
【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

35歳以下 1人 日祝他 (1)8時30分～17時00分 160,000円～200,000円 34
正社員 その他 11

0766-28-5155 実費支給（上限あり） 34 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　10,000円まで 16020- 3790401
不 問 5人 日祝他 (1)8時00分～17時00分 220,000円～306,000円 2

正社員 その他 0
0766-44-4840 実費支給（上限あり） 2 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　10,000円まで 16020- 3791701
59歳以下 1人 日祝他 (1)8時00分～17時00分 170,000円～210,000円 11

正社員 その他 4
0766-24-6780 実費支給（上限あり） 11 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 月額　5,000円まで 16020- 3796301
不 問 1人 水日祝他 (1)9時00分～19時00分 190,000円～240,000円 3

正社員 毎　週 3
0766-24-1110 実費支給（上限あり） 3 雇用・労災

高岡市 月額　10,000円まで 16020- 3757901
不 問 2人 日祝他 (1)9時00分～17時00分 150,000円～160,000円 7

正社員 その他 7
0766-24-2636 実費支給（上限なし） 8 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 3761501
不 問 1人 日祝他 (1)8時00分～17時00分 200,000円～300,000円 16

正社員 その他 4
0766-64-2933 実費支給（上限あり） 26 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　11,300円まで 16020- 3762001
44歳以下 2人 土日祝他 (1)8時00分～17時00分 170,000円～170,000円 12

正社員 毎　週 5
0766-73-2666 実費支給（上限あり） 12 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　5,000円まで 16020- 3763301
不 問 1人 日祝他 (1)8時00分～17時00分 200,000円～300,000円 16

正社員 その他 4
0766-64-2933 実費支給（上限あり） 26 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　11,300円まで 16020- 3765901
不 問 1人 土日祝他 (1)8時30分～17時30分 200,000円～300,000円 7

正社員 毎　週 2
0766-25-2011 実費支給（上限あり） 7 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　20,000円まで 16020- 3767401
不 問 1人 日祝他 (1)8時30分～17時15分 150,000円～180,000円 12

正社員以外 その他 7
0766-22-8460 実費支給（上限なし） 12 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 3768701
不 問 2人 他 (1)9時00分～18時00分 199,000円～273,000円 110

正社員 その他 (2)6時45分～16時00分 85
0766-22-3719 (3)9時45分～18時45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- 3771601
不 問 1人 祝他 (1)9時00分～18時00分 151,200円～176,400円 4

正社員 その他 (2)10時00分～19時00分 4
0766-53-5880 (3)8時30分～13時00分 実費支給（上限なし） 40 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 8時30分～19時00分の間の8時間 16020- 3773101
不 問 1人 日祝他 (1)8時00分～16時30分 159,466円～159,466円 24

正社員以外 その他 5
0766-21-2474 実費支給（上限あり） 372 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　30,000円まで 16020- 3774401
40歳以下 1人 日他 (1)8時00分～17時00分 160,000円～178,000円 28

正社員 その他 16
0766-24-1080 実費支給（上限あり） 28 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　20,000円まで 16020- 3781101
不 問 5人 日祝他 (1)8時00分～17時00分 220,000円～306,000円 2

正社員 その他 0
0766-44-4840 実費支給（上限あり） 2 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　10,000円まで 16020- 3789601
59歳以下 2人 土日祝他 (1)8時30分～17時00分 138,600円～140,140円 55

正社員 毎　週 (2)13時30分～22時00分 54
0766-29-2887 (3)17時00分～22時00分 実費支給（上限あり） 95990 雇用・労災・健康・厚生

請負 高岡市 月額　50,000円まで 16020- 3733401
44歳以下 1人 日祝他 (1)9時00分～19時00分 140,000円～160,000円 6

