
【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

59歳以下 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- 7497101
59歳以下 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- 7498401
59歳以下 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- 7499701
59歳以下 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- 7500601
59歳以下 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- 7501901
不 問 1人 日祝他 (1)8時00分～17時00分 253,000円～286,000円 9

正社員 その他 1
0766-22-1010 実費支給（上限あり） 9 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　25,000円まで 16020- 7502101
59歳以下 1人 日祝他 (1)8時00分～17時00分 245,000円～295,000円 11

正社員 その他 1
0766-24-0188 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- 7504701
59歳以下 2人 日祝他 (1)8時00分～17時00分 185,000円～260,000円 11

正社員 その他 1
0766-24-0188 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- 7506201
18歳～59歳 1人 他 (1)7時00分～16時00分 205,000円～224,000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） 7526 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　50,000円まで 16020- 7507501
不 問 1人 日祝他 (1)8時00分～17時00分 152,640円～152,640円 9

正社員以外 その他 7
0766-21-4222 なし 69 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 7520701
不 問 1人 日祝他 (1)8時00分～17時00分 152,640円～152,640円 9

正社員以外 その他 7
0766-21-4222 なし 69 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 7521801
不 問 2人 土日祝 (1)8時30分～17時30分 147,784円～162,400円 451

正社員以外 毎　週 360
0766-21-0570 実費支給（上限あり） 451 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　27,100円まで 16020- 7525301
59歳以下 1人 日他 (1)8時30分～17時30分 209,850円～214,850円 47

正社員 毎　週 (2)9時00分～18時00分 43
0766-29-2887 実費支給（上限あり） 95094 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　50,000円まで 16020- 7528101
59歳以下 1人 日他 (1)8時30分～17時30分 209,850円～214,850円 62

正社員 毎　週 (2)9時00分～18時00分 55
0766-29-2887 実費支給（上限あり） 95094 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　50,000円まで 16020- 7530201
不 問 1人 火水他 (1)9時00分～20時00分 180,000円～250,000円 7

正社員 毎　週 5
0766-24-3106 なし 7 雇用・労災

高岡市 16020- 7532001
59歳以下 1人 他 180,000円～180,000円 5

正社員 その他 3
0766-24-4580 実費支給（上限あり） 14 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 9時30分～20時00分の間の8時間程度 月額　5,000円まで 16020- 7533301
44歳以下 1人 日祝他 (1)8時30分～17時30分 170,000円～220,000円 11

正社員 その他 2
0766-24-8804 実費支給（上限あり） 11 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 月額　15,000円まで 16020- 7537401
59歳以下 2人 日祝他 (1)8時30分～17時30分 200,000円～270,000円 11

正社員 その他 2
0766-24-8804 実費支給（上限あり） 11 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 月額　15,000円まで 16020- 7538701
不 問 1人 土日祝他 (1)8時45分～17時00分 410,000円～830,000円 8

正社員 毎　週 4
0766-22-7731 実費支給（上限あり） 8 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　10,000円まで 16020- 7541601
18歳以上 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 292 雇用・労災・健康・厚生

請負 高岡市 日額　300円まで 16020- 7465701
40歳以下 1人 日祝他 (1)8時30分～17時30分 180,000円～234,000円 40

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- 7466801

雇用期間の定めなし

電気工事施工管理 電気工事業

フジサワ電機 株式会社

富山県高岡市長江９２

富山県高岡市佐野字善津島１２１０－４ 雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

富山県高岡市熊野町１－３５
雇用期間の定めなし

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

病院

富山県済生会高岡病院
富山県高岡市二塚３８７－１

介護支援専門員(主任)【ニチイケアセンター高岡】
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事業所名

事業所所在地

電気工事 電気工事業

フジサワ電機 株式会社
富山県高岡市熊野町１－３５

介護リーダー(高齢者グループホーム) 老人福祉・介護事業

13

加工場軽作業

富山県高岡市福岡町土屋２０

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２０

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

現場作業員 一般土木建築工事業

第一建設 株式会社
富山県高岡市木津１３６３－１

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

雇用期間の定めなし

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)

雇用期間の定めなし

職  種

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

12

1

2

3

4

10

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

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

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

加工場軽作業 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 雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

富山県高岡市美幸町１丁目４番４７号

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

富山県高岡市あわら町１－１ 高岡市農協会館６Ｆ

介護支援専門員(主任)【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

医師事務作業補助者(嘱託)

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

自動車小売業

株式会社 ホクジー
富山県高岡市石瀬８３７－１

調理人 食堂，レストラン

レストラン オータニ
富山県高岡市宝町３－４

レジ、品出し、発注(酒のハッスル) 各種食料品小売業

有限会社 リカーフーズおおの

事務

自動車小売業

株式会社 ホクジー
富山県高岡市石瀬８３７－１

雇用期間の定めなし

警備業

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

税務会計 公認会計士事務所，税理士事務所

税理士法人 富山合同会計
富山県高岡市五福町６－１３

自動車電装品の整備

警備スタッフ(日勤のみ)

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

配送(包装資材等の固定客等への配送、倉庫管理)

