分 161,000円～200,000円 8

正社員 毎　週 8
0766-84-8778 実費支給（上限あり） 20 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　10,000円まで 16020- 2027301
不 問 1人 他 (1)8時00分～17時00分 158,000円～280,000円 8

正社員 その他 1
0766-22-2860 実費支給（上限なし） 52 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 1869101
不 問 1人 他 (1)8時00分～17時00分 158,000円～280,000円 9

正社員 その他 0
0766-22-2860 実費支給（上限なし） 52 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 1871201
不 問 1人 日祝他 (1)8時15分～17時00分 220,000円～280,000円 24

正社員 その他 4
0766-63-5801 実費支給（上限あり） 28 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 月額　12,000円まで 16020- 1872501
44歳以下 1人 日祝他 (1)7時30分～16時30分 220,000円～280,000円 8

正社員 その他 1
0766-28-1200 実費支給（上限あり） 8 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　40,800円まで 16020- 1875601
不 問 1人 日祝他 (1)8時15分～17時00分 180,000円～250,000円 24

正社員 その他 4
0766-63-5801 実費支給（上限あり） 28 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 月額　12,000円まで 16020- 1877101
不 問 1人 日祝他 (1)8時15分～17時00分 220,000円～280,000円 24

正社員 その他 4
0766-63-5801 実費支給（上限あり） 28 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 月額　12,000円まで 16020- 1880501
18歳以上 5人 火 (1)15時00分～23時30分 210,000円～400,000円 16

正社員 その他 (2)15時00分～0時00分 6
0766-22-3333 (3)15時00分～22時30分 一定額 57 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　5,000円まで 16020- 1881001
不 問 1人 日祝他 (1)8時15分～17時00分 180,000円～250,000円 24

正社員 その他 4
0766-63-5801 実費支給（上限あり） 28 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 月額　12,000円まで 16020- 1882301
不 問 1人 日他 (1)8時00分～16時45分 156,500円～171,500円 101

正社員 毎　週 (2)9時45分～18時30分 84
0766-22-5445 実費支給（上限あり） 101 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 月額　20,000円まで 16020- 1888801
59歳以下 1人 日祝他 (1)8時00分～17時00分 260,000円～400,000円 44

正社員 その他 13
0766-91-6111 実費支給（上限あり） 44 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 月額　18,800円まで 16020- 1892601
不 問 1人 日祝他 (1)8時00分～17時00分 192,000円～350,000円 44

正社員 その他 13
0766-91-6111 実費支給（上限あり） 44 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 月額　18,800円まで 16020- 1893901
不 問 1人 日祝他 (1)8時00分～17時00分 243,000円～310,000円 44

正社員 その他 13
0766-91-6111 実費支給（上限あり） 44 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 月額　18,800円まで 16020- 1894101
59歳以下 1人 日祝他 (1)8時00分～17時00分 220,000円～350,000円 44

正社員 その他 13
0766-91-6111 実費支給（上限あり） 44 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 月額　18,800円まで 16020- 1896701
59歳以下 1人 日祝他 (1)8時00分～17時00分 250,000円～350,000円 44

正社員 その他 13
0766-91-6111 実費支給（上限あり） 44 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 月額　18,800円まで 16020- 1898201
不 問 1人 日祝他 (1)8時00分～17時00分 170,000円～260,000円 44

正社員 その他 13
0766-91-6111 実費支給（上限あり） 44 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 月額　18,800円まで 16020- 1899501
35歳以下 1人 日祝他 (1)8時00分～17時00分 185,000円～210,000円 100

正社員 その他 50
0766-63-5080 実費支給（上限あり） 150 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　18,700円まで 16020- 1909401

