
【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 日祝他 (1)8時00分～17時00分 198,000円～198,000円 17
正社員 その他 2

0766-23-1616 実費支給（上限あり） 17 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 日額　2,000円まで 16020- 8280401
59歳以下 10人 他 (1)7時00分～16時00分 163,000円～203,000円 0

正社員 その他 (2)8時30分～17時30分 0
0766-52-8899 (3)10時00分～19時00分 実費支給（上限あり） 40 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　10,000円まで 16020- 8294301
59歳以下 1人 他 (1)8時30分～17時30分 240,000円～310,000円 0

正社員 毎　週 0
0766-52-8899 実費支給（上限あり） 40 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　10,000円まで 16020- 8296901
不 問 1人 日祝他 (1)9時00分～18時30分 210,000円～280,000円 12

正社員 毎　週 (2)9時00分～19時00分 11
0766-54-0036 (3)9時00分～17時00分 実費支給（上限あり） 12 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　15,000円まで 16020- 8318601
25歳以下 1人 日祝他 (1)8時15分～17時15分 166,700円～185,200円 29

正社員 その他 (2)8時15分～15時45分 7
0766-21-4550 実費支給（上限あり） 183 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 月額　31,600円まで 16020- 8330201
59歳以下 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） 316 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 月額　18,000円まで 16020- 8339801
59歳以下 2人 他 (1)9時50分～19時10分 250,000円～290,000円 4

正社員 その他 2
0766-21-0632 実費支給（上限あり） 95 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　10,000円まで 16020- 8209201
59歳以下 2人 他 (1)9時50分～19時10分 250,000円～290,000円 6

正社員 その他 4
0766-21-0632 実費支給（上限あり） 95 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　10,000円まで 16020- 8210001
44歳以下 3人 水祝他 (1)9時00分～17時45分 220,000円～400,000円 5

正社員 その他 2
0766-24-5578 なし 20 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 8222101
59歳以下 2人 日祝他 (1)8時20分～17時20分 203,000円～215,000円 20

正社員 その他 6
0766-23-5252 実費支給（上限あり） 21 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 月額　10,000円まで 16020- 8223401
59歳以下 1人 日他 (1)8時15分～17時00分 170,000円～200,000円 24

正社員 その他 5
0766-31-3266 実費支給（上限あり） 24 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　20,000円まで 16020- 8229301
59歳以下 1人 他 (1)8時15分～17時15分 217,000円～247,000円 3

正社員 毎　週 0
0766-56-4748 実費支給（上限なし） 85 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 8238601

富山県射水市小島２１－１     雇用期間の定めなし

歯科衛生士 歯科診療所

のて歯科クリニック
富山県高岡市木津２１８４番地

富源商事 株式会社

雇用期間の定めなし

富山県高岡市材木町 ７３１番地

販売員(寝具と睡眠のアドバイザー)【高岡野村店】

雇用期間の定めなし

配達員

道路巡回運転員

富山県高岡市井口本江１１０番地

17

18

職  種

溶解業務補助 非鉄金属第２次製錬・精製業

新保軽合金工業 株式会社
富山県高岡市早川３１２番地 雇用期間の定めなし

1

2

3

10

介護スタッフ(サ高住､通所介護､訪問介護) 老人福祉・介護事業

アイムケア株式会社
富山県射水市小島２１－１    

看護師 老人福祉・介護事業

アイムケア株式会社

雇用期間の定めなし

事業所名

事業所所在地

機械加工･板金加工(大門非鉄物流センター) 石油・鉱物卸売業

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

富山県高岡市昭和町３丁目３－１０ 雇用期間の定めなし

金型部品製作と組立 その他のはん用機械・同部分品製
造業株式会社 金刺金型製作所

富山県高岡市福田六家２４－８

呉服・服地・寝具小売業

株式会社 布屋商店
富山県高岡市御旅屋町９５番地

雇用期間の定めなし

販売員(寝具と睡眠のアドバイザー)【鐘紡店】 呉服・服地・寝具小売業

株式会社 布屋商店

富山県高岡市駅南４丁目３－１６

建築材料卸売業

株式会社 スミカ

富山県高岡市御旅屋町９５番地

住宅営業(主に展示場に来場された方へのフォロー) 一般土木建築工事業

株式会社マイホ－ムタナカ

一般土木建築工事業

道路技術サービス 株式会社
富山県射水市橋下条５２７ 雇用期間の定めなし

19

6

14

15

16

26

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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【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） 58 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 月額　18,800円まで 16020- 8242201
59歳以下 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） 58 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 月額　18,800円まで 16020- 8243501
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） 58 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 月額　18,800円まで 16020- 8244001
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） 58 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 月額　18,800円まで 16020- 8245301
59歳以下 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） 58 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 月額　18,800円まで 16020- 8246601
不 問 1人 日祝他 (1)9時00分～17時30分 222,500円～274,900円 13

正社員 その他 9
0766-20-8880 実費支給（上限なし） 13 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 8250201
44歳以下 1人 土日祝他 (1)8時30分～17時30分 165,000円～165,000円 2

正社員 毎　週 1
0766-27-7441 実費支給（上限あり） 7 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　10,000円まで 16020- 8251501
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- 8252001
59歳以下 1人 日祝他 (1)8時20分～17時10分 160,000円～250,000円 239

正社員 毎　週 (2)14時00分～22時50分 134
0766-36-1177 実費支給（上限あり） 239 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　50,000円まで 16020- 8257401
35歳以下 1人 日祝他 (1)9時00分～18時00分 194,007円～286,576円 3

正社員 その他 1
0766-29-2333 実費支給（上限あり） 1583 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　15,000円まで 16020- 8264401
60歳以上 1人 土日祝他 (1)8時30分～17時30分 160,000円～160,000円 5

正社員 毎　週 2
0766-64-0009 実費支給（上限あり） 9 雇用・労災

高岡市 月額　5,000円まで 16020- 8271101
59歳以下 1人 日祝他 (1)8時15分～17時00分 180,000円～270,000円 29

正社員 その他 5
0766-63-5801 実費支給（上限あり） 29 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 月額　12,000円まで 16020- 8155501
59歳以下 1人 日祝他 (1)8時15分～17時00分 180,000円～270,000円 29

正社員 その他 5
0766-63-5801 実費支給（上限あり） 29 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 月額　12,000円まで 16020- 8156001
61歳以下 1人 他 (1)8時30分～17時30分 215,100円～276,600円 60

正社員 毎　週 50
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- 8158601
61歳以下 2人 他 (1)8時00分～17時00分 173,900円～245,800円 15

正社員 毎　週 (2)9時00分～18時00分 13
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- 8159901
61歳以下 1人 他 (1)8時30分～17時30分 194,300円～252,100円 60

正社員 毎　週 42
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- 8160701
61歳以下 1人 他 (1)8時00分～17時00分 194,300円～276,600円 46

正社員 その他 34
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- 8161801
61歳以下 1人 他 173,900円～245,800円 60

正社員 毎　週 42
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 8時00分～18時00分の間の8時間 月額　50,000円まで 16020- 8162201
59歳以下 1人 他 (1)8時45分～17時00分 237,800円～399,700円 61

正社員 その他 18
0766-22-2738 実費支給（上限あり） 6830 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 月額　55,000円まで 16020- 8164001
59歳以下 1人 日他 (1)8時00分～17時00分 200,000円～280,000円 4

正社員 その他 1
0766-23-3636 なし 4 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 8165301
59歳以下 1人 他 (1)8時45分～17時00分 237,800円～399,700円 61