正社員 その他 (2)9時00分～11時30分 4
0766-24-7776 実費支給（上限あり） 6 雇用・労災・健康

高岡市 月額　10,000円まで 16020- 3740101
39歳以下 1人 日他 158,000円～200,000円 6

正社員 毎　週 6
0766-24-1232 実費支給（上限なし） 6 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 9時00分～20時30分の間の8時間程度 16020- 3747301
64歳以下 1人 日祝他 (1)8時00分～17時00分 200,000円～350,000円 21

正社員 その他 4
0766-26-7081 実費支給（上限なし） 21 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 3749901
64歳以下 1人 日祝他 (1)8時00分～17時00分 200,000円～350,000円 21

正社員 その他 4
0766-26-7081 実費支給（上限なし） 21 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 3750701
44歳以下 1人 日祝他 (1)8時00分～17時00分 170,000円～300,000円 21

正社員 その他 4
0766-26-7081 実費支給（上限なし） 21 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 3751801
不 問 3人 日祝他 (1)8時00分～17時00分 170,000円～200,000円 14

正社員 その他 0
0766-44-0931 実費支給（上限あり） 223 雇用・労災・健康・厚生

請負 高岡市 月額　21,300円まで 16020- 3754001
40歳以下 1人 日祝他 (1)8時05分～17時00分 156,100円～185,090円 17

正社員 その他 3
0766-31-3545 実費支給（上限あり） 21 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　5,000円まで 16020- 3697201
不 問 1人 土日他 (1)8時10分～16時55分 175,000円～185,000円 84

正社員以外 毎　週 7
0766-64-3061 実費支給（上限なし） 115 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 3707101

32

33

雇用期間の定めなし

現場事務

医療事務(正社員)【厚生連高岡病院】

動物看護師、診療助手、受付(看護師資格･経験不問)

管施工管理

富山県高岡市博労本町３番４８号

富山県高岡市京田４９８
雇用期間の定めなし

富山県高岡市伏木磯町１番１４号 (出光興産株式会社 伏木油槽所内)

34

37

雇用期間の定めなし

事務員

事業所名

事業所所在地

お客様の健康管理や運動のサポート 老人福祉・介護事業

株式会社 アルプス
富山県高岡市姫野５０６

鉄骨加工工 一般土木建築工事業

調剤事務(正社員)【どんぐり･なでしこ･せせらぎ薬局】 医薬品・化粧品小売業

株式会社 アシスト

他に分類されない卸売業

株式会社 ハシモト清
富山県高岡市あわら町１２－１８ 雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