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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【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

35歳以下 1人 日祝他 (1)8時40分～17時10分 223,000円～423,000円 16
正社員 その他 (2)8時40分～12時30分 9

0766-29-1600 実費支給（上限あり） 16 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　15,000円まで 16020- 7469001
35歳以下 1人 日祝他 (1)8時40分～17時10分 183,000円～323,000円 16

正社員 その他 (2)8時40分～12時30分 9
0766-29-1600 実費支給（上限あり） 16 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　15,000円まで 16020- 7470901
40歳以下 1人 日祝他 (1)8時30分～17時00分 152,705円～178,164円 6

正社員 その他 1
0766-31-4626 実費支給（上限あり） 6 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　10,500円まで 16020- 7473701
40歳以下 1人 日祝他 (1)8時30分～17時00分 160,344円～264,000円 6

正社員 その他 1
0766-31-4626 実費支給（上限あり） 6 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　10,500円まで 16020- 7474801
59歳以下 1人 日祝他 (1)8時30分～17時00分 160,344円～252,120円 6

正社員 その他 1
0766-31-4626 実費支給（上限あり） 6 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　10,500円まで 16020- 7475201
59歳以下 1人 日祝他 (1)8時30分～17時00分 160,344円～252,120円 6

正社員 その他 1
0766-31-4626 実費支給（上限あり） 6 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　10,500円まで 16020- 7476501
59歳以下 1人 月日 (1)8時30分～17時30分 240,000円～320,000円 23

正社員 毎　週 (2)9時00分～18時00分 17
0766-29-1200 (3)9時30分～18時30分 実費支給（上限あり） 23 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　8,000円まで 16020- 7479601
不 問 1人 他 (1)7時30分～16時30分 227,000円～277,000円 91

正社員 毎　週 (2)9時00分～18時00分 55
0766-53-5665 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- 7488901
35歳以下 1人 日祝他 (1)8時00分～17時00分 185,000円～285,000円 24

正社員 その他 5
0766-21-2366 実費支給（上限あり） 24 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 月額　20,000円まで 16020- 7489101
40歳以下 1人 日祝他 (1)8時00分～17時00分 190,000円～290,000円 24

正社員 その他 5
0766-21-2366 実費支給（上限あり） 24 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 月額　20,000円まで 16020- 7490801
44歳以下 1人 日祝他 (1)8時15分～17時00分 170,000円～240,000円 30

正社員 その他 6
0766-22-8505 実費支給（上限あり） 30 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　10,000円まで 16020- 7492501
44歳以下 1人 日祝他 (1)8時15分～17時00分 155,000円～180,000円 30

正社員 その他 6
0766-22-8505 実費支給（上限あり） 30 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　10,000円まで 16020- 7493001
44歳以下 1人 日祝他 (1)8時15分～17時00分 170,000円～240,000円 30

正社員 その他 6
0766-22-8505 実費支給（上限あり） 30 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　10,000円まで 16020- 7494301
18歳以上 3人 他 (1)8時00分～17時00分 172,000円～197,800円 100

正社員 その他 9
0766-29-1320 実費支給（上限なし） 260 雇用・労災・健康・厚生

請負 高岡市 16020- 7495601
不 問 1人 土日祝他 (1)8時00分～17時00分 190,000円～225,000円 60

正社員 毎　週 6
0766-24-7779 実費支給（上限あり） 60 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 月額　10,000円まで 16020- 7429301
40歳以下 1人 日祝他 (1)8時30分～17時30分 200,000円～380,000円 4

正社員 その他 1
0766-29-0620 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- 7433801
不 問 1人 他 (1)9時00分～18時00分 154,800円～206,400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 11時00分～20時00分の間の8時間程度 月額　16,980円まで 16020- 7436001
59歳以下 2人 他 (1)7時00分～15時45分 174,600円～228,100円 141

正社員 毎　週 (2)10時00分～18時45分 124
0766-31-4567 (3)13時30分～22時15分 実費支給（上限あり） 222 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　11,000円まで 16020- 7438601
18歳以上 1人 他 (1)16時00分～10時00分 173,000円～207,600円 137

正社員以外 毎　週 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- 7440701
59歳以下 1人 他 (1)8時30分～17時15分 181,600円～251,600円 141

正社員 その他 124
0766-31-4567 実費支給（上限あり） 222 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　11,000円まで 16020- 7441801