正社員 その他 18
0766-22-2738 実費支給（上限あり） 6830 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 月額　55,000円まで 16020- 8166601

32

33

34

35

47

42

43

44

48

49

50

45

46

40

41

51

52

営業職

建設機械オペレーター

富山県高岡市石瀬９２０ 雇用期間の定めなし

富山県高岡市京町１１番３５号 雇用期間の定めなし

営業事務

まちの賑わいと活性化事業の企画運営及び一般事務

介護職員(正職員)デイサービスセンター［だいご清水館］

職業訓練指導員(職業能力開発職･電気)

一般土木建築工事業

株式会社 グランテック

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

建築材料卸売業

株式会社 アムコ
富山県高岡市荻布４３３－５

営業(家庭配置薬) 医薬品・化粧品等卸売業

株式会社 大野

雇用期間の定めなし

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

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

雇用期間の定めなし

営業職 他に分類されない小売業

株式会社 スマイルケア

雇用期間の定めなし

富山県高岡市石瀬９２０

営業職(富山エリア) 一般土木建築工事業

株式会社 グランテック
富山県高岡市石瀬９２０

雇用期間の定めなし

業務用ガスコンロやＩＨコンロの修理 その他の機械器具卸売業

タニコー株式会社 高岡営業所

富山県高岡市荻布６１３ 雇用期間の定めなし

他に分類されない小売業

株式会社 ウエルカム福岡
富山県高岡市福岡町下蓑２５５－１

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

雇用期間の定めなし

正看護師【特養ホーム だいご苑】 老人福祉・介護事業

社会福祉法人 戸出福祉会

富山県高岡市丸の内４－２４

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

設備保全 医薬品製造業

株式会社 パナケイア製薬
富山県高岡市中田４５７６番地

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

准看護師(特養) 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

介護職員(訪問介護)【正社員】 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

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４６－６

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

他に分類されない非営利的団体

独立行政法人 高齢･障害･求職者雇用支援機構富山支部

富山県高岡市八ケ５５

現場作業員 土木工事業（舗装工事業を除く）

有限会社 畠組

雇用期間の定めなし

富山県高岡市醍醐１２５７番地

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

富山県高岡市醍醐１２５７番地

看護師【デイサービスセンター：だいご清水館】 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

雇用期間の定めなし

富山県高岡市二塚６６６

職業訓練指導員(職業能力開発職･電子情報) 他に分類されない非営利的団体

独立行政法人 高齢･障害･求職者雇用支援機構富山支部

富山県高岡市八ケ５５

雇用期間の定めなし

28

29

30

31
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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 3人 日他 (1)8時00分～17時00分 172,000円～215,000円 30
正社員 その他 1

0766-25-2506 実費支給（上限あり） 40 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　11,000円まで 16020- 8167901
不 問 1人 日祝他 (1)8時00分～17時00分 170,000円～220,000円 14

正社員 その他 3
0766-64-2000 実費支給（上限あり） 14 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　10,000円まで 16020- 8169401
59歳以下 1人 日祝他 (1)8時00分～17時00分 270,000円～350,000円 13

正社員 その他 2
0766-84-8890 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- 8170201
59歳以下 1人 日祝他 (1)8時00分～17時00分 220,000円～270,000円 13

正社員 その他 2
0766-84-8890 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- 8171501
不 問 1人 日祝他 (1)8時15分～17時15分 280,000円～350,000円 8

正社員 その他 (2)8時30分～17時15分 3
0766-26-5050 実費支給（上限あり） 15 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　15,000円まで 16020- 8172001
不 問 2人 他 (1)7時30分～16時30分 172,500円～245,000円 250

正社員 毎　週 (2)8時30分～17時30分 194
0766-27-8288 (3)16時00分～9時30分 実費支給（上限あり） 250 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　20,900円まで 16020- 8174601
不 問 1人 他 (1)7時00分～16時00分 172,500円～244,000円 250

正社員 毎　週 (2)8時30分～17時30分 194
0766-27-8288 (3)22時00分～7時00分 実費支給（上限あり） 250 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　20,900円まで 16020- 8175901
不 問 1人 他 (1)8時00分～17時00分 171,500円～243,000円 136

正社員 毎　週 (2)9時00分～18時00分 105
0766-27-8288 (3)7時30分～16時30分 実費支給（上限あり） 250 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　20,900円まで 16020- 8176101
59歳以下 5人 他 (1)7時00分～16時00分 165,000円～180,000円 30

正社員 毎　週 (2)8時30分～17時30分 25
0766-50-8773 (3)9時00分～18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　11,250円まで 16020- 8177401
不 問 3人 日他 (1)8時00分～17時00分 250,000円～360,000円 3

正社員 その他 1
0766-36-0717 実費支給（上限あり） 6 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　5,000円まで 16020- 8183101
59歳以下 5人 他 (1)7時30分～16時30分 155,000円～270,000円 35

正社員 その他 (2)8時30分～17時30分 11
0766-92-3500 (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　11,250円まで 16020- 8191101
59歳以下 1人 他 (1)8時30分～17時30分 175,000円～220,000円 35

正社員 毎　週 11
0766-92-3500 実費支給（上限あり） 35 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　11,250円まで 16020- 8193701
30歳以下 1人 他 (1)8時30分～17時30分 154,545円～154,545円 8

正社員 毎　週 5
0766-86-8857 実費支給（上限あり） 136 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　21,000円まで 16020- 8199601
59歳以下 1人 他 (1)8時30分～17時30分 316,364円～334,545円 18

正社員 毎　週 16
0766-86-8857 実費支給（上限あり） 136 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　21,000円まで 16020- 8204901
不 問 2人 他 (1)8時00分～17時30分 184,000円～213,000円 11

正社員 その他 2
0766-64-6377 なし 12 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 5時30分～15時00分 16020- 7934001
61歳以下 1人 他 (1)7時00分～16時00分 176,900円～248,800円 24

正社員 毎　週 (2)8時00分～17時00分 15
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- 7941501
61歳以下 2人 他 (1)6時30分～15時30分 183,900円～255,800円 60

正社員 毎　週 (2)10時00分～19時00分 42
0766-62-0010 (3)8時30分～17時30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- 7942001
不 問 2人 他 (1)8時30分～17時30分 150,000円～196,000円 60

正社員以外 毎　週 (2)7時00分～16時00分 42
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- 7943301

60

53

54

機械工

交通誘導警備員 警備業

株式会社 アドバンスサービス

その他のはん用機械・同部分品製
造業水谷精機 株式会社

富山県高岡市福岡町小伊勢領１６２

現場管理･重機オペレーター 一般土木建築工事業

紘洋興産 株式会社

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

富山県高岡市野村１６６１ ユニゾンビル５階 雇用期間の定めなし

富山県高岡市早川３９０番１

介護職(グループホームひびき) 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藤園苑』
富山県高岡市早川３９０番１

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

企画営業【本社】 化学製品卸売業

大同産業 株式会社
富山県高岡市下伏間江３３１

介護職 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藤園苑』

雇用期間の定めなし

富山県高岡市中曽根５７番地

土木作業員 一般土木建築工事業

紘洋興産 株式会社
富山県高岡市中曽根５７番地

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 専徒工業
富山県高岡市常国５５２－１ 雇用期間の定めなし

富山県高岡市問屋町４４ フルール･ド･ヴェール１－１０１
雇用期間の定めなし

介護職(日勤)【デイサービスセンター】 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藤園苑』
富山県高岡市早川３９０番１