209

210

211

213

214

218

製造職(研磨、検品) 非鉄金属素形材製造業

株式会社 能作
富山県高岡市オフィスパーク８－１ 雇用期間の定めなし

技術開発 一般土木建築工事業

株式会社 グランテック
富山県高岡市石瀬９２０ 雇用期間の定めなし

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
富山県高岡市石瀬９２０ 雇用期間の定めなし

営業職 一般土木建築工事業

株式会社 グランテック
富山県高岡市石瀬９２０ 雇用期間の定めなし

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
富山県高岡市石瀬９２０ 雇用期間の定めなし

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
富山県高岡市石瀬９２０ 雇用期間の定めなし

208

199

200

201

202

203

204

205

206

190

191

192

193

194

195

198

183

185

186

187

188

189

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

アスファルト合材製造業務 その他の化学工業

庄川アスコン株式会社
富山県高岡市西広上５０番地 雇用期間の定めなし

電気設計 その他のはん用機械・同部分品製
造業株式会社 クリエイトダイス

富山県高岡市戸出栄町４６－６ 雇用期間の定めなし

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
富山県高岡市美幸町２丁目１番２８号 雇用期間の定めなし

富山県高岡市石瀬９２０ 雇用期間の定めなし

機械設計 その他のはん用機械・同部分品製
造業株式会社 クリエイトダイス

富山県高岡市戸出栄町４６－６ 雇用期間の定めなし

透析室補助 病院

医療法人社団 睦心会 あさなぎ病院
富山県高岡市五福町１番８号 雇用期間の定めなし

機械設計(ディレクター) その他のはん用機械・同部分品製
造業株式会社 クリエイトダイス

富山県高岡市戸出栄町４６－６ 雇用期間の定めなし

調理補助スタッフ 専門料理店

高岡秋吉 株式会社
富山県高岡市御旅屋町１０３２－１ 雇用期間の定めなし

電気設計(ディレクター) その他のはん用機械・同部分品製
造業株式会社 クリエイトダイス

富山県高岡市戸出栄町４６－６ 雇用期間の定めなし

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
富山県高岡市美幸町２丁目１番２８号 雇用期間の定めなし

介護職員          【吉久デイサービスむら花】 老人福祉・介護事業

八起商事 株式会社
富山県高岡市五福町１５－２１ 雇用期間の定めなし

事務職 老人福祉・介護事業

社会福祉法人 立野福祉会 香野苑
富山県高岡市上渡１６１ 雇用期間の定めなし

管工事技術者 一般廃棄物処理業

株式会社 高岡市衛生公社
富山県高岡市材木町 ７３１番地 雇用期間の定めなし

道路維持業務 一般廃棄物処理業

株式会社 高岡市衛生公社
富山県高岡市材木町 ７３１番地 雇用期間の定めなし

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
富山県高岡市下牧野３６－２ 雇用期間の定めなし

運転手 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

管理栄養士 老人福祉・介護事業

社会福祉法人 立野福祉会 香野苑
富山県高岡市上渡１６１ 雇用期間の定めなし

介護支援専門員 老人福祉・介護事業

八起商事 株式会社
富山県高岡市五福町１５－２１ 雇用期間の定めなし

電気設備設計補助･事務 電気工事業

株式会社 菅原電気
富山県高岡市佐野７３４番地 雇用期間の定めなし

総務･経理事務 電気工事業

株式会社 菅原電気
富山県高岡市佐野７３４番地 雇用期間の定めなし

電気工事作業員(見習可) 電気工事業

株式会社 菅原電気
富山県高岡市佐野７３４番地 雇用期間の定めなし

介護職員【グループホームむら花】 老人福祉・介護事業

八起商事 株式会社
富山県高岡市五福町１５－２１ 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

59歳以下 2人 日祝他 (1)8時00分～17時00分 250,000円～280,000円 16
正社員 その他 4

0766-24-0363 実費支給（上限あり） 20 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　18,700円まで 16020- 1912001
30歳以下 2人 水他 (1)8時30分～17時40分 220,000円～350,000円 48

正社員 その他 12
0766-21-1695 実費支給（上限あり） 87 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　7,000円まで 16020- 1878401
40歳以下 1人 水他 (1)8時30分～17時40分 220,000円～350,000円 48

正社員 その他 12
0766-21-1695 実費支給（上限あり） 87 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　20,000円まで 16020- 1879701
18歳以上 1人 他 (1)22時00分～8時00分 265,607円～265,607円 25

正社員以外 毎　週 13
0120-129-073 実費支給（上限なし） 9000 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 13040-20765701
不 問 5人 土日祝他 (1)8時30分～17時15分 187,666円～201,365円 900