富山県高岡市末広町１番８号ウイング･ウイング高岡５Ｆ
雇用期間の定めなし

富山県高岡市福岡町赤丸１０１４－７
雇用期間の定めなし

金型の調整･組立及び最終検査担当

建設用・建築用金属製品製造業

有限会社 西保製作所
富山県高岡市波岡２９４

建材製品の養生･包装 建設用・建築用金属製品製造業

有限会社 西保製作所

雇用期間の定めなし

警備スタッフ 警備業

ＫＹＯＤＯＵ株式会社

機械板金工

富山県高岡市問屋町２１９番地

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

富山県高岡市波岡２９４

機械板金オペレーター(ＣＡＤ、ＣＡＭ) 建設用・建築用金属製品製造業

有限会社 西保製作所
富山県高岡市波岡２９４
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47

42

43

44

48

49

50

45

38

39

他に分類されない卸売業

ホクセイプロダクツ株式会社

雇用期間の定めなし

営業職 他に分類されない卸売業

ホクセイプロダクツ株式会社
富山県高岡市末広町１番８号ウイング･ウイング高岡５Ｆ

営業事務

事務 金属素形材製品製造業

三英工業 株式会社

三次元ＣＡＭ金型加工担当 金属素形材製品製造業

三英工業 株式会社

雇用期間の定めなし

富山県高岡市福岡町赤丸１０１４－７

開発設計 金属素形材製品製造業

三英工業 株式会社
富山県高岡市福岡町赤丸１０１４－７

雇用期間の定めなし

金属素形材製品製造業

三英工業 株式会社
富山県高岡市福岡町赤丸１０１４－７

看護師 病院

医療法人社団 研医会 高岡駅南クリニック

雇用期間の定めなし

富山県高岡市駅南３－１－８
雇用期間の定めなし

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

管工事作業 建築材料卸売業

北陸レジン工業 株式会社

雇用期間の定めなし

看護職員

雇用期間の定めなし

富山県高岡市北島３８６番地

営業員(管工事関係) 建築材料卸売業

北陸レジン工業 株式会社
富山県高岡市北島３８６番地

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

地場運転手(４ｔウイング車) 一般貨物自動車運送業

三尚運輸 株式会社

営業事務 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

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

富山県高岡市佐加野３５４番地２

現場管理 その他の職別工事業

有限会社 ポラリス工房
富山県高岡市能町南１丁目７６番地

雇用期間の定めなし

老人福祉・介護事業

社会福祉法人 福鳳会
富山県高岡市蔵野町３番地

ホテルフロント業務(夜勤) 旅館，ホテル

株式会社 ホテルニューオータニ高岡

雇用期間の定めなし

介護職員【特別養護老人ホーム鳳鳴苑】

雇用期間の定めなし

富山県高岡市新横町１番地

看護職(特別養護老人ホーム鳳鳴苑) 老人福祉・介護事業

社会福祉法人 福鳳会
富山県高岡市蔵野町３番地

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

28

29

31

51

52

40
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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

61歳以下 1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） 15 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 日額　1,100円まで 16020- 7444001
61歳以下 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） 15 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 日額　1,100円まで 16020- 7445301
61歳以下 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） 15 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 日額　1,100円まで 16020- 7446601
61歳以下 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） 15 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 日額　1,100円まで 16020- 7447901
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- 7450201
不 問 1人 他 (1)9時30分～20時00分 170,000円～300,000円 3

正社員 その他 (2)9時30分～13時00分 3
0766-75-0135 (3)9時30分～18時00分 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- 7451501
18歳以上 1人 他 (1)8時30分～17時30分 150,000円～185,000円 25

正社員 その他 (2)9時30分～18時30分 22
0766-44-1453 (3)17時30分～8時30分 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- 7454601
不 問 1人 他 (1)7時00分～16時00分 170,000円～206,000円 10

正社員 その他 (2)8時00分～17時30分 10
0766-54-5925 (3)10時00分～19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- 7459801
不 問 1人 他 (1)7時00分～16時00分 188,000円～246,000円 10

正社員 その他 (2)8時30分～17時30分 10
0766-54-5925 (3)10時00分～19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- 7460301
59歳以下 1人 他 (1)8時30分～17時00分 178,000円～295,000円 94

正社員 その他 (2)12時30分～21時00分 72
0766-64-3535 (3)16時30分～9時00分 実費支給（上限あり） 322 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　16,000円まで 16020- 7463101
59歳以下 1人 他 (1)7時00分～15時30分 158,000円～195,000円 94

正社員 その他 (2)10時15分～18時45分 72
0766-64-3535 (3)16時30分～9時00分 実費支給（上限あり） 322 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　16,000円まで 16020- 7464401
不 問 1人 他 (1)7時00分～16時00分 160,000円～250,000円 57

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

高岡市 16020- 7390901
18歳～59歳 1人 他 (1)8時30分～17時15分 134,800円～154,300円 6

正社員 毎　週 (2)18時00分～9時00分 3
0766-31-4100 実費支給（上限あり） 41 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　25,000円まで 16020- 7392401
不 問 1人 他 (1)8時00分～17時00分 146,000円～194,000円 26

正社員以外 毎　週 (2)9時00分～18時00分 18
0766-62-0010 実費支給（上限あり） 260 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 月額　50,000円まで 16020- 7395201
61歳以下 1人 他 (1)6時30分～15時30分 178,400円～222,800円 15

正社員 毎　週 (2)8時00分～17時00分 13
0766-62-0010 (3)9時00分～18時00分 実費支給（上限あり） 260 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 月額　50,000円まで 16020- 7396501
不 問 1人 他 (1)8時00分～17時00分 150,000円～192,000円 15