介護職 老人福祉・介護事業

株式会社 Ｑ･Ｏ･Ｌ

雇用期間の定めなし

介護職 老人福祉・介護事業

社会福祉法人Ｑ･Ｏ･Ｌ福祉会
富山県高岡市問屋町１９０番地１

生活相談員 老人福祉・介護事業

社会福祉法人Ｑ･Ｏ･Ｌ福祉会

富山県射水市東明七軒５－１３ 雇用期間の定めなし

ケアマネージャー【ケアホームなかそね】 老人福祉・介護事業

株式会社 メディカルケア

富山県高岡市問屋町１９０番地１

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

一般事務【セントラルパーク牧野】 老人福祉・介護事業

株式会社 メディカルケア

農業機械オペレーター 農業サービス業（園芸サービス業を
除く）樽蔵産業 株式会社

富山県高岡市福岡町蓑島５８４

介護職員【だいごデイサービス：正職員】 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

富山県射水市東明七軒５－１３ 雇用期間の定めなし

介護職員(準職員)【特養だいご苑】 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）

富山県高岡市醍醐１２５７番地

介護職員(正職員)【特養ホーム だいご苑】 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
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77
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72
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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 230,000円～425,000円 23
正社員 その他 3

0766-23-0466 実費支給（上限あり） 23 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　10,000円まで 16020- 7944601
59歳以下 2人 日祝他 (1)8時00分～17時00分 235,000円～370,000円 23

正社員 その他 3
0766-23-0466 実費支給（上限あり） 23 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　10,000円まで 16020- 7945901
不 問 2人 土日祝他 (1)8時00分～17時00分 220,000円～350,000円 7

正社員 毎　週 2
0766-82-5809 実費支給（上限あり） 7 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　10,000円まで 16020- 7955701
不 問 1人 土日祝他 (1)8時30分～17時30分 140,000円～200,000円 7

正社員 毎　週 5
0766-63-3963 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 16020- 7960901
61歳以下 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） 173 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 7962401
59歳以下 2人 日他 (1)8時30分～17時15分 248,500円～278,500円 6

正社員 その他 0
0766-54-6451 実費支給（上限あり） 6 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 月額　20,000円まで 16020- 7963701
59歳以下 1人 他 (1)8時45分～17時00分 237,800円～399,700円 61

正社員 その他 18
0766-22-2738 実費支給（上限あり） 6830 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 月額　55,000円まで 16020- 7966501
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） 173 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 7969601
40歳以下 1人 日祝他 (1)8時15分～17時10分 165,000円～185,000円 12

正社員 その他 3
0766-63-6336 実費支給（上限なし） 12 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 7970401
不 問 1人 木日祝他 (1)9時00分～18時30分 200,000円～250,000円 4

正社員 毎　週 4
0766-88-9359 実費支給（上限なし） 4 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 7971701
61歳以下 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） 173 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 7973201
59歳以下 1人 日他 (1)8時30分～17時15分 333,500円～403,500円 101

正社員 毎　週 (2)9時15分～18時00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- 7974501
61歳以下 1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） 173 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 7975001
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） 173 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 7976301
不 問 1人 日祝他 (1)8時30分～18時00分 157,000円～197,000円 4

正社員 その他 (2)8時30分～12時00分 4
0766-24-3000 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- 7978901
40歳以下 1人 水他 (1)8時30分～17時40分 206,000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- 7981201
30歳以下 2人 水他 (1)8時30分～17時40分 206,000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- 7982501
40歳以下 1人 水他 (1)8時30分～17時40分 206,000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- 7983001
不 問 1人 日祝他 (1)8時00分～17時00分 180,000円～250,000円 5

正社員 その他 0
0766-31-5155 なし 5 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 7985601
59歳以下 2人 日祝他 (1)8時30分～17時00分 193,000円～233,000円 61

正社員 その他 (2)8時30分～12時30分 54
0766-24-2163 実費支給（上限あり） 61 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　22,000円まで 16020- 7988401
18歳～59歳 5人 日他 (1)8時00分～17時00分 180,000円～340,000円 13

正社員 その他 0
0766-22-6363 なし 15 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 7990501

94

95

96

98

99

100

101

103

104

理学療法士･作業療法士 病院

医療法人社団 川岸会 万葉病院
富山県高岡市西海老坂字大坪３６２ 雇用期間の定めなし

型枠作業員 一般土木建築工事業

有限会社 一栄建設
富山県高岡市江尻７２６－１２ 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

工場作業 その他の金属製品製造業

株式会社 ネオクリエイト
富山県高岡市柴野３９０番地 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

看護師 病院

半田内科医院
富山県高岡市野村１０３４の１ 雇用期間の定めなし

自動車整備士(メカニック) 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

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

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

88

89

90

一般土木建築工事業

西村工業 株式会社
富山県高岡市野村４３０

土木作業･重機運転 一般土木建築工事業

西村工業 株式会社

雇用期間の定めなし

管工事業（さく井工事業を除く）

株式会社サンコー
富山県高岡市放生津１２６

印刷業務 印刷業

有限会社 文華堂 吉田印刷

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

富山県高岡市野村４３０ 雇用期間の定めなし

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

職業訓練指導員(職業能力開発職･機械) 他に分類されない非営利的団体

独立行政法人 高齢･障害･求職者雇用支援機構富山支部

看護師 その他の社会保険・社会福祉・介
護事業株式会社 Ｙメディカルサービス

富山県高岡市五福町１０－２８ 雇用期間の定めなし

木造住宅施工管理(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

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

歯科衛生士 歯科診療所

かじデンタルクリニック
富山県高岡市立野美鳥町１丁目１３６

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

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

富山県高岡市石瀬６－１

薬剤師

鋳物工･仕上工

富山県高岡市戸出町２丁目１２－１５

富山県高岡市八ケ５５

施工管理部の直庸作業員(本社)【準社員】

雇用期間の定めなし

配管工

土木施工管理･施工作業
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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 他 (1)8時30分～17時40分 350,000円～600,000円 35
正社員 その他 16

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- 7991001
59歳以下 1人 他 (1)8時30分～17時40分 220,000円～370,000円 35

正社員 その他 16
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- 7992301
59歳以下 2人 他 (1)8時30分～17時40分 200,000円～320,000円 68

正社員 その他 31
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- 7994901
59歳以下 1人 日他 (1)8時00分～16時45分 218,500円～328,500円 101

正社員 毎　週 (2)9時00分～17時45分 84
0766-22-5445 (3)15時30分～23時30分 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- 7995101
44歳以下 1人 日祝他 (1)8時00分～16時45分 180,000円～230,000円 12

正社員 その他 (2)8時00分～16時15分 0
0766-64-4611 実費支給（上限あり） 12 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　30,000円まで 16020- 7999201
不 問 1人 他 (1)7時00分～16時00分 164,000円～192,000円 34

正社員 その他 (2)8時00分～17時00分 28
0766-32-1333 (3)10時00分～19時00分 実費支給（上限あり） 34 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　20,000円まで 16020- 8002901
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- 8003101
不 問 1人 他 (1)7時00分～16時00分 184,000円～207,000円 34

正社員 その他 (2)8時00分～17時00分 28
0766-32-1333 (3)10時00分～19時00分 実費支給（上限あり） 34 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　20,000円まで 16020- 8004401
不 問 2人 水他 (1)10時00分～19時00分 189,858円～189,858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- 8006801
不 問 1人 他 (1)7時00分～16時00分 230,000円～230,000円 34

