
【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 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 16020-10583201
59歳以下 1人 他 (1)8時00分～17時00分 183,000円～193,000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 16020-10585001
不 問 1人 日他 (1)8時00分～17時00分 220,000円～264,000円 8

正社員 その他 2
0766-24-0125 実費支給（上限あり） 8 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　8,000円まで 16020-10586301
不 問 1人 日他 (1)8時00分～17時00分 220,000円～264,000円 8

正社員 その他 2
0766-24-0125 実費支給（上限あり） 8 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　8,000円まで 16020-10587601
18歳～59歳 2人 日他 (1)8時00分～17時00分 166,000円～250,000円 185

正社員 その他 (2)17時00分～2時00分 25
0766-31-0021 (3)23時00分～8時00分 実費支給（上限なし） 260 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-10588901
18歳～44歳 2人 日他 (1)8時00分～17時00分 176,000円～260,000円 185

正社員 その他 (2)17時00分～2時00分 25
0766-31-0021 (3)23時00分～8時00分 実費支給（上限なし） 260 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-10589101
59歳以下 2人 土日他 (1)8時00分～17時00分 200,000円～300,000円 185

正社員 毎　週 25
0766-31-0021 実費支給（上限なし） 260 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-10590801
18歳～59歳 2人 日他 (1)8時00分～17時00分 166,000円～250,000円 185

正社員 その他 (2)17時00分～2時00分 25
0766-31-0021 (3)23時00分～8時00分 実費支給（上限なし） 260 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-10591201
59歳以下 2人 土日他 (1)8時00分～17時00分 166,000円～250,000円 185

正社員 毎　週 25
0766-31-0021 実費支給（上限なし） 260 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-10592501
59歳以下 2人 土日他 (1)8時00分～17時00分 166,000円～250,000円 185

正社員 毎　週 25
0766-31-0021 実費支給（上限なし） 260 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16020-10594301
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 16020-10606201
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 16020-10610101
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 16020-10611401
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 16020-10612701
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 16020-10613801
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 16020-10621801
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 16020-10622201
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 16020-10623501
59歳以下 2人 土日祝他 (1)8時30分～17時30分 250,000円～350,000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 16020-10626601

富山県高岡市西広上２４９

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

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

大型ダンプ運転手 採石業，砂・砂利・玉石採取業

大門土石 株式会社
富山県高岡市西広上２４９

自動車・同附属品製造業

ＢＢＳジャパン 株式会社

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

ＢＢＳジャパン 株式会社
アルミホイール機械加工

雇用期間の定めなし

富山県高岡市福田六家５２５番地

製造オペレーター 自動車・同附属品製造業

ＢＢＳジャパン 株式会社

音響設備工事、弱電技術者

機械工

溶接･組立工

富山県高岡市野村１１６９

富山県高岡市野村１１６９

17

18

職  種

12

3

4

10

11

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

プラント作業員 採石業，砂・砂利・玉石採取業

大門土石 株式会社

事業所名

事業所所在地

機械設備保全作業 自動車・同附属品製造業

ＢＢＳジャパン 株式会社
富山県高岡市福田六家５２５番地

アルミホイール仕上工 自動車・同附属品製造業

富山県高岡市福田六家５２５番地

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

設計補助 自動車・同附属品製造業

ＢＢＳジャパン 株式会社
富山県高岡市福田六家５２５番地

雇用期間の定めなし

富山県高岡市福田六家５２５番地

加工技術(治具設計とプログラム作成) 自動車・同附属品製造業

ＢＢＳジャパン 株式会社
富山県高岡市福田六家５２５番地

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

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

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

出荷･配送 建設用・建築用金属製品製造業

株式会社 フジエー

富山県高岡市野村１１６９

その他の専門サービス業

株式会社 アートエレクトロン

富山県高岡市四日市１２３番地８ 四日市工業団地内

カメラマン(男女)･映像技術者 その他の専門サービス業

株式会社 アートエレクトロン

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

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

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

19

20

21

22

5

6

7

8

9

16

23

24

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

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 2人 土日祝他 (1)8時30分～17時30分 250,000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 16020-10627901
59歳以下 1人 日祝他 (1)8時30分～17時30分 183,000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 16020-10628101
59歳以下 2人 土日祝他 (1)8時30分～17時30分 250,000円～350,000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 16020-10629401
59歳以下 1人 日祝他 (1)8時30分～17時30分 180,000円～250,000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 16020-10630201
不 問 1人 他 (1)7時30分～16時30分 170,000円～206,000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 16020-10631501
44歳以下 1人 日祝他 (1)8時30分～17時30分 186,000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 16020-10632001
不 問 1人 他 (1)7時30分～16時30分 191,000円～256,000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 16020-10633301
59歳以下 2人 日他 (1)8時00分～17時00分 220,000円～400,000円 7