正社員以外 その他 (2)9時00分～18時00分 11
0766-62-0010 実費支給（上限あり） 260 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 月額　50,000円まで 16020- 7397001
61歳以下 1人 他 (1)7時00分～16時00分 173,400円～222,800円 15

正社員 その他 (2)8時00分～17時00分 11
0766-62-0010 (3)10時00分～19時00分 実費支給（上限あり） 260 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 月額　50,000円まで 16020- 7398301
61歳以下 1人 他 (1)8時30分～17時30分 226,600円～254,600円 50

正社員 毎　週 35
0766-62-0010 実費支給（上限あり） 260 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 月額　50,000円まで 16020- 7400501
59歳以下 1人 日祝他 (1)8時30分～17時30分 205,000円～380,000円 43

正社員 その他 9
0766-84-5677 実費支給（上限あり） 43 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 月額　14,000円まで 16020- 7402301
59歳以下 2人 日祝他 (1)8時30分～17時30分 185,000円～350,000円 43

正社員 その他 9
0766-84-5677 実費支給（上限あり） 43 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 月額　14,000円まで 16020- 7403601
不 問 1人 日祝他 (1)8時05分～17時00分 207,000円～276,000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　6,000円まで 16020- 7415401

60

78

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

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

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

雇用期間の定めなし

カメラマン(男女)･映像技術者

獣医師 獣医業

ますだ動物病院

雇用期間の定めなし

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

富山県高岡市伏木矢田上町２０１番地１０
雇用期間の定めなし

受付兼診察補助 獣医業

ますだ動物病院
富山県高岡市中曽根３５２－３

高齢者介護全般 老人福祉・介護事業

株式会社 こふの希

雇用期間の定めなし

老人福祉・介護事業

株式会社 アシストケア
富山県高岡市大野１７２

訪問介護員(サービス提供責任者) 老人福祉・介護事業

株式会社 アシストケア

雇用期間の定めなし

富山県高岡市大野１７２

看護師 病院

医療法人社団志貴野会 サンバリ－福岡病院
富山県高岡市福岡町大野 １５０

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

介護職員 病院

医療法人社団志貴野会 サンバリ－福岡病院

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』

雇用期間の定めなし

富山県高岡市中田字中田御坊山８７６

支援員 その他の社会保険・社会福祉・介
護事業社会福祉法人 手をつなぐ高岡

富山県高岡市立野２４１２

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

雇用期間の定めなし

介護職員【だいごデイサービスセンター･清水館】(準職員) 老人福祉・介護事業

社会福祉法人 戸出福祉会
富山県高岡市醍醐１２５７番地

介護職員(正職員)【だいご清水館：小規模多機能】 老人福祉・介護事業

社会福祉法人 戸出福祉会

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

老人福祉・介護事業

社会福祉法人 戸出福祉会
富山県高岡市醍醐１２５７番地

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

介護業務(正規職員)【中田館】 老人福祉・介護事業

社会福祉法人 戸出福祉会

老人福祉・介護事業

社会福祉法人 戸出福祉会

雇用期間の定めなし

富山県高岡市醍醐１２５７番地

営業 その他のプラスチック製品製造業

株式会社 カイスイマレン
富山県高岡市吉久１－２－４８

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

富山県高岡市醍醐１２５７番地

設計、開発 その他のプラスチック製品製造業

株式会社 カイスイマレン
富山県高岡市吉久１－２－４８

雇用期間の定めなし

機械工 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

富山県高岡市醍醐１２５７番地

主任介護支援専門員

65

66

67

68

54

74

75

69

70

55

56

57

59

71

72

73

介護業務(準職員)【中田館】

富山県高岡市福岡町大野 １５０

浴場清掃及び営繕管理(契約社員)

介護職員

富山県高岡市中曽根３５２－３

富山県高岡市野村１１６９

舞台照明技術者、舞台音響技術者

64

61

63
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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

不 問 1人 日祝他 (1)8時05分～17時00分 207,000円～276,000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　6,000円まで 16020- 7416701
不 問 1人 日祝他 (1)8時05分～17時00分 195,500円～276,000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　6,000円まで 16020- 7417801
不 問 2人 他 (1)8時00分～17時00分 175,000円～220,000円 20

正社員 その他 (2)9時00分～18時00分 16
0766-54-0732 (3)20時00分～6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　5,000円まで 16020- 7419501
40歳以下 1人 日祝他 (1)8時30分～17時30分 180,000円～300,000円 4

正社員 その他 2
0766-29-2580 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- 7422101
40歳以下 1人 日祝他 (1)8時30分～17時30分 180,000円～300,000円 4

正社員 その他 2
0766-29-2580 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- 7423401
不 問 2人 日祝他 (1)8時00分～17時00分 300,000円～350,000円 13

正社員 その他 4
0766-22-3125 実費支給（上限あり） 16 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 月額　10,000円まで 16020- 7424701
59歳以下 3人 日他 (1)7時30分～16時30分 238,800円～284,000円 15

正社員 毎　週 (2)8時00分～17時00分 15
0766-23-9080 (3)8時30分～17時30分 実費支給（上限あり） 15 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　6,600円まで 16020- 7320501
59歳以下 1人 日他 (1)7時30分～16時30分 165,000円～190,000円 15