正社員 その他 (2)8時00分～17時00分 28
0766-32-1333 (3)10時00分～19時00分 実費支給（上限あり） 34 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　20,000円まで 16020- 8008501
59歳以下 2人 日祝 (1)8時00分～17時00分 184,200円～287,550円 129

正社員 その他 17
0766-32-1590 実費支給（上限あり） 372 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　43,400円まで 16020- 8010901
不 問 2人 月他 (1)9時30分～18時00分 150,000円～300,000円 5

正社員 毎　週 (2)9時30分～17時00分 5
0766-21-3733 一定額 7 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　5,000円まで 16020- 8014801
59歳以下 1人 日祝他 (1)8時30分～17時30分 190,000円～235,000円 186

正社員 その他 65
0766-31-1278 実費支給（上限あり） 191 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 月額　20,000円まで 16020- 8015201
18歳～59歳 4人 他 (1)7時00分～19時30分 218,900円～299,500円 267

正社員 毎　週 (2)19時00分～7時30分 29
0766-32-1590 (3)8時00分～17時00分 実費支給（上限あり） 372 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　43,400円まで 16020- 8016501
59歳以下 1人 日祝他 (1)8時00分～17時00分 160,000円～282,000円 242

正社員 その他 81
0766-20-2828 実費支給（上限あり） 242 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　20,000円まで 16020- 8017001
59歳以下 1人 日祝他 (1)8時30分～17時30分 250,000円～400,000円 186

正社員 その他 65
0766-31-1278 実費支給（上限あり） 191 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 月額　20,000円まで 16020- 8018301
18歳～44歳 3人 日祝他 (1)3時00分～12時30分 195,000円～215,000円 70

正社員 その他 26
0766-23-1447 実費支給（上限あり） 70 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　10,000円まで 16020- 8021701
59歳以下 1人 他 (1)8時30分～17時00分 242,000円～287,720円 97

正社員 その他 (2)16時30分～9時00分 76
0766-22-0705 実費支給（上限あり） 97 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　25,000円まで 16020- 8022801
59歳以下 1人 日祝他 (1)8時00分～17時00分 160,000円～282,000円 242

正社員 その他 81
0766-20-2828 実費支給（上限あり） 242 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　20,000円まで 16020- 8023201
59歳以下 1人 他 (1)8時30分～17時00分 160,000円～194,600円 97

正社員 その他 (2)5時30分～14時00分 76
0766-22-0705 (3)6時30分～15時00分 実費支給（上限あり） 97 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　25,000円まで 16020- 8024501
59歳以下 1人 他 (1)8時30分～17時00分 225,000円～267,000円 97

正社員 その他 (2)16時30分～9時00分 76
0766-22-0705 実費支給（上限あり） 97 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　25,000円まで 16020- 8025001
35歳以下 2人 日祝他 (1)8時00分～17時00分 160,000円～282,000円 242

正社員 その他 81
0766-20-2828 実費支給（上限あり） 242 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　20,000円まで 16020- 8026301
不 問 1人 土日祝他 (1)8時30分～17時30分 218,000円～218,000円 1

正社員 毎　週 0
0766-75-7225 実費支給（上限あり） 1 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　10,000円まで 16020- 8027601

121

122

123

124

125

126

127

128

129

105

106

108

109

110

111

112

113

114

115

116

118

119

120

准看護師 病院

医療法人 明心会 柴田病院
富山県高岡市永楽町５－１ 雇用期間の定めなし

一般事務 建設用・建築用金属製品製造業
（製缶板金業を含む）株式会社 広上製作所

富山県高岡市長慶寺９２０ 雇用期間の定めなし

介護支援専門員(ケアマネージャー) 老人福祉・介護事業

株式会社 うてな
富山県射水市手崎４９８－５ 雇用期間の定めなし

富山県高岡市下黒田７７７－５６ 雇用期間の定めなし

正看護師 病院

医療法人 明心会 柴田病院
富山県高岡市永楽町５－１ 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
（製缶板金業を含む）株式会社 広上製作所

富山県高岡市長慶寺９２０ 雇用期間の定めなし

調理員(交替制あり) 病院

医療法人 明心会 柴田病院
富山県高岡市永楽町５－１ 雇用期間の定めなし

製造オペレーター 光学機械器具・レンズ製造業

株式会社オプテス 富山工場
富山県高岡市二上新４２２－１ 雇用期間の定めなし

アルミ生産スタッフ(アルミ形材のＮＣ加工オペレーター) 建設用・建築用金属製品製造業
（製缶板金業を含む）株式会社 広上製作所

富山県高岡市長慶寺９２０ 雇用期間の定めなし

製造管理 非鉄金属素形材製造業

株式会社 ナガエ
富山県高岡市荒屋敷２７８ 雇用期間の定めなし

営業職 農畜産物・水産物卸売業

丸果株式会社 高岡青果市場

富山県高岡市二上新４２２－１ 雇用期間の定めなし

美容師業務全般(本社) 美容業

株式会社 美恵
富山県高岡市大手町１２－１５ 雇用期間の定めなし

品質管理 非鉄金属素形材製造業

株式会社 ナガエ
富山県高岡市荒屋敷２７８ 雇用期間の定めなし

介護職員(介護福祉士)【ケアホーム国吉あいの風】 老人福祉・介護事業

ユニバーサルトラスト株式会社(ケアホーム国吉あいの風)
富山県高岡市国吉７５２番１ 雇用期間の定めなし

受付､医療事務､歯科助手(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）

看護職員【ケアホーム国吉あいの風】 老人福祉・介護事業

ユニバーサルトラスト株式会社(ケアホーム国吉あいの風)
富山県高岡市国吉７５２番１ 雇用期間の定めなし

機械電気系設備エンジニア 光学機械器具・レンズ製造業

株式会社オプテス 富山工場

富山県高岡市五福町１番８号 雇用期間の定めなし

運転手(中型または大型) 一般貨物自動車運送業

富士運輸 株式会社
富山県高岡市福岡町福岡新１７７ 雇用期間の定めなし

介護職員【ケアホーム国吉あいの風】 老人福祉・介護事業

ユニバーサルトラスト株式会社(ケアホーム国吉あいの風)
富山県高岡市国吉７５２番１ 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

情報システムマネジメント･社内ＳＥ 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

木造住宅アフターサポート職 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

正看護師(透析室) 病院

医療法人社団 睦心会 あさなぎ病院

木造住宅企画開発(管理職候補)【本社開発部】 一般土木建築工事業

石友ホーム株式会社
富山県高岡市下牧野３６－２ 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 2人 土日祝他 (1)8時30分～17時00分 195,000円～260,000円 42
正社員 毎　週 11

0766-22-2100 実費支給（上限あり） 42 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 月額　25,000円まで 16020- 8040501
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） 6846 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　35,000円まで 16020- 8041001
不 問 3人 土日祝他 (1)8時30分～17時00分 195,000円～300,000円 42

正社員 毎　週 11
0766-22-2100 実費支給（上限あり） 42 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 月額　25,000円まで 16020- 8042301
不 問 1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- 8043601
不 問 1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- 8044901
59歳以下 1人 日祝他 (1)9時00分～18時00分 180,000円～350,000円 23

正社員 その他 4
0766-31-0580 実費支給（上限あり） 23 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　16,100円まで 16020- 8046401
59歳以下 3人 日他 (1)8時00分～17時00分 180,000円～255,000円 11