正社員以外 毎　週 300
076-445-6037 実費支給（上限あり） 3000 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　55,000円まで 16010- 3872601
34歳以下 20人 日祝他 (1)8時00分～17時00分 170,700円～200,000円 291

正社員 その他 54
076-452-5522 実費支給（上限なし） 32008 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16010- 3945401
不 問 2人 他 (1)9時45分～18時45分 200,000円～250,000円 4

正社員 毎　週 (2)12時00分～21時00分 4
048-431-6691 実費支給（上限あり） 1147 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　50,000円まで 11010- 2498301
不 問 1人 土日祝他 (1)8時00分～17時00分 146,880円～146,880円 16

正社員以外 毎　週 12
076-434-1881 実費支給（上限あり） 520 雇用・労災・健康・厚生

請負 高岡市 月額　10,000円まで 16010- 3725301
不 問 1人 他 (1)10時00分～19時00分 200,000円～220,000円 10

正社員以外 毎　週 10
076-433-7773 なし 20 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16010- 3739801
34歳以下 2人 火他 (1)9時15分～18時00分 182,400円～255,000円 178

正社員 その他 35
076-425-2355 実費支給（上限あり） 178 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 月額　31,600円まで 16010- 3775601
34歳以下 1人 火他 (1)9時15分～18時00分 181,500円～240,500円 178

正社員 その他 35
076-425-2355 実費支給（上限あり） 178 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 月額　31,600円まで 16010- 3779701
不 問 2人 他 (1)14時00分～23時00分 180,000円～180,000円 13

正社員 その他 (2)10時00分～19時00分 3
0763-32-1941 実費支給（上限なし） 23 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16050-  813201
不 問 1人 他 (1)10時00分～19時00分 182,650円～182,650円 4

正社員以外 その他 3
054-275-5011 実費支給（上限あり） 4483 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　50,000円まで 22010- 3518501
不 問 1人 他 (1)10時30分～19時30分 182,650円～182,650円 3

正社員以外 その他 1
054-275-5011 実費支給（上限あり） 4483 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　50,000円まで 22010- 3527001
不 問 1人 他 (1)10時00分～19時00分 153,450円～204,600円 1

正社員以外 その他 1
04-2959-1532 実費支給（上限あり） 420 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　20,000円まで 11060- 2131301
不 問 2人 他 (1)9時00分～17時00分 170,000円～170,000円 4

正社員以外 毎　週 1
03-6775-9351 実費支給（上限あり） 450 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　150,000円まで 13040-19330201
不 問 1人 他 (1)8時45分～18時00分 176,000円～176,000円 28

正社員以外 その他 (2)10時30分～19時45分 18
0256-33-6042 実費支給（上限あり） 3261 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　20,000円まで 15040- 1385901
不 問 3人 他 (1)6時45分～16時00分 176,000円～176,000円 57

正社員以外 その他 (2)9時00分～18時15分 35
0256-33-6042 (3)10時30分～19時45分 実費支給（上限あり） 3261 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　20,000円まで 15040- 1465901
不 問 1人 他 (1)5時30分～15時00分 207,000円～300,000円 11

正社員以外 毎　週 10
076-441-7657 実費支給（上限なし） 650 雇用・労災・健康・厚生

請負 高岡市 16010- 3632701
40歳以下 2人 日祝他 (1)12時00分～21時00分 206,000円～213,000円 8

正社員 その他 (2)11時00分～20時00分 4
052-563-4710 実費支給（上限あり） 2400 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　50,000円まで 23020- 9754001
不 問 2人 他 (1)9時45分～18時45分 190,000円～250,000円 4

正社員以外 毎　週 (2)13時00分～22時00分 4
048-431-6691 実費支給（上限あり） 1147 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　50,000円まで 11010- 2266701
59歳以下 2人 他 (1)9時40分～18時40分 200,000円～250,000円 8

正社員 毎　週 (2)8時40分～17時40分 3
03-3379-3166 実費支給（上限なし） 3535 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 13070-10332901
35歳以下 1人 他 (1)8時45分～17時45分 177,000円～231,000円 1011