正社員 毎　週 (2)8時00分～17時00分 15
0766-23-9080 (3)8時30分～17時30分 実費支給（上限あり） 15 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　6,600円まで 16020- 7321001
不 問 1人 日祝他 (1)8時00分～17時00分 190,000円～300,000円 0

正社員 毎　週 0
090-2379-5405 実費支給（上限あり） 0 労災

高岡市 月額　15,000円まで 16020- 7324901
59歳以下 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） 79 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 7325101
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） 79 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 7327701
不 問 1人 日祝他 (1)9時00分～17時30分 200,000円～300,000円 5

正社員 その他 1
0766-50-8212 実費支給（上限なし） 5 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 7337801
不 問 1人 日祝他 (1)8時30分～17時00分 151,800円～175,950円 47

正社員 その他 44
0766-21-1184 実費支給（上限あり） 47 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　10,000円まで 16020- 7338201
62歳以下 1人 日他 (1)8時30分～17時30分 175,000円～265,000円 25

正社員 毎　週 19
0766-29-1212 実費支給（上限あり） 142 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　16,000円まで 16020- 7339501
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- 7344701
59歳以下 1人 日祝他 (1)8時30分～18時00分 170,000円～210,000円 7

正社員 その他 (2)8時30分～13時00分 6
0766-25-3811 実費支給（上限あり） 7 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　15,000円まで 16020- 7346201
59歳以下 1人 日祝他 (1)8時00分～17時00分 260,000円～350,000円 18

正社員 その他 4
0766-30-0386 実費支給（上限なし） 20 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 7349301
不 問 2人 日祝他 (1)8時30分～17時00分 300,000円～500,000円 14

正社員 その他 4
0766-63-6351 なし 15 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 7353801
不 問 2人 日祝他 (1)8時30分～17時00分 300,000円～500,000円 14

正社員 その他 4
0766-63-6351 なし 15 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 7354201
39歳以下 2人 日祝他 (1)8時30分～17時00分 214,500円～350,000円 14

正社員 その他 4
0766-63-6351 なし 15 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 7355501
不 問 1人 日祝他 (1)8時30分～17時00分 300,000円～500,000円 14

正社員 その他 4
0766-63-6351 なし 15 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 7356001
59歳以下 1人 日祝他 (1)10時00分～19時00分 148,000円～198,000円 4

正社員 その他 (2)8時00分～17時00分 3
0766-25-0753 実費支給（上限あり） 45 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　5,000円まで 16020- 7357301

96

97

98

99

100

101

102

103

管理職 管工事業

竹澤工業 株式会社
富山県高岡市戸出町２丁目２６５７－１

雇用期間の定めなし

児童指導員 障害者福祉事業

株式会社 和
富山県高岡市駅南２丁目３番５号 坂本ビル

雇用期間の定めなし

現場管理(管工事) 管工事業

竹澤工業 株式会社
富山県高岡市戸出町２丁目２６５７－１

雇用期間の定めなし

配管工 管工事業

竹澤工業 株式会社
富山県高岡市戸出町２丁目２６５７－１

雇用期間の定めなし

土木工事施工管理 土木工事業

株式会社 レクティオ
富山県高岡市荒屋敷６０１－２

雇用期間の定めなし

現場管理(土木) 管工事業

竹澤工業 株式会社
富山県高岡市戸出町２丁目２６５７－１

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

医療事務 一般診療所

森胃腸科内科外科クリニック
富山県高岡市丸の内８番１号

雇用期間の定めなし

富山県高岡市鷲北新１７１番地
雇用期間の定めなし

布団の検品･縫製･出荷 その他の繊維製品製造業

株式会社 ランドマーク
富山県高岡市岩坪２３－４

雇用期間の定めなし

看護職員(アネックス) 老人福祉・介護事業

社会福祉法人 あかね会 あさひ苑アネックス

94

95

87

88

89

90

79

80

自動車整備業

クボタ自動車

溶接･組立工

老人福祉・介護事業

株式会社 ＹＵＳＩＮ
富山県高岡市明野町６－１

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

ビル建材のＣＡＤ及びＮＣプログラム 建設用・建築用金属製品製造業

株式会社 フジエー

雇用期間の定めなし

白石電機 株式会社

自動車小売業

四ツ葉オート販売 株式会社

他に分類されない小売業

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

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

雇用期間の定めなし

その他の社会保険・社会福祉・介
護事業有限会社 わか木

富山県高岡市波岡６１－１
雇用期間の定めなし

電気工事

雇用期間の定めなし

富山県高岡市和田１１６９－３

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

富山県高岡市四日市１２３番地８ 四日市工業団地内

介護職員(樹楽 高岡)

自動車整備士

電気工事業

自動車整備業

クボタ自動車
富山県高岡市和田１１６９－３

建築設備現場管理 管工事業

幸塚汽力工業 株式会社

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

自動車鈑金･塗装工

販売･サービス

技術職(電気工事)