正社員 その他 4
0766-26-0766 実費支給（上限あり） 11 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　10,000円まで 16020- 8047701
不 問 1人 日祝他 (1)8時30分～17時15分 139,200円～153,120円 30

正社員以外 毎　週 (2)11時30分～20時15分 9
0766-28-5500 実費支給（上限あり） 192889 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 日額　2,600円まで 16020- 8048801
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） 550 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 月額　24,000円まで 16020- 8056701
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- 8062101
59歳以下 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- 8071401
35歳以下 2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） 5308 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 月額　50,000円まで 16020- 8072701
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） 5308 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 月額　50,000円まで 16020- 8075501
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- 8077301
不 問 1人 土日祝他 (1)8時00分～17時00分 180,000円～300,000円 9

正社員 毎　週 2
0766-21-4097 実費支給（上限なし） 9 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 8080701
64歳以下 1人 日祝他 (1)8時00分～16時20分 187,000円～194,000円 160

正社員 その他 40
0766-26-0212 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- 8083501
59歳以下 1人 日祝他 (1)8時30分～17時15分 182,800円～205,900円 247

正社員 その他 (2)8時30分～12時30分 163
0766-44-1181 実費支給（上限あり） 247 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　55,000円まで 16020- 8084001
59歳以下 1人 日他 (1)8時00分～17時00分 230,000円～350,000円 13

正社員 その他 3
0766-22-1214 実費支給（上限あり） 13 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　7,500円まで 16020- 8086601
59歳以下 1人 日他 (1)8時00分～17時00分 230,000円～350,000円 13

正社員 その他 3
0766-22-1214 実費支給（上限あり） 13 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　7,500円まで 16020- 8087901

138

139

142

152

153

154

155

143

145

146

148

150

132

133

134

135

136

137

土木作業員 一般土木建築工事業

清水工業 株式会社
富山県高岡市佐野５１３－２ 雇用期間の定めなし

電気工事士 電気工事業

北陸エレコン 株式会社
富山県高岡市大坪町３丁目５－１９ 雇用期間の定めなし

製品充填及び原料受入 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

作業療法士 病院

独立行政法人 地域医療機能推進機構 高岡ふしき病院
富山県高岡市伏木古府元町８－５ 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
富山県高岡市早川７０番地 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

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

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 雇用期間の定めなし

営業 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

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

富山県高岡市宝来町９５９ 雇用期間の定めなし

建築板金工 板金・金物工事業

株式会社 渡辺板金工業
富山県高岡市能町東２６ 雇用期間の定めなし

郵便窓口事務 郵便局

日本郵便株式会社 高岡郵便局
富山県高岡市御馬出町３４ 雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

土木設計技術者 土木建築サービス業

株式会社 協和
富山県高岡市北島１４０６番地 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）

自動車整備工 自動車小売業

長沢自動車総合センター(マツダオートザム高岡長沢)

測量技術者 土木建築サービス業

株式会社 協和
富山県高岡市北島１４０６番地 雇用期間の定めなし

営業･保全 (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

雇用期間の定めなし

掘削機オペレーター 一般土木建築工事業

清水工業 株式会社
富山県高岡市佐野５１３－２ 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

職  種

事業所名

事業所所在地

59歳以下 2人 日他 (1)8時00分～17時00分 250,000円～400,000円 13
正社員 その他 3

0766-22-1214 実費支給（上限あり） 13 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　8,000円まで 16020- 8088101
不 問 1人 土日祝他 (1)8時30分～17時15分 221,300円～221,300円 680

正社員以外 毎　週 540
0766-23-0204 実費支給（上限あり） 680 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　31,600円まで 16020- 8089401
不 問 1人 土日祝他 (1)8時30分～17時15分 221,300円～221,300円 680

正社員以外 毎　週 540
0766-23-0204 実費支給（上限あり） 680 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　31,600円まで 16020- 8092001
39歳以下 1人 他 (1)7時20分～15時00分 198,250円～245,250円 166

正社員 その他 (2)14時50分～22時30分 41
0766-21-3214 (3)22時20分～7時30分 実費支給（上限あり） 249 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　15,000円まで 16020- 8094601
40歳以下 3人 水他 (1)9時00分～18時00分 175,500円～242,500円 21

正社員 その他 4
0766-26-3888 実費支給（上限なし） 41 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 8095901
59歳以下 3人 水他 (1)9時00分～18時00分 173,000円～264,000円 21

正社員 その他 4
0766-26-3888 実費支給（上限なし） 41 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020- 8096101
59歳以下 2人 日祝他 (1)8時00分～17時00分 300,000円～420,000円 23

正社員 その他 2
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- 8100401
64歳以下 2人 他 (1)7時00分～16時00分 171,000円～212,800円 20

正社員 その他 (2)13時00分～22時00分 20
0766-82-5615 (3)22時00分～7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- 8101701
64歳以下 1人 他 (1)8時30分～17時30分 178,300円～250,200円 132

正社員 毎　週 102
0766-82-5615 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- 8107601
64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- 8110801
44歳以下 1人 土日祝他 (1)9時00分～18時00分 192,000円～270,000円 7

正社員 毎　週 4
0766-23-4622 実費支給（上限あり） 7 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　10,000円まで 16020- 8119701
59歳以下 1人 土日祝他 (1)8時30分～17時15分 158,800円～194,600円 6

正社員 毎　週 4
0766-21-1315 実費支給（上限あり） 6 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　12,000円まで 16020- 8120501
不 問 1人 他 (1)8時00分～17時00分 252,000円～252,000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- 8123601
不 問 1人 他 (1)8時30分～17時15分 146,500円～162,500円 24

正社員以外 その他 (2)7時00分～15時45分 14
0766-36-1636 (3)10時30分～19時15分 実費支給（上限あり） 100 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　20,900円まで 16020- 8126401
不 問 1人 他 (1)8時30分～17時15分 146,500円～146,500円 24

正社員以外 その他 (2)7時00分～15時45分 14
0766-36-1636 (3)10時30分～19時15分 実費支給（上限あり） 100 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　20,900円まで 16020- 8127701
不 問 1人 他 (1)8時30分～17時15分 147,000円～147,000円 24

正社員以外 毎　週 14
0766-36-1636 実費支給（上限あり） 100 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　20,900円まで 16020- 8128801

土木工事技術者 一般土木建築工事業

清水工業 株式会社
富山県高岡市佐野５１３－２ 雇用期間の定めなし

営業員 自動車小売業

高岡ホンダ自販 株式会社(ＨｏｎｄａＣａｒｓ高岡中央)
富山県高岡市赤祖父７５２ 雇用期間の定めなし

157

158

159

161

162

リフトオペレーター 紙製品製造業

中越ロジスティクス 株式会社
富山県高岡市米島２８２番地 雇用期間の定めなし

臨床工学技士 病院

高岡市民病院
富山県高岡市宝町４番１号 雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

作業療法士 病院

高岡市民病院
富山県高岡市宝町４番１号 雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

土木施工管理 一般土木建築工事業

雄基工業 株式会社
富山県高岡市能町東３４番地 雇用期間の定めなし

整備士 自動車小売業

高岡ホンダ自販 株式会社(ＨｏｎｄａＣａｒｓ高岡中央)
富山県高岡市赤祖父７５２ 雇用期間の定めなし

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番地の１ 雇用期間の定めなし

訪問介護員(のむらサポートセンター)【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番地の１ 雇用期間の定めなし

