
【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

44歳以下 2人 日祝他 (1)8時30分～17時30分 170,000円～175,000円 29
正社員 その他 23

0766-24-5731 実費支給（上限あり） 29 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　6,200円まで 16020- 9752301
不 問 1人 日祝他 237,500円～250,000円 10

正社員 その他 1
0766-25-3853 実費支給（上限あり） 10 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 8時00分～0時00分の間の8時間程度 月額　5,000円まで 16020- 9757701
59歳以下 2人 土日祝 (1)8時15分～17時00分 143,100円～144,690円 32

正社員 毎　週 (2)7時30分～16時15分 32
0766-29-2887 (3)7時45分～16時30分 実費支給（上限あり） 90768 雇用・労災・健康・厚生

請負 高岡市 月額　50,000円まで 16020- 9758801
40歳以下 1人 日祝他 (1)8時30分～17時30分 200,000円～275,000円 8

正社員 その他 6
0766-25-7799 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- 9769501
35歳以下 1人 日祝他 (1)8時30分～17時30分 200,000円～275,000円 8

正社員 その他 6
0766-25-7799 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- 9770601
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- 9773401
39歳以下 1人 日祝他 (1)8時30分～17時45分 170,000円～240,000円 23

正社員 その他 9
0766-21-0955 実費支給（上限あり） 30 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　23,000円まで 16020- 9776201
不 問 1人 日他 (1)8時30分～17時00分 180,000円～185,000円 30

正社員 その他 18
0766-64-6100 実費支給（上限なし） 30 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 9720901
30歳以下 1人 日祝他 (1)8時00分～17時00分 145,000円～220,000円 73

正社員 その他 20
0766-22-4545 実費支給（上限あり） 73 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 月額　11,000円まで 16020- 9724801
不 問 1人 土日祝他 (1)8時00分～17時00分 175,000円～200,000円 23

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

高岡市 月額　10,000円まで 16020- 9734501
64歳以下 1人 日祝他 (1)7時55分～17時25分 148,000円～160,000円 30

正社員 その他 (2)7時55分～16時55分 11
0766-91-8122 実費支給（上限なし） 83 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 9738901
18歳以上 1人 他 (1)4時00分～13時00分 194,000円～230,000円 57

正社員 その他 (2)7時00分～16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- 9745601
不 問 2人 日祝他 (1)8時00分～17時00分 180,000円～350,000円 40

正社員 その他 6
0766-22-2206 実費支給（上限あり） 40 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 月額　11,300円まで 16020- 9747101
不 問 2人 日祝他 (1)8時00分～17時00分 250,000円～350,000円 40

正社員 その他 6
0766-22-2206 実費支給（上限あり） 40 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 月額　11,300円まで 16020- 9748401
59歳以下 1人 土日祝他 (1)8時30分～17時00分 200,000円～240,000円 10

正社員 毎　週 5
0766-25-0980 実費支給（上限なし） 10 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 9749701
不 問 1人 日祝他 (1)8時15分～17時00分 145,530円～145,530円 34

正社員以外 その他 21
0766-24-5111 なし 34 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 9760001
不 問 2人 日祝他 (1)8時00分～17時00分 220,000円～286,000円 18

正社員 その他 3
0766-22-2130 なし 18 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020- 9684101

ゴルフ場の芝管理作業

鉄工／溶接工／製缶工

プレス作業

富山県高岡市長慶寺７７７－３ 雇用期間の定めなし

事業所名

事業所所在地

営業 電気工事業

商品管理(入出庫作業) 家具・建具・じゅう器等卸売業

株式会社 イモト

建設用・建築用金属製品製造業

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

富山県高岡市佐野１５１４

情報通信業務 電気工事業

株式会社サンシステム
富山県高岡市佐野１５１４

雇用期間の定めなし

株式会社サンシステム

医療事務(正社員)【富山県済生会高岡病院】 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

各種商品卸売業

株式会社 フジモリ

トラック運転手

雇用期間の定めなし

富山県高岡市四屋１５７ 雇用期間の定めなし

職  種

12

2

10

11

置時計･掛け時計(クロック)など製品の組立･検査･箱入れ 時計・同部分品製造業

株式会社 タカタレムノス
富山県高岡市早川５１１ 雇用期間の定めなし

長距離運転手 一般貨物自動車運送業

ホクリク物流運輸 株式会社

雇用期間の定めなし

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

ネットショップ運営スタッフ

富山県高岡市北島１８６番地 雇用期間の定めなし

富山県高岡市福岡町土屋３１７

富山県高岡市宮田町９－１６

コンクリート製品製造工 セメント・同製品製造業

林コンクリート工業 株式会社

富山県高岡市醍醐２９０

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

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

切断作業の手元及び検査 建設用・建築用金属製品製造業

株式会社 丸協
富山県高岡市佐加野４３４

鉄骨・鉄筋工事業

株式会社 和田鉄工建設
富山県高岡市出来田１４番地

建設現場の現場員(現場監督･監理者) 鉄骨・鉄筋工事業

株式会社 和田鉄工建設

雇用期間の定めなし

金属素形材製品製造業

高金工業 株式会社

雇用期間の定めなし

富山県高岡市出来田１４番地

木製パレット、木枠、木箱の運搬 他に分類されない製造業

有限会社 黒川商事
富山県高岡市野村１６０３－１

雇用期間の定めなし

４ｔ･１０ｔ車の運転手、運搬、近距離のお仕事、構内作業 再生資源卸売業

株式会社 秋元商店
富山県高岡市内免２－４－８ 雇用期間の定めなし
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雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし
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59歳以下 1人 土日祝他 (1)8時30分～17時30分 180,000円～250,000円 19
正社員 毎　週 4