介護職員

富山県高岡市中川上町１０番１４号

81

有限会社 わか木
富山県高岡市波岡６１－１

富山県高岡市福岡町福岡新３００

ａｕショップスタッフ

86

82

83

看護師(訪問看護事業)

84

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

その他の社会保険・社会福祉・介
護事業

93
富山県高岡市佐野３４４－３
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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

62歳以下 5人 他 (1)7時00分～16時00分 157,000円～187,000円 86
正社員 その他 (2)13時00分～22時00分 68

0766-24-8800 (3)22時00分～7時00分 実費支給（上限あり） 142 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 10時00分～20時30分の間の8時間 月額　16,000円まで 16020- 7362201
59歳以下 2人 日祝他 (1)8時30分～17時30分 250,000円～350,000円 22

正社員 その他 6
0766-21-6126 実費支給（上限あり） 30 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 月額　10,000円まで 16020- 7365301
44歳以下 1人 土日祝 (1)8時30分～17時30分 186,000円～300,000円 22

正社員 毎　週 6
0766-21-6126 実費支給（上限あり） 30 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 月額　10,000円まで 16020- 7366601
59歳以下 1人 土日祝 (1)8時30分～17時30分 183,000円～300,000円 22

正社員 毎　週 6
0766-21-6126 実費支給（上限あり） 30 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 月額　10,000円まで 16020- 7367901
59歳以下 2人 日祝他 (1)8時30分～17時30分 250,000円～300,000円 22

正社員 その他 6
0766-21-6126 実費支給（上限あり） 30 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 月額　10,000円まで 16020- 7368101
59歳以下 2人 日祝他 (1)8時30分～17時30分 250,000円～350,000円 22

正社員 その他 6
0766-21-6126 実費支給（上限あり） 30 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 月額　10,000円まで 16020- 7369401
59歳以下 1人 土日祝 (1)8時30分～17時30分 180,000円～250,000円 22

正社員 毎　週 6
0766-21-6126 実費支給（上限あり） 30 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 月額　10,000円まで 16020- 7370201
不 問 2人 土日祝他 (1)8時30分～17時00分 135,300円～151,900円 1042

正社員以外 毎　週 754
0766-21-3930 実費支給（上限あり） 1399 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　20,000円まで 16020- 7373301
59歳以下 1人 日祝他 (1)8時15分～17時30分 160,000円～210,000円 56

正社員 その他 (2)17時15分～2時30分 10
0766-28-2222 実費支給（上限なし） 60 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 7376101
18歳以上 1人 他 202,787円～202,787円 50

正社員以外 毎　週 45
0766-27-0123 実費支給（上限あり） 443 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 21時30分～9時00分の間の9時間以上 月額　10,000円まで 16020- 7425801
不 問 1人 土日祝他 (1)10時00分～19時00分 197,000円～197,000円 21

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

高岡市 13040-69658401
59歳以下 1人 他 (1)8時45分～18時00分 184,000円～193,000円 1009

正社員 その他 (2)10時45分～20時00分 594
025-371-4115 (3)12時00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　8,100円まで 15070- 9333201
59歳以下 1人 他 (1)8時45分～18時00分 184,000円～193,000円 1009

正社員 その他 (2)10時45分～20時00分 594
025-371-4115 (3)12時00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　8,100円まで 15070- 9334501
59歳以下 1人 他 (1)8時45分～18時00分 184,000円～193,000円 1009

正社員 その他 (2)10時45分～20時00分 594
025-371-4115 (3)12時00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　8,100円まで 15070- 9335001
59歳以下 2人 火他 (1)10時00分～18時00分 170,000円～200,000円 2

正社員 その他 2
076-425-7211 実費支給（上限あり） 6 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　24,500円まで 16010-13054101
59歳以下 3人 他 190,000円～350,000円 17

正社員 毎　週 10
076-443-6101 実費支給（上限あり） 105 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 11時00分～22時00分の間の8時間 月額　20,000円まで 16010-13082201
不 問 2人 他 180,000円～180,000円 13

正社員 その他 3
0763-32-1941 実費支給（上限なし） 23 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 7時00分～23時00分の間の8時間程度 16050- 3175401
不 問 1人 日他 (1)8時00分～17時00分 150,000円～250,000円 30

正社員 その他 (2)8時00分～12時00分 4
0766-24-8283 なし 30 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16060- 1197201
不 問 1人 日他 (1)8時00分～17時00分 200,000円～350,000円 30

正社員 その他 (2)8時00分～12時00分 4
0766-24-8283 なし 30 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16060- 1198501
不 問 1人 日他 (1)8時00分～17時00分 200,000円～350,000円 30

正社員 その他 (2)8時00分～12時00分 4
0766-24-8283 なし 30 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16060- 1199001