介護支援専門員(二上万葉苑) 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番地の１ 雇用期間の定めなし

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

建築設計･監理 土木建築サービス業

株式会社 弘益建築設計事務所
富山県高岡市丸の内５－９ 雇用期間の定めなし

福祉指導員(生活支援員) 障害者福祉事業

特定非営利活動法人 工房ジョ･イン
富山県高岡市佐野新町１６６６ 雇用期間の定めなし

グループホーム支援員 障害者福祉事業

社会福祉法人 たかおか万葉福祉会
富山県高岡市滝新１５番地 雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

かたかご苑支援員 障害者福祉事業

社会福祉法人 たかおか万葉福祉会
富山県高岡市滝新１５番地 雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

かたかご苑支援員(日勤) 障害者福祉事業

社会福祉法人 たかおか万葉福祉会
富山県高岡市滝新１５番地 雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

163

166

167

168

170

181

175

176

177

179

180
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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)8時00分～17時00分 160,000円～240,000円 10
正社員 その他 1

0766-22-5333 実費支給（上限あり） 32 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　15,000円まで 16020- 8136701
不 問 2人 他 (1)7時00分～16時00分 167,000円～180,800円 91

正社員 その他 (2)10時00分～19時00分 55
0766-53-5665 (3)17時00分～10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- 8137801
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- 8138201
35歳以下 1人 月日祝 (1)12時00分～21時00分 200,000円～230,000円 16

正社員 毎　週 (2)10時00分～19時00分 9
0766-23-4409 実費支給（上限あり） 577 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 月額　50,000円まで 16020- 8139501
59歳以下 1人 日祝他 (1)8時00分～17時00分 160,000円～240,000円 32

正社員 その他 7
0766-22-5333 実費支給（上限あり） 32 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　15,000円まで 16020- 8140601
不 問 1人 日祝他 (1)8時30分～18時00分 172,000円～252,000円 3

正社員 その他 (2)8時30分～13時00分 3
0766-63-8148 実費支給（上限あり） 3 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　5,000円まで 16020- 8146201
40歳以下 2人 他 (1)9時45分～18時30分 185,000円～255,000円 12

正社員 その他 (2)10時15分～19時00分 3
042-796-6111 実費支給（上限あり） 623 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 月額　150,000円まで 13190- 5521201
59歳以下 1人 他 (1)8時30分～17時30分 205,400円～205,400円 20

正社員 その他 15
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 15010-23582101
不 問 1人 土日祝 (1)8時45分～17時00分 200,000円～250,000円 12

正社員以外 毎　週 (2)8時45分～17時40分 3
076-420-9601 実費支給（上限なし） 17 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16010-14370701
不 問 1人 他 (1)9時00分～18時00分 152,775円～189,402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） 305 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16010-14392901
不 問 1人 他 160,000円～240,000円 0

正社員 毎　週 0
080-9784-2710 なし 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 10時00分～22時30分の間の8時間 16010-14407101
69歳以下 1人 土日他 (1)8時30分～17時00分 145,125円～145,125円 41

正社員以外 毎　週 34
076-421-9330 実費支給（上限あり） 1850 雇用・労災・健康・厚生

請負 高岡市 月額　10,000円まで 16010-14428201
59歳以下 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- 6677701
18歳～59歳 2人 他 (1)10時00分～19時00分 205,000円～350,000円 10

正社員 その他 (2)12時00分～21時00分 7
03-3246-5515 (3)14時00分～23時00分 実費支給（上限あり） 410 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 10時00分～23時30分の間の8時間 月額　20,000円まで 13010-71345001
不 問 1人 他 (1)8時45分～18時00分 172,000円～172,000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） 3355 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　20,000円まで 15040- 5634901
不 問 1人 土日祝他 (1)8時00分～17時00分 210,000円～330,000円 1

無期雇用派遣労働者 毎　週 1
076-420-7330 実費支給（上限あり） 27 雇用・労災・健康・厚生

派遣 高岡市 月額　20,000円まで 16010-14141601
不 問 1人 日他 (1)8時20分～17時10分 210,000円～330,000円 1

無期雇用派遣労働者 毎　週 1
076-420-7330 実費支給（上限あり） 27 雇用・労災・健康・厚生

派遣 高岡市 月額　20,000円まで 16010-14143101
64歳以下 1人 他 (1)9時30分～18時30分 180,000円～180,000円 3

正社員 その他 (2)10時30分～19時30分 2
076-493-0200 (3)12時00分～21時00分 実費支給（上限あり） 25 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　30,000円まで 16010-14204001
44歳以下 2人 日祝他 (1)8時00分～17時00分 162,000円～180,000円 21

正社員 その他 12
0766-20-3305 実費支給（上限あり） 21 雇用・労災・健康・厚生

請負 高岡市 月額　15,000円まで 16060- 1295001

特別養護老人ホームの介護職 充実の手当･研修･評価制度 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

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）

営業(鉄筋､フェンス､金網製品等の販売) 建築材料卸売業

高岡金網 株式会社
富山県高岡市昭和町３－１－１３ 雇用期間の定めなし

歯科衛生士 歯科診療所

山下歯科クリニック
富山県高岡市戸出町６丁目５－４３ 雇用期間の定めなし

自動車営業(店頭)国産･輸入中古車･新車／高岡店 自動車小売業

株式会社 ケーユー
東京都町田市鶴間８－１７－１ 雇用期間の定めなし

アミティー児童英語インストラクター／正社員 学習塾

株式会社アミティー 高岡校
富山県高岡市芳野１７８  ＦＩＳＴＡ芳野１Ｆ 雇用期間の定めなし

各種金網製造 建築材料卸売業

高岡金網 株式会社
富山県高岡市昭和町３－１－１３ 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）

店長候補(アラピア内リラクゼーションサロン) 教養・技能教授業

株式会社 日本総合療術 元町トレーニングジム
富山県富山市町村１丁目１８９－２ 雇用期間の定めなし

サービス提供責任者 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

営業業務 各種物品賃貸業

富山ファースト･リース 株式会社
富山県富山市掛尾町６２６番地 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) 他に分類されない小売業

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）

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

院内清掃(厚生連高岡病院)＊土日お休み 建物サービス業

アルコット 株式会社
富山県富山市二口町３丁目５番地－５ 雇用期間の定めなし

販売スタッフ(ナンファ イオンモール高岡店) 他に分類されない小売業

株式会社 ＦＩＴ(フィット)
富山県富山市総曲輪４－６－１５ Ｕビル３階 雇用期間の定めなし

梱包作業員 金属素形材製品製造業

有限会社 田中製作所
富山県氷見市十二町２５－１ 雇用期間の定めなし

医療医薬品に関わる品質管理業務(理化学試験､培養試験) 他に分類されない事業サービス業

株式会社 日本テクニカル･サポート
富山県富山市西田地方町３丁目８番２２号 雇用期間の定めなし

医療医薬品に関する分析業務(理化学試験) 他に分類されない事業サービス業

株式会社 日本テクニカル･サポート
富山県富山市西田地方町３丁目８番２２号 雇用期間の定めなし

ゴーゴーカレーストアマネージャー(店長または店長候補) 専門料理店

株式会社ゴーゴーカレーグループ
東京都千代田区大手町二丁目６番２号 日本ビル３階 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 2人 他 (1)10時00分～19時00分 180,000円～371,000円 7
正社員 毎　週 (2)11時00分～20時00分 3