正社員 その他 (2)10時45分～19時45分 594
025-371-4115 (3)12時15分～21時15分 実費支給（上限あり） 11330 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 月額　17,600円まで 15070- 2428201
45歳以下 1人 他 (1)8時00分～17時30分 188,200円～234,600円 10

正社員 その他 (2)11時00分～20時30分 7
0256-66-1100 実費支給（上限あり） 3000 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　50,000円まで 15110-  865001
不 問 1人 他 (1)9時00分～18時00分 153,502円～190,402円 20

正社員以外 その他 (2)10時00分～19時00分 18
076-443-8800 (3)16時00分～8時30分 実費支給（上限なし） 302 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16010- 3431201
40歳以下 1人 日他 (1)8時30分～18時30分 199,900円～288,700円 6

正社員 その他 (2)8時30分～17時00分 1
076-451-8001 実費支給（上限なし） 42 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16010- 3476001
59歳以下 1人 日祝他 (1)9時00分～18時00分 139,000円～200,000円 12

正社員 毎　週 (2)8時30分～13時30分 8
076-423-8818 実費支給（上限なし） 205 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 又は8時30分～18時30分の間の8時間 16010- 3486601
59歳以下 1人 日祝他 (1)9時00分～18時00分 139,000円～200,000円 5

正社員 毎　週 4
076-423-8818 実費支給（上限なし） 205 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16010- 3487901

253

254

255

256

257

258

259

237

240

241

242

243

244

245

248

251

252

219

221

222

224

227

228

231

232

233

234

235

富山県富山市今泉１４７番地 ＡＹビル２Ｆ 雇用期間の定めなし

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
富山県富山市今泉１４７番地 ＡＹビル２Ｆ 雇用期間の定めなし

地域正社員(高岡店)〔店舗運営スタッフ〕 各種食料品小売業

株式会社 オーシャンシステム 業務スーパー事業部
新潟県燕市佐渡５１２９ 雇用期間の定めなし

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
富山県富山市金屋５５５ 雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

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
富山県富山市針原中町５０３番地 雇用期間の定めなし

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

愛知県名古屋市中村区名駅南４丁目１２－２２ １階 雇用期間の定めなし

ジュエリーアドバイザー／イオンモール高岡店 他に分類されない小売業

株式会社 ツツミ(ジュエリーツツミ)
埼玉県蕨市中央４－２４－２６ 雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

理･美容師／アートネイチャー 高岡店 装身具・装飾品・ボタン・同関連品
製造業株式会社アートネイチャー

東京都渋谷区代々木３－４０－７ 雇用期間の定めなし

販売･店舗運営職(リージョナル社員) 他に分類されない小売業

株式会社 コメリ
新潟県新潟市南区清水４５０１番地１ 雇用期間の定めなし

調理師(長生寮) 食堂，レストラン

日本海給食 株式会社
富山県富山市上赤江町１丁目８番１３号 雇用期間の定めなし

主任英会話講師／富山市･高岡市 専修学校，各種学校

株式会社 イーオン 中部本部

新潟県三条市上須頃４４５番地 雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

建築資材･工具･木材担当補佐(高岡駅南店 準社員) 百貨店，総合スーパー

アークランドサカモト株式会社
新潟県三条市上須頃４４５番地 雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

店舗スタッフ(フルタイム契約社員)／高岡市美幸町 写真機・時計・眼鏡小売業
株式会社 メガネトップ (眼鏡市場･アルク･レンズスタイル･レンズダイレクト)

静岡県静岡市葵区伝馬町８－６ 雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

販売員 他に分類されない小売業

青和通商株式会社 マリブ事業部
埼玉県狭山市富士見１－１０－１７ 雇用期間の定めあり

（４ヶ月未満）

管理人 不動産賃貸業

ビレッジハウス･マネジメント 株式会社
東京都港区虎ノ門４－３－１３ ヒューリック神谷町ビル４階 雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

自転車修理･販売担当(高岡中曽根店･準社員) 百貨店，総合スーパー

アークランドサカモト株式会社

富山県砺波市高道３３－１ 雇用期間の定めなし

店舗スタッフ(フルタイム契約社員) 写真機・時計・眼鏡小売業
株式会社 メガネトップ (眼鏡市場･アルク･レンズスタイル･レンズダイレクト)