123

125

126

127

128

129

114

118

119

120

121

122

105

106

107

108

109

110

111

113

鳶工 鉄骨・鉄筋工事業

有限会社 宮下重建
富山県氷見市触坂９１７

雇用期間の定めなし

営業 鉄骨・鉄筋工事業

有限会社 宮下重建
富山県氷見市触坂９１７

雇用期間の定めなし

大型自動車･トレーラー･クローラークレーン運転手 鉄骨・鉄筋工事業

有限会社 宮下重建
富山県氷見市触坂９１７

雇用期間の定めなし

串揚げビュッフェ店のスタッフ(串家物語) 食堂，レストラン

有限会社 プライムワン
富山県富山市柳町２－３－９

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
富山県砺波市高道３３－１

雇用期間の定めなし

衣裳レンタルアドバイザー(高岡店) その他の物品賃貸業

ときめきウエディング 株式会社 スーパーときめき
富山県富山市天正寺１００６－１

雇用期間の定めなし

店舗販売職／地域正社員(ホーム社員) 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

店舗販売職／地域正社員(ホーム社員) 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

フロントナイトスタッフ 旅館，ホテル

マンテンホテル 株式会社 (高岡マンテンホテル駅前)
富山県高岡市末広町１－８ 雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

店舗販売職／地域正社員(ホーム社員) 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

直行直帰サントリーフーズ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）

建築大工 製材業，木製品製造業

株式会社 ウッディパーツ≪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

オペサポーター(看護補助者) 病院

富山県厚生農業協同組合連合会 高岡病院
富山県高岡市永楽町５番１０号 雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

土木施工管理業務 土木建築サービス業

建設技研コンサルタンツ株式会社
富山県高岡市角６０２－１

雇用期間の定めなし

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
富山県高岡市角６０２－１

雇用期間の定めなし

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
富山県高岡市角６０２－１

雇用期間の定めなし

積算業務 土木建築サービス業

建設技研コンサルタンツ株式会社
富山県高岡市角６０２－１

雇用期間の定めなし

建築施工管理業務 土木建築サービス業

建設技研コンサルタンツ株式会社
富山県高岡市角６０２－１

雇用期間の定めなし

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
富山県高岡市角６０２－１

雇用期間の定めなし

介護職員 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
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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

不 問 1人 他 (1)9時50分～19時15分 180,000円～250,000円 11
正社員 その他 8

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- 3701601
40歳以下 1人 他 (1)9時50分～19時15分 180,000円～220,000円 11

正社員 その他 8
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- 3702901
不 問 1人 日他 (1)9時00分～18時00分 200,000円～280,000円 2

正社員 毎　週 2
0761-55-5261 実費支給（上限あり） 32 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　10,000円まで 17020- 3736901
35歳以下 1人 土日祝他 (1)8時30分～17時30分 160,000円～220,000円 43

正社員 毎　週 32
052-930-5513 実費支給（上限なし） 5500 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 23010-21143801
59歳以下 2人 日祝他 (1)8時00分～17時00分 190,376円～223,150円 12

正社員 その他 1
072-854-2555 実費支給（上限あり） 65 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　10,000円まで 27130- 7963901
59歳以下 1人 日他 (1)8時30分～17時30分 227,000円～247,000円 19

正社員 その他 14
025-248-7200 実費支給（上限あり） 7500 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　50,000円まで 15010-21150701
64歳以下 1人 他 (1)9時00分～18時00分 185,000円～300,000円 8

正社員 その他 4
076-423-5860 実費支給（上限なし） 200 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市･射水市 16010-12924201
59歳以下 1人 他 (1)4時30分～14時00分 208,600円～305,200円 17

正社員以外 毎　週 11
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 16010-12968301
不 問 2人 土日祝他 (1)8時00分～17時00分 146,880円～146,880円 14

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 16010-13007201
40歳以下 1人 土日祝他 (1)9時00分～18時00分 180,000円～300,000円 3

正社員 毎　週 1
06-6455-7807 実費支給（上限あり） 10 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　30,000円まで 27020-40048601
28歳以下 1人 土日祝他 (1)8時30分～17時20分 179,000円～223,500円 3

正社員 毎　週 1
03-3272-8505 実費支給（上限なし） 86 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 13010-64579201
18歳以上 2人 他 (1)10時00分～19時00分 158,400円～228,800円 10

正社員 その他 1
058-249-5050 実費支給（上限なし） 485 雇用・労災・健康・厚生

請負 高岡市 21010-20814501
64歳以下 3人 日祝他 (1)8時00分～17時15分 163,200円～176,200円 33

正社員 その他 3
025-285-5137 実費支給（上限あり） 3450 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　50,000円まで 15010-20776101
18歳以上 10人 他 (1)8時00分～17時00分 155,520円～224,640円 25

正社員以外 その他 (2)8時00分～12時00分 1
076-411-9442 (3)13時00分～17時00分 実費支給（上限なし） 1450 雇用・労災・健康・厚生

請負 高岡市･射水市 16010-12763801
不 問 1人 他 (1)8時00分～17時00分 151,200円～172,800円 12

正社員以外 毎　週 11
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 16010-12773501
59歳以下 1人 他 (1)8時30分～17時15分 265,000円～265,000円 5

正社員 その他 1
076-442-0133 実費支給（上限あり） 280 雇用・労災・健康・厚生

請負 高岡市 月額　32,000円まで 16010-12788701
18歳～44歳 1人 他 (1)15時00分～0時00分 208,300円～321,000円 16