076-291-4000 実費支給（上限あり） 85 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 12時00分～21時00分の間の8時間 月額　27,000円まで 17010-16764901
64歳以下 1人 日祝他 (1)10時00分～19時00分 210,000円～250,000円 6

正社員 毎　週 6
076-294-3356 実費支給（上限あり） 480 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　20,000円まで 17080- 6580801
64歳以下 1人 日祝他 (1)10時00分～19時00分 195,000円～195,000円 6

正社員 毎　週 6
076-294-3356 実費支給（上限あり） 480 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　20,000円まで 17080- 6584301
18歳以上 1人 他 201,500円～220,000円 17

正社員 その他 9
076-294-3356 実費支給（上限あり） 480 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 9時00分～2時00分の間の8時間程度 月額　20,000円まで 17080- 6599201
59歳以下 2人 日祝他 (1)8時30分～17時15分 200,000円～400,000円 5

正社員 その他 0
06-6969-3001 実費支給（上限なし） 70 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 27010-38399601
不 問 1人 他 (1)9時00分～19時30分 300,000円～380,000円 3

正社員 その他 1
072-685-0767 実費支給（上限あり） 1440 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　20,000円まで 27150-12260601
不 問 1人 他 (1)9時00分～19時30分 250,000円～300,000円 3

正社員 その他 1
072-685-0767 実費支給（上限あり） 1440 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　20,000円まで 27150-12261901
不 問 1人 他 (1)9時00分～19時30分 300,000円～380,000円 3

正社員 その他 1
072-685-0767 実費支給（上限あり） 1440 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　20,000円まで 27150-12263401
不 問 1人 他 (1)9時00分～19時30分 250,000円～300,000円 3

正社員 その他 1
072-685-0767 実費支給（上限あり） 1440 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　20,000円まで 27150-12264701
不 問 1人 他 (1)10時00分～19時00分 155,000円～245,000円 3

正社員 その他 (2)12時00分～21時00分 3
083-974-0585 実費支給（上限あり） 280 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　50,000円まで 35010- 6575301
不 問 1人 土日祝他 (1)8時20分～17時10分 204,597円～212,467円 3

有期雇用派遣労働者 毎　週 3
076-431-6611 実費支給（上限なし） 978 雇用・労災・健康・厚生

派遣 高岡市 16010-13969501
33歳以下 1人 日他 (1)8時30分～18時30分 201,000円～273,200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 16010-14031401
不 問 1人 日祝他 (1)7時00分～16時00分 200,000円～232,000円 0

正社員以外 毎　週 0
076-425-8410 実費支給（上限あり） 18348 雇用・労災・健康・厚生

請負 高岡市 月額　30,000円まで 16010-14038601
34歳以下 1人 他 (1)9時30分～18時30分 193,021円～193,021円 4

正社員 毎　週 (2)13時00分～22時00分 1
076-422-7340 実費支給（上限あり） 30 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　50,000円まで 16010-14082801
18歳～59歳 2人 日祝他 (1)22時00分～5時00分 200,000円～380,000円 15

正社員 その他 (2)8時00分～17時00分 0
0763-62-1221 実費支給（上限なし） 95 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16050- 3512201
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 9時00分～0時00分の間の7時間 16060- 1275701
34歳以下 1人 日祝 (1)8時15分～17時00分 208,200円～266,000円 4

正社員 その他 (2)8時15分～12時00分 1
076-237-7211 実費支給（上限なし） 87 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 17010-16590801
35歳以下 1人 日祝他 (1)9時00分～17時45分 192,866円～249,908円 24

正社員 その他 4
076-240-2266 実費支給（上限あり） 467 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 月額　50,000円まで 17010-16634601
不 問 1人 日祝他 (1)9時00分～17時45分 183,485円～237,518円 8

正社員以外 その他 1
076-240-2266 実費支給（上限あり） 467 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　50,000円まで 17010-16636101
18歳以上 2人 土日 (1)8時00分～17時00分 176,000円～220,000円 4

正社員 毎　週 0
076-288-7131 一定額 40 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 日額　500円まで 17011- 1372201

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

222

223

224

226

227

228

230

231

232

234

交通誘導警備員 警備業

株式会社 アドバンスサービス 石川営業所
石川県河北郡津幡町字北中条ラ２９番地２ パル駅前２０２号室

雇用期間の定めなし

営業 産業機械器具卸売業

株式会社 キョ－･エイ
石川県金沢市問屋町３丁目１０番地 雇用期間の定めなし

営業(高岡営業所) 電気機械器具卸売業

ホシザキ北信越株式会社
石川県金沢市松島２丁目２６番地 雇用期間の定めなし

契約社員 営業(高岡営業所) 電気機械器具卸売業

ホシザキ北信越株式会社
石川県金沢市松島２丁目２６番地 雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

富山県富山市黒瀬北町２丁目３番６号 雇用期間の定めなし

軌道作業者 一般土木建築工事業

中越興業 株式会社
富山県南砺市野口８００ 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

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

栄養士又は調理師(アステラスファーマテック(株)高岡工場 その他の飲食料品小売業

株式会社 魚国総本社 北陸支社
富山県富山市西大泉１２番地１０号 雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

販売員(中好堂) スポーツ用品・がん具・娯楽用品・
楽器小売業有限会社 シャトル

医薬品に係わる理化学試験 労働者派遣業

ＷＤＢ 株式会社 富山支店
富山県富山市桜橋通り１－１８ 北日本桜橋ビル７Ｆ 雇用期間の定めあり

（４ヶ月未満）

理容師(店長候補：高岡駅南店)【３９４５－１】 理容業

株式会社 カットツイン
大阪府高槻市芥川町１丁目７－２６ カワノビル５階 雇用期間の定めなし

理容師(中習･顔剃り：高岡駅南店)【３９４５－２】 理容業

株式会社 カットツイン
大阪府高槻市芥川町１丁目７－２６ カワノビル５階 雇用期間の定めなし

エステティシャン(ＶＡＮ－ＶＥＡＬ高岡店) 美容業

株式会社 ビ･メーク
山口県山口市小郡花園町５番３号 雇用期間の定めなし

石川県野々市市横宮町１４－３０ 河端ビル２階 雇用期間の定めなし

設計･開発 表面処理鋼材製造業

ＭＨ工業株式会社
大阪府大阪市鶴見区今津北１丁目６－２７ 雇用期間の定めなし

理容師(店長候補：高岡店)【３９４０－１】 理容業

株式会社 カットツイン
大阪府高槻市芥川町１丁目７－２６ カワノビル５階 雇用期間の定めなし

理容師(中習･顔剃り：高岡店)【３９４０－２】 理容業

株式会社 カットツイン
大阪府高槻市芥川町１丁目７－２６ カワノビル５階 雇用期間の定めなし

ソフトバンクショップでの窓口業務(受付事務･販売) 電気機械器具卸売業

ダイワ通信株式会社
石川県金沢市入江２丁目１８０ 雇用期間の定めなし

エステティシャン(経験者)高岡店 食堂，レストラン

株式会社 アース
石川県野々市市横宮町１４－３０ 河端ビル２階 雇用期間の定めなし

エステティシャン(未経験者)高岡店 食堂，レストラン

株式会社 アース
石川県野々市市横宮町１４－３０ 河端ビル２階 雇用期間の定めなし

かつやホール･キッチンスタッフ(富山県) 食堂，レストラン

株式会社 アース
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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00分～17時00分 220,780円～312,060円 34
正社員 その他 5