富山県高岡市福岡町江尻２４７の２

コピー機等メンテナンスサービスと営業 機械器具小売業

株式会社 二口オフィス

公認会計士事務所，税理士事務所

富山県高岡市福岡町江尻２４７の２

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

病院

医療法人社団 桑山会

事務員

河村公認会計士事務所
会計事務

富山県高岡市末広町４－２６

営業及び技術 一般土木建築工事業

株式会社 北栄商会

富山県高岡市大坪町１－４－８
雇用期間の定めなし

富山県高岡市上四屋３－１３
雇用期間の定めなし

職  種

工場内作業員(自動研磨機オペレーション) その他の金属製品製造業

株式会社 研磨ックス
富山県高岡市能町１９６２番地

雇用期間の定めなし

12

1

2

3

10

11

土木工・造園工 土木工事業

株式会社 伏木造園
富山県高岡市伏木矢田８６

配送 化学製品卸売業

響産業 株式会社

雇用期間の定めなし

歯科衛生士 歯科診療所

かわふち歯科医院

富山県高岡市荻布３４３ー１

雇用期間の定めなし

株式会社 北栄商会

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

綱・網・レース・繊維粗製品製造業

日東製網株式会社 高岡事業所
富山県高岡市内免２丁目４番１号

雇用期間の定めなし
富山県射水市戸破３８６４番地１

経理･総務

看護師(正･准)【丹保病院】≪２交替制≫

富山県高岡市大坪町１－１－３
雇用期間の定めなし

表面処理鋼材製造業

三光鍍金工業 株式会社

土木工･造園工 土木工事業

株式会社 伏木造園
富山県高岡市伏木矢田８６

その他の専門サービス業

株式会社 ニチイ学館 高岡支店
富山県高岡市あわら町１－１ 高岡市農協会館６Ｆ

歯科助手 歯科診療所

ふじい歯科医院

雇用期間の定めなし

富山県高岡市五十里１９２４－２
雇用期間の定めなし

獣医業

株式会社 みさき動物病院

一般土木建築工事業

株式会社 狩野建設
富山県高岡市守護町２丁目９－３４

土木現場工程管理 一般土木建築工事業

株式会社 狩野建設

雇用期間の定めなし

油槽所オペレーター(石油コンビナート業務) 一般貨物自動車運送業

株式会社ヨウコー 伏木事業所

雇用期間の定めなし

富山県高岡市守護町２丁目９－３４

現場作業員 一般土木建築工事業

株式会社 狩野建設
富山県高岡市守護町２丁目９－３４

雇用期間の定めなし

建設用・建築用金属製品製造業

株式会社 フジエー
富山県高岡市四日市１２３番地８ 四日市工業団地内

雇用期間の定めなし

総務事務(財務･労務･庶務) 鉄道車両・同部分品製造業

鉄道機器 株式会社 富山工場
富山県高岡市福岡町下蓑１１５１ 雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

5

7

8

9

14

15

23

18

13

雇用期間の定めなし

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

事業所名

事業所所在地

職  種

44歳以下 1人 日他 (1)8時30分～18時00分 200,000円～250,000円 11
正社員 その他 3

0766-36-1234 実費支給（上限あり） 13 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 月額　10,000円まで 16020- 3709701
不 問 2人 日祝他 (1)8時30分～16時45分 184,800円～215,400円 38

正社員 その他 36
0766-21-6061 実費支給（上限あり） 70 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　11,500円まで 16020- 3712301
不 問 2人 他 180,000円～270,000円 11

正社員 毎　週 6
0766-56-4565 実費支給（上限あり） 45 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 9時00分～8時59分の間の8時間程度 月額　10,000円まで 16020- 3715101
不 問 2人 他 180,000円～270,000円 10

正社員 毎　週 7
0766-56-4565 実費支給（上限あり） 45 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 9時00分～8時59分の間の8時間程度 月額　10,000円まで 16020- 3716401
不 問 1人 日他 (1)7時00分～16時30分 220,000円～250,000円 3

正社員 その他 0
0766-24-2203 なし 12 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 3719201
不 問 1人 日祝他 (1)8時10分～17時10分 190,000円～190,000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- 3721301
35歳以下 1人 日他 (1)8時15分～17時30分 200,000円～250,000円 32

正社員 その他 14
0766-84-2011 実費支給（上限あり） 33 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　10,000円まで 16020- 3726701
不 問 3人 他 (1)7時00分～16時00分 200,000円～250,000円 57

正社員 その他 (2)5時30分～14時30分 31
0766-36-1111 (3)9時00分～18時00分 実費支給（上限なし） 57 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 3729501
59歳以下 1人 日祝他 (1)8時00分～17時00分 185,750円～205,750円 26

正社員 その他 8
0766-63-6800 実費支給（上限あり） 31 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 月額　16,100円まで 16020- 3775701
59歳以下 1人 日祝他 (1)8時00分～17時00分 185,750円～225,750円 26

正社員 その他 8
0766-63-6800 実費支給（上限あり） 31 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 月額　16,100円まで 16020- 3777201
不 問 3人 日他 (1)8時00分～17時00分 138,000円～345,000円 5

正社員 その他 (2)8時00分～16時00分 1
0766-31-3326 実費支給（上限なし） 6 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 3668601
不 問 3人 日他 (1)8時00分～17時00分 161,000円～345,000円 5