正社員 その他 (2)18時00分～23時00分 9
0422-36-6788 (3)20時00分～5時00分 実費支給（上限あり） 21981 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 月額　50,000円まで 13170-21207301
35歳以下 20人 他 (1)7時00分～16時00分 158,000円～270,000円 95

正社員 その他 (2)8時00分～17時00分 75
076-421-1500 (3)9時00分～18時00分 実費支給（上限なし） 2773 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市･射水市 16010-12667701

133

134

135

136

137

138

140

斎場スタッフ

交通誘導警備員(富山)

141

142

152

153

154

155

145

146

150

151

販売管理職(未経験者も歓迎) 各種食料品小売業

株式会社 大阪屋ショップ
富山県富山市赤田４８７－１

雇用期間の定めなし

火葬・墓地管理業

株式会社 五輪
富山県富山市奥田新町１２番３号

雇用期間の定めなし

正社員店舗スタッフ(目利きの銀次 高岡北口駅前店) 酒場，ビヤホール

株式会社 モンテローザフーズ
東京都武蔵野市中町１－１７－３ ６．モンテローザ三鷹本社ビル

雇用期間の定めなし

交通誘導警備員(呉西) 警備業

北陸綜合警備保障 株式会社 富山交通管理センター
富山県富山市中島３丁目１－６ 雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

調理補助(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

警備業

株式会社 安全警備(人材事業部 ライブリー)
岐阜県羽島郡岐南町平成３丁目１６６番地

雇用期間の定めなし

セールスドライバー(エリア内集配トラック運転手) 一般貨物自動車運送業

新潟運輸 株式会社
新潟県新潟市中央区女池北１－１－１

雇用期間の定めなし

＃営業職＃創業４００年＃ものづくりを応援する仕事 管理，補助的経済活動を行う事業
所金森藤平商事 株式会社

東京都中央区八重洲２－１１－４
雇用期間の定めなし

営業(医療機器)　＊急募＊ 他に分類されない卸売業

株式会社 ネオメディックス
大阪府大阪市福島区福島７－３－１４ＭＥビル４階

雇用期間の定めなし

清掃･洗濯(アステラスファーマテック(株)高岡工場) 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

店頭販売(呉西方面) 写真機・時計・眼鏡小売業

株式会社 メガネのハラダ
富山県富山市総曲輪３丁目２－２９

雇用期間の定めなし

調理師(済生会高岡病院) 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

訪問入浴看護師 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
新潟県新潟市中央区鐙１－４－２８

雇用期間の定めなし

水道料金徴収事務 管理，補助的経済活動を行う事業
所ヴェオリア･ジェネッツ 株式会社 中部支店

愛知県名古屋市東区葵３－１５－３１ 千種ニュータワービル
雇用期間の定めなし

運転手(２･４･１０ｔ、平ボディ、ユニック車)＜富山＞ 一般貨物自動車運送業

松田運輸 株式会社
大阪府枚方市東香里１丁目２番４６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

訪問あん摩マッサージ指圧師(高岡店) その他の社会保険・社会福祉・介
護事業株式会社 トランスパレンス

石川県能美市大成町リ８４Ｆビル２階
雇用期間の定めなし

(高岡野村店)ドコモショップ営業スタッフ 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

156
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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

64歳以下 1人 日他 (1)8時00分～17時00分 143,000円～143,000円 5
正社員 その他 4

076-442-0055 実費支給（上限あり） 130 雇用・労災・健康・厚生

請負 高岡市 月額　3,000円まで 16010-12730501
59歳以下 1人 日祝他 (1)9時00分～18時00分 300,000円～500,000円 5

正社員 毎　週 (2)9時30分～18時30分 5
076-256-5278 実費支給（上限あり） 98 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　20,000円まで 17010-14982301
59歳以下 3人 土日他 (1)8時00分～17時00分 162,000円～233,000円 29

正社員 毎　週 6
053-579-1671 実費支給（上限あり） 68 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 月額　15,000円まで 22020-14086201
59歳以下 2人 他 (1)9時30分～19時00分 175,000円～195,000円 6

正社員 毎　週 (2)11時00分～20時00分 6
052-531-9306 (3)12時30分～22時00分 実費支給（上限あり） 550 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　50,000円まで 23020-39656701

清掃員(高岡ふしき病院) 建物サービス業

株式会社 北栄産業
富山県富山市下新町１７－２３

雇用期間の定めなし

医薬品・化粧品小売業

株式会社 瑠璃光(瑠璃光薬局)
石川県金沢市小立野１丁目２－７

雇用期間の定めなし

森精工 株式会社
静岡県湖西市吉美３４２６

159

160

162

組立･梱包作業員(高岡工場) 医療用機械器具・医療用品製造業

163

雇用期間の定めなし

販売スタッフ(婦人服婦人雑貨の接客販売) 婦人・子供服小売業

株式会社 ヤマダヤ
愛知県名古屋市西区城西１－３－１

雇用期間の定めなし

薬剤師［高岡店］◎パート可。就業時間相談可。
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