0577-32-1230 実費支給（上限あり） 1100 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　14,300円まで 21040- 4259001
18歳～45歳 1人 日祝他 (1)17時00分～2時00分 320,780円～422,680円 34

正社員 その他 5
0577-32-1230 実費支給（上限あり） 1100 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　14,300円まで 21040- 4260901
18歳以上 1人 日祝他 (1)17時00分～2時00分 320,780円～403,780円 34

正社員以外 その他 5
0577-32-1230 実費支給（上限あり） 1100 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　14,300円まで 21040- 4261101
35歳～54歳 3人 日他 (1)8時00分～17時00分 200,000円～350,000円 6

正社員 その他 1
06-6412-7746 実費支給（上限あり） 6 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　20,000円まで 28030- 9152801
40歳以下 1人 日祝他 (1)8時00分～17時00分 194,000円～338,000円 2

正社員 その他 1
0276-46-1111 実費支給（上限あり） 335 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 月額　10,000円まで 10050- 5203301
18歳～40歳 5人 他 (1)9時00分～18時30分 200,000円～404,500円 2500

正社員 その他 (2)11時00分～20時30分 1256
0254-24-4344 (3)13時10分～22時10分 実費支給（上限あり） 2773 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　20,000円まで 15060- 4813101
45歳以下 1人 他 (1)8時00分～17時00分 230,000円～421,000円 10

正社員 その他 (2)11時30分～20時30分 7
0256-66-1100 実費支給（上限あり） 3180 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　50,000円まで 15110- 4030201
45歳以下 1人 他 (1)8時00分～17時30分 195,400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） 3180 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　50,000円まで 15110- 4044401
61歳以下 1人 日祝他 (1)8時00分～17時00分 200,900円～266,000円 2

正社員 その他 1
076-238-1313 実費支給（上限あり） 426 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　15,000円まで 17010-16234501
不 問 1人 他 (1)5時00分～14時00分 156,240円～190,960円 4

正社員以外 毎　週 (2)9時30分～18時30分 3
076-222-9908 実費支給（上限なし） 46545 雇用・労災・健康・厚生

請負 高岡市 17010-16347701
不 問 1人 他 (1)5時00分～14時00分 164,920円～173,600円 7

正社員以外 毎　週 (2)6時30分～15時30分 7
076-222-9908 (3)10時40分～19時40分 実費支給（上限なし） 46545 雇用・労災・健康・厚生

請負 高岡市 17010-16348801
18歳～34歳 15人 他 (1)8時30分～17時00分 232,000円～321,000円 10

正社員 その他 (2)16時00分～0時30分 3
0776-21-5743 (3)12時00分～20時30分 実費支給（上限あり） 300 雇用・労災・健康・厚生・財形

射水市･高岡市 8時30分～0時30分の間の7時間程度 月額　18,000円まで 18010-12519301
45歳以下 1人 日祝他 (1)8時00分～17時30分 167,500円～225,100円 68

正社員 その他 6
0575-22-7316 実費支給（上限あり） 2000 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 月額　14,600円まで 21060- 2852301
59歳以下 2人 他 (1)8時30分～17時15分 220,000円～299,200円 11

正社員 その他 5
072-952-3667 実費支給（上限なし） 6000 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 27120- 8901201
59歳以下 2人 他 (1)8時00分～17時00分 220,000円～352,000円 9

正社員 その他 3
072-952-3667 実費支給（上限なし） 6000 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 27120- 9346601
18歳～39歳 5人 他 168,000円～211,500円 16

正社員 その他 10
092-686-5902 実費支給（上限あり） 1282 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 0時00分～23時59分の間の8時間程度 月額　50,000円まで 40010-42598401
18歳～39歳 5人 他 168,000円～211,500円 16

正社員 その他 10
092-686-5902 実費支給（上限あり） 1282 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 0時00分～23時59分の間の8時間程度 月額　50,000円まで 40010-42602101
18歳～39歳 5人 他 168,000円～211,500円 26

正社員 その他 20
092-686-5902 実費支給（上限あり） 1282 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 0時00分～23時59分の間の8時間程度 月額　50,000円まで 40010-42740401
18歳～39歳 5人 他 168,000円～211,500円 26

正社員 その他 20
092-686-5902 実費支給（上限あり） 1282 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 0時00分～23時59分の間の8時間程度 月額　50,000円まで 40010-42743201

256

258

259

260

261

239

241

242

243

244

245

247

248

249

250

252

255

福岡県福岡市博多区上牟田１－１９－２１ 雇用期間の定めなし

237

238

ほっともっと 店舗マネージャー(総合職)／富山 その他の飲食料品小売業

株式会社 プレナス
福岡県福岡市博多区上牟田１－１９－２１ 雇用期間の定めなし

ほっともっと 店舗マネージャー(地域総合職)／富山 その他の飲食料品小売業

株式会社 プレナス
福岡県福岡市博多区上牟田１－１９－２１ 雇用期間の定めなし

やよい軒(プレナス)店舗マネージャー(総合職)／富山 その他の飲食料品小売業

株式会社 プレナス
福岡県福岡市博多区上牟田１－１９－２１ 雇用期間の定めなし

やよい軒(プレナス)店舗マネージャー(地域総合職)／富山 その他の飲食料品小売業

株式会社 プレナス

美容師「美容プラージュ高岡店」 理容業

阪南理美容 株式会社   (店名：プラージュ)
大阪府藤井寺市春日丘３－１２－１ 雇用期間の定めなし

理容師「理容プラージュ高岡店」 理容業

阪南理美容 株式会社   (店名：プラージュ)
大阪府藤井寺市春日丘３－１２－１ 雇用期間の定めなし

物流管理業務(高岡営業所) 一般貨物自動車運送業

濃飛西濃運輸 株式会社
岐阜県関市池田町１ 雇用期間の定めなし

石川県金沢市湊４丁目７０番地 雇用期間の定めなし

調理員(特別養護老人ホームかがやき) その他の飲食料品小売業

日清医療食品株式会社 近畿支店北陸営業所
石川県金沢市西念３丁目１１番３４号 雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

調理員(あさなぎ病院) その他の飲食料品小売業

日清医療食品株式会社 近畿支店北陸営業所
石川県金沢市西念３丁目１１番３４号 雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

総合職(店舗管理)(富山県) 遊戯場

クァトロブーム 株式会社
福井県福井市文京４丁目２６－２ 雇用期間の定めなし

幹部候補社員(高岡店)〔店長･ＳＶ候補〕 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

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

店番(伝票整理及び車の洗車等含む) 産業用機械器具賃貸業

城西運輸機工株式会社

塗装現場管理者(幹部候補)(氷河期世代限定求人) 塗装工事業

株式会社 塗装工業 甲芸社
兵庫県尼崎市崇徳院２丁目４２－５ 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

販売員(店長候補／富山を含む全国) 機械器具小売業

株式会社 ハードオフコーポレーション
新潟県新発田市新栄町３－１－１３ 雇用期間の定めなし

総合職(高岡･正社員) 一般貨物自動車運送業

飛騨運輸 株式会社
岐阜県高山市上岡本町１－５０ 雇用期間の定めなし

路線ドライバー職(高岡･正社員) 一般貨物自動車運送業

飛騨運輸 株式会社
岐阜県高山市上岡本町１－５０ 雇用期間の定めなし

路線ドライバー職(高岡･準社員) 一般貨物自動車運送業

飛騨運輸 株式会社
岐阜県高山市上岡本町１－５０ 雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）
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