正社員 その他 (2)8時00分～16時00分 1
0766-31-3326 実費支給（上限なし） 6 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 3669901
不 問 3人 日他 (1)8時00分～17時00分 138,000円～300,000円 5

正社員 その他 (2)8時00分～16時00分 1
0766-31-3326 実費支給（上限なし） 6 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 3670701
不 問 1人 水他 (1)10時00分～19時00分 215,554円～329,759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- 3671801
不 問 3人 日他 (1)8時00分～17時00分 250,000円～500,000円 5

正社員 その他 (2)8時00分～16時00分 1
0766-31-3326 実費支給（上限なし） 6 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 3672201
不 問 1人 日祝他 (1)8時00分～17時00分 243,700円～287,100円 8

正社員 その他 1
0766-25-2237 実費支給（上限あり） 8 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　5,000円まで 16020- 3675301
不 問 2人 他 (1)8時45分～17時30分 235,000円～285,000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- 3677901
不 問 2人 他 (1)8時45分～17時30分 235,000円～285,000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- 3678101
30歳以下 1人 日祝他 (1)8時00分～17時00分 145,000円～220,000円 76

正社員 その他 20
0766-22-4545 実費支給（上限あり） 76 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 月額　11,000円まで 16020- 3683301
不 問 1人 他 (1)7時00分～16時00分 176,000円～186,000円 20

正社員 毎　週 (2)8時30分～17時30分 12
0766-62-0088 (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- 3685901
40歳以下 1人 日祝他 (1)8時30分～17時30分 200,000円～270,000円 9

正社員 毎　週 (2)7時30分～16時30分 2
0766-29-2051 実費支給（上限あり） 3074 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　30,000円まで 16020- 3687401
40歳以下 1人 日祝他 (1)8時30分～17時30分 200,000円～270,000円 9

正社員 毎　週 (2)7時30分～16時30分 2
0766-29-2051 実費支給（上限あり） 3074 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　30,000円まで 16020- 3688701
44歳以下 1人 日祝他 (1)8時30分～17時00分 160,000円～230,000円 1

正社員 その他 1
0766-92-4122 実費支給（上限あり） 1 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　15,000円まで 16020- 3689801
不 問 1人 日祝 (1)8時30分～17時30分 170,000円～230,000円 2

正社員 その他 2
0766-50-8384 実費支給（上限なし） 2 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 3616301
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保育教諭(正職員)