0766-25-6097 実費支給（上限あり） 19 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 月額　10,000円まで 16020- 9685401
59歳以下 1人 土日祝他 (1)8時30分～17時30分 180,000円～350,000円 19

正社員 毎　週 4
0766-25-6097 実費支給（上限あり） 19 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 月額　10,000円まで 16020- 9686701
不 問 2人 日祝他 (1)8時10分～17時15分 150,000円～158,000円 19

正社員以外 その他 14
0766-23-4324 実費支給（上限あり） 19 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　10,000円まで 16020- 9698001
59歳以下 1人 日祝 (1)8時00分～17時00分 200,000円～250,000円 46

正社員 その他 20
0766-84-4111 実費支給（上限あり） 48 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　20,000円まで 16020- 9702001
59歳以下 1人 日祝 (1)8時30分～17時30分 158,400円～180,000円 29

正社員 その他 (2)8時30分～13時30分 17
0766-22-1846 実費支給（上限あり） 70 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　4,200円まで 16020- 9703301
59歳以下 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- 9707401
59歳以下 2人 他 (1)9時00分～18時00分 199,000円～273,000円 77

正社員 その他 (2)7時00分～16時00分 66
0766-22-3719 (3)9時30分～18時30分 実費支給（上限あり） 180 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 月額　16,000円まで 16020- 9712901
40歳以下 1人 土日他 (1)8時10分～16時55分 190,000円～220,000円 85

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

高岡市 16020- 9717201
29歳以下 1人 日祝他 (1)9時00分～17時45分 156,000円～156,000円 7

正社員 その他 0
076-441-1331 実費支給（上限あり） 290 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　50,000円まで 16010-16747901
18歳以上 2人 他 (1)22時00分～7時00分 190,000円～210,000円 23

正社員以外 毎　週 (2)0時00分～9時00分 11
03-6833-5064 実費支給（上限なし） 45183 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 22時00分～9時00分の間の8時間程度 13040-88885001
不 問 20人 日他 (1)8時00分～17時00分 175,000円～600,000円 3

正社員 毎　週 0
090-6583-1037 実費支給（上限あり） 3 雇用・労災・健康・厚生

請負 高岡市 月額　10,000円まで 16050- 4258901
20歳～44歳 1人 他 (1)9時00分～18時00分 212,500円～280,000円 20

正社員 毎　週 (2)11時00分～20時00分 20
03-5433-1030 (3)12時45分～21時45分 実費支給（上限あり） 9700 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　40,000円まで 13070-56818501
不 問 20人 日祝 (1)8時00分～17時00分 168,000円～420,000円 2

正社員 その他 1
076-233-4477 なし 3 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 17010-19494901
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土木設計

富山県高岡市野村２８４－１ 雇用期間の定めなし

土木建築サービス業

株式会社 建成コンサルタント

雇用期間の定めなし

設計補助(ＣＡＤ) 土木建築サービス業

株式会社 建成コンサルタント
富山県高岡市野村２８４－１

小物セット作業(塗装前) 鉄素形材製造業

有限会社 川津工芸

職業指導員(ほまれの家佐野) 障害者福祉事業

株式会社 ＫＫ
富山県高岡市三女子３７－１

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

富山県高岡市長慶寺９１３

ドライバー 中型車以上 製材業，木製品製造業

柴木材 株式会社
富山県高岡市堀岡又新４５番地－１

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

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

機械加工オペレーター 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

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

富山県高岡市美幸町２丁目１番２８号

看護師(正･准)【丹保病院】≪２交替制≫ 病院

医療法人社団 桑山会
富山県高岡市大坪町１－１－３

雇用期間の定めなし

調剤アシスタント(高岡･砺波エリア) 医薬品・化粧品小売業

チューリップ調剤 株式会社

接客･調理／高岡中曽根店 食堂，レストラン

株式会社 すき家
東京都港区港南二丁目１８番１号 ＪＲ品川イーストビル５階 雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

富山県富山市新桜町２番２１号ＭＫＤ９富山ビル５階 雇用期間の定めなし

一般土木建築工事業

合同会社テクノリバイブ
富山県南砺市細野２５５ 雇用期間の定めなし

除草作業員 除雪機オペレーター 除雪作業員 自動車小売業

有限会社 ガレージボス

電気作業

石川県金沢市出雲町イ４５４番地

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

カルディコーヒーファームでの販売 イオンモール高岡店 各種食料品小売業

株式会社キャメル珈琲
東京都世田谷区代田２－３１－８
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