静岡県静岡市葵区伝馬町８－６ 雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

カーライフアドバイザー(営業職) 自動車小売業

株式会社 日産サティオ富山
富山県富山市田中町五丁目４番７号 雇用期間の定めなし

自動車整備士 自動車小売業

株式会社 日産サティオ富山
富山県富山市田中町五丁目４番７号 雇用期間の定めなし

セルフガソリンスタンド業務 燃料小売業

株式会社 ヤギヤエンタープライズ

ジュエリーアドバイザー／イオンモール高岡店(正) 他に分類されない小売業

株式会社 ツツミ(ジュエリーツツミ)
埼玉県蕨市中央４－２４－２６ 雇用期間の定めなし

環境整備(アステラスファーマテック(株))＊平日限定 建物サービス業

株式会社 バロン
富山県富山市北代５２９８ 雇用期間の定めなし

スーパーバイザー 機械器具小売業

エコプランナーズ 株式会社
富山県富山市田中町３丁目３－６ 岩田ビル２階 雇用期間の定めあり

（４ヶ月未満）

国立大学法人 富山大学
富山県富山市五福３１９０ 雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

技能職
日本通運 株式会社 富山支店
富山県富山市新庄本町二丁目８番５９号 雇用期間の定めなし

その他の飲食店

高等教育機関

一般貨物自動車運送業

和風飲食店での深夜帯契約社員／高岡野村店
株式会社 なか卯
東京都港区港南２－１８－１  ＪＲ品川イ－ス卜ビル５Ｆ 雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

事務職員(臨時的採用)(五福･杉谷･高岡)

富山県高岡市四屋４２５ 雇用期間の定めなし

受付･フロント事務 自動車小売業

株式会社 古城モータース
富山県高岡市二塚４２５ 雇用期間の定めなし

自動車鈑金塗装 自動車小売業

株式会社 古城モータース
富山県高岡市二塚４２５ 雇用期間の定めなし

切断、溶接工 建設用・建築用金属製品製造業

株式会社 伸栄製作所
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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

59歳以下 1人 日祝他 (1)9時00分～18時00分 139,000円～200,000円 4
正社員 毎　週 (2)8時30分～13時30分 3

076-423-8818 実費支給（上限なし） 205 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 又は8時30分～18時30分の間の8時間 16010- 3489401
59歳以下 1人 日祝他 (1)9時00分～18時00分 139,000円～200,000円 5

正社員 毎　週 (2)8時30分～13時30分 4
076-423-8818 実費支給（上限なし） 205 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 又は8時30分～18時30分の間の8時間 16010- 3493301
不 問 1人 日祝他 250,000円～550,000円 10

正社員 その他 7
076-423-8818 実費支給（上限なし） 205 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 又は8時30分～19時00分の間の8時間 16010- 3517101
不 問 1人 日祝他 250,000円～550,000円 6

正社員 その他 4
076-423-8818 実費支給（上限なし） 205 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 又は8時30分～18時30分の間の8時間 16010- 3518401
不 問 1人 日祝他 250,000円～550,000円 5

正社員 その他 4
076-423-8818 実費支給（上限なし） 205 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 又は8時30分～18時30分の間の8時間 16010- 3522301
不 問 2人 他 (1)5時30分～14時30分 180,000円～250,000円 11

正社員 毎　週 (2)9時00分～18時00分 9
076-421-5712 (3)10時30分～19時30分 実費支給（上限あり） 130 雇用・労災・健康・厚生

請負 高岡市 又は5時00分～19時30分の間の8時間程度 月額　10,000円まで 16010- 3546201
不 問 2人 日祝他 (1)8時00分～17時00分 220,000円～220,000円 13

正社員 その他 0
0766-72-1405 実費支給（上限あり） 13 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　10,500円まで 16060-  287501
18歳以上 1人 他 144,500円～250,000円 14

正社員 その他 4
0766-74-0130 なし 32 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 又は9時00分～0時00分の間の7時間 16060-  294201
不 問 1人 他 (1)8時30分～17時30分 180,000円～220,000円 30