配送、修理

入出荷作業員 家具・建具・じゅう器等卸売業

株式会社キョーエー
富山県高岡市若杉８５

雇用期間の定めなし

児童福祉事業

社会福祉法人 高陵児童福祉会 定塚保育園
富山県高岡市東中川町１０－１５

雇用期間の定めなし

コンビニエンスストア社員(高岡中曽根店) その他の各種商品小売業

ファミリーマート 射水太閤山店
富山県射水市黒河４７３６－２

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

コンビニエンスストア社員(高岡大坪三丁目店) その他の各種商品小売業

ファミリーマート 射水太閤山店
富山県射水市黒河４７３６－２

機械器具小売業

金剛産業株式会社 高岡営業所
富山県高岡市上四屋３－３８

配達 建設用・建築用金属製品製造業

有限会社 ナカシマ

雇用期間の定めなし

予約･スタート管理業務(正社員) スポーツ施設提供業

御坊山観光開発株式会社 『高岡カントリー倶楽部』
富山県高岡市中田字中田御坊山８７６

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土屋６８５－１

金属塗装 表面処理鋼材製造業

協伸静塗 株式会社
富山県高岡市吉久１－３５２－２

雇用期間の定めなし

非鉄金属素形材製造業

株式会社 高田製作所
富山県高岡市戸出栄町５４－７

アルミ･真鍮製品の仕上げ加工 非鉄金属素形材製造業

株式会社 高田製作所

雇用期間の定めなし

コーキング･防水工 大工工事業

株式会社 大和興業

一般事務及び製品検品梱包作業

富山県高岡市福岡町舞谷１２６５

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

富山県高岡市戸出栄町５４－７

建築塗装工(見習可) 大工工事業

株式会社 大和興業
富山県高岡市福岡町舞谷１２６５

雇用期間の定めなし

富山県高岡市下伏間江３８３ イオンモール高岡２階

足場組立 大工工事業

株式会社 大和興業
富山県高岡市福岡町舞谷１２６５

雇用期間の定めなし

大工工事業

株式会社 大和興業
富山県高岡市福岡町舞谷１２６５

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

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

現場作業員

富山県高岡市野村１１６９

舞台照明技術者、舞台音響技術者 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

雇用期間の定めなし

ダンプ運転手(１０ｔ車) 一般貨物自動車運送業

株式会社 橋口興業
富山県高岡市二塚７０８

音響設備工事、弱電技術者 その他の専門サービス業

株式会社 アートエレクトロン

雇用期間の定めなし

介護職 一般診療所

医療法人社団 昂尚会
富山県高岡市戸出町３－１９－５０

雇用期間の定めなし

事務職(営業部) 化学製品卸売業

第一物産 株式会社
富山県高岡市宮田町９－１６

雇用期間の定めなし

建設土木機械整備職 産業用機械器具賃貸業

株式会社 レンタルのニッケン 高岡営業所
富山県高岡市能町８２８－１８

建設関連等で使用するレンタル品の営業･内勤･フロント業務 産業用機械器具賃貸業

株式会社 レンタルのニッケン 高岡営業所

雇用期間の定めなし

富山県高岡市能町８２８－１８

機械･装置の設計･製造･販売 その他の生産用機械・同部分品製
造業株式会社ＳＫＹ

富山県高岡市木津３５９－１

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

会計事務 公認会計士事務所，税理士事務所

高山邦夫税理士事務所

雇用期間の定めなし

68

55

56

57

58

59

64

62

63

富山県高岡市京田２５０－３

65
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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

事業所名

事業所所在地

職  種

59歳以下 1人 他 (1)9時00分～18時00分 162,000円～162,000円 6
正社員 その他 2

052-221-8461 実費支給（上限あり） 300 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 月額　20,000円まで 23020-20783801
不 問 1人 他 249,400円～275,200円 0

有期雇用派遣労働者 毎　週 0
03-6272-5239 実費支給（上限あり） 522 雇用・労災・健康・厚生

派遣 高岡市 10時00分～21時00分の間の8時間程度 月額　10,000円まで 13070-22833901
59歳以下 5人 他 (1)10時00分～19時00分 220,000円～350,000円 285

正社員 毎　週 (2)13時00分～22時00分 181
03-5725-7532 (3)20時00分～5時00分 実費支給（上限あり） 13546 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 9時00分～8時59分の間の8時間程度 月額　30,000円まで 13070-21715301
不 問 1人 土日祝 (1)8時30分～17時30分 212,800円～239,400円 35

正社員 その他 9
076-432-1511 実費支給（上限あり） 86 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　17,000円まで 16010- 6628701

自動車賃貸業

ジャパンレンタカー 株式会社
愛知県名古屋市中区栄１丁目２５－７

スマホ販売スタッフ※未経験歓迎！正社員登用有 労働者派遣業

株式会社フェローズ
東京都渋谷区初台１－４７－３ 小田急初台ビル７階

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

74

75

富山県富山市上赤江町１丁目４－３０
雇用期間の定めなし

３１０売場責任者･売場責任者候補スタッフ 高岡店 その他の各種商品小売業

株式会社ドン･キホーテ
東京都目黒区青葉台２－１９－１０

配達員(エムテーランチ高岡事業所) 各種食料品小売業

株式会社 エムテーランチ

雇用期間の定めなし

76

73

整備スタッフ／高岡店
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