正社員 毎　週 (2)9時00分～18時00分 20
076-274-6111 (3)10時00分～19時00分 実費支給（上限なし） 6864 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 17080- 1350801
18歳以上 2人 他 (1)12時00分～21時00分 179,500円～245,500円 25

正社員 毎　週 (2)15時00分～0時00分 21
097-551-7131 (3)0時00分～9時00分 実費支給（上限あり） 1100 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　16,100円まで 44010- 3982201
18歳以上 2人 他 (1)12時00分～21時00分 179,500円～245,500円 20

正社員 毎　週 (2)15時00分～0時00分 10
097-551-7131 (3)0時00分～9時00分 実費支給（上限あり） 1100 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　16,100円まで 44010- 3983501
40歳以下 1人 日祝他 (1)8時00分～17時00分 191,000円～338,000円 2

正社員 その他 1
0276-46-1111 実費支給（上限あり） 350 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 月額　10,000円まで 10050- 1268501
59歳以下 1人 土日祝 (1)8時00分～17時30分 170,000円～272,000円 1

正社員 毎　週 0
076-432-0408 実費支給（上限あり） 18 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 月額　24,500円まで 16010- 3340801
不 問 1人 他 (1)8時00分～17時00分 207,360円～241,920円 10

有期雇用派遣労働者 その他 10
076-443-9010 実費支給（上限あり） 550 雇用・労災・健康・厚生

派遣 高岡市 月額　10,000円まで 16010- 3375801
29歳以下 1人 日祝他 (1)10時00分～19時00分 147,000円～180,000円 2

正社員 その他 (2)10時00分～17時00分 2
076-494-1880 実費支給（上限なし） 8 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16010- 3381401

271

273

274

275

278

279

280

260

261

263

264

265

267

268

269

富山県富山市本町３番２５号 富山本町ビル３Ｆ 雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

パソコンインストラクター(イオンモール高岡校) 専修学校，各種学校

株式会社 エーピーエス
富山県富山市根塚町１丁目２－５ ＢＮＫ３ ２Ｆ 雇用期間の定めなし

電気･空調工事及び見習い 機械器具小売業

株式会社 小川商会
富山県富山市北新町１丁目１－８ 雇用期間の定めなし

看護師 労働者派遣業

株式会社 グレート 富山支店

経営幹部候補(高岡ＩＣ店)副店長･店長･エリアマネジャー 食堂，レストラン

株式会社 ジョイフル 東関西･北陸
大分県大分市三川新町１丁目１番４５号 雇用期間の定めなし

経営幹部候補(高岡戸出店)副店長･店長･エリアマネジャー 食堂，レストラン

株式会社 ジョイフル 東関西･北陸
大分県大分市三川新町１丁目１番４５号 雇用期間の定めなし

営業(高岡営業所) 産業用機械器具賃貸業

株式会社 カネコ･コーポレーション
群馬県太田市東矢島町２０２番地 雇用期間の定めなし

【高岡駅地下･牛屋 鐡】調理及びホールスタッフ 畜産食料品製造業

有限会社 細川 精肉問屋 本町牛勝
富山県氷見市朝日丘１－４１ 雇用期間の定めなし

総合職【初期配属医療事務】富山３：上市･高岡･氷見 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 雇用期間の定めなし

富山県富山市今泉１４７番地 ＡＹビル２Ｆ 雇用期間の定めなし

調理員「駅南あずさ病院」事業所 食堂，レストラン

株式会社 ディライフ
富山県富山市開６５３－１ 雇用期間の定めなし

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
富山県氷見市栄町１６－２２ 雇用期間の定めなし

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
富山県富山市今泉１４７番地 ＡＹビル２Ｆ 雇用期間の定めなし

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
富山県富山市今泉１４７番地 ＡＹビル２Ｆ 雇用期間の定めなし

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

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
富山県富山市今泉１４７番地 ＡＹビル２Ｆ 雇用期間の定めなし

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
富山県富山市今泉１４７番地 ＡＹビル２Ｆ 雇用期間の定めなし
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