正社員 その他 1
0766-64-1090 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 16020-10635901
59歳以下 1人 日他 (1)8時00分～17時00分 350,000円～400,000円 7

正社員 その他 1
0766-64-1090 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 16020-10636101
44歳以下 2人 日祝他 (1)8時15分～17時00分 230,000円～253,000円 8

正社員 その他 2
0766-21-3719 実費支給（上限あり） 8 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　15,000円まで 16020-10526201
不 問 1人 日祝他 (1)8時30分～17時00分 155,250円～179,400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 16020-10528001
64歳以下 1人 他 (1)8時00分～17時00分 173,500円～300,000円 60

正社員 その他 (2)13時00分～22時00分 51
0766-23-2301 (3)22時00分～8時00分 実費支給（上限あり） 18000 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　15,000円まで 16020-10532701
不 問 1人 土日祝他 (1)9時00分～18時00分 160,000円～200,000円 12

正社員以外 毎　週 1
0766-30-3533 実費支給（上限なし） 12 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-10534201
不 問 1人 土日祝他 (1)8時30分～17時30分 205,000円～235,400円 1

正社員 毎　週 1
0766-23-1607 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 16020-10547901
64歳以下 1人 日他 (1)8時00分～16時45分 166,000円～229,700円 86

正社員 毎　週 (2)9時00分～17時45分 69
0766-44-7370 実費支給（上限あり） 168 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　12,000円まで 16020-10550201
64歳以下 1人 他 (1)7時15分～16時00分 174,000円～229,800円 86

正社員 その他 (2)9時30分～18時15分 69
0766-44-7370 (3)16時00分～9時30分 実費支給（上限あり） 168 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　12,000円まで 16020-10551501
59歳以下 1人 日祝他 (1)8時00分～17時00分 200,000円～260,000円 110

正社員 その他 30
0766-31-0576 実費支給（上限あり） 110 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 月額　20,000円まで 16020-10561601

32

33

47

42

43

48

49

37

39

54

積算業務

設計業務

介護職員

営業

富山県高岡市角６０２－１
雇用期間の定めなし

富山県高岡市大野１７２
雇用期間の定めなし

富山県高岡市福岡町矢部 ５２４番の１
雇用期間の定めなし

フロントスタッフ(正社員)※広域職限定(全国転勤有)

ＣＡＤオペレーター

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

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

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

雇用期間の定めなし

富山県高岡市角６０２－１

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

土木建築サービス業

建設技研コンサルタンツ株式会社

製缶工 建設用・建築用金属製品製造業

株式会社 開発商事

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

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

現場管理者 土木工事業

有限会社 藤久

雇用期間の定めなし

富山県高岡市大野１７２

現場管理及び重機オペレーター 土木工事業

有限会社 藤久
富山県高岡市福岡町矢部 ５２４番の１

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

富山県高岡市長慶寺６９３
雇用期間の定めなし

旅館，ホテル

ルートインジャパン株式会社 ホテルルートイン高岡駅前

富山県高岡市下関町４－６３

キャリアコンサルタント(契約社員) ソフトウェア業

株式会社マーフィーシステムズ

雇用期間の定めなし

富山県高岡市岩坪２３－４
雇用期間の定めなし

配達 建築材料卸売業

株式会社 オーク

介護職 老人福祉・介護事業

社会福祉法人 永寿会

富山県高岡市丸の内１－４０ 高岡商工ビル 雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

富山県高岡市太田５８番地

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

富山県高岡市向野町５丁目１７番地

機能訓練指導員 老人福祉・介護事業

社会福祉法人 永寿会
富山県高岡市太田５８番地

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 タケシタ
富山県高岡市中保４８３

雇用期間の定めなし

27

28

29

30

31

25

26
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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 日他 (1)8時00分～17時00分 300,000円～350,000円 14
正社員 その他 2

0766-54-6418 なし 14 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-10562901
不 問 19人 他 (1)8時30分～17時15分 192,400円～259,000円 680

正社員以外 その他 (2)16時30分～1時15分 540
0766-23-0204 (3)0時30分～9時15分 実費支給（上限あり） 680 その他

高岡市 月額　55,000円まで 16020-10571101
59歳以下 1人 土日祝他 (1)9時00分～18時00分 210,000円～430,000円 12

正社員 毎　週 3
0766-24-8011 実費支給（上限なし） 14 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-10575201
不 問 1人 日祝他 (1)8時30分～17時45分 160,000円～230,000円 23

正社員以外 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 16020-10577001
不 問 1人 他 (1)8時00分～17時00分 148,000円～194,000円 25

正社員以外 毎　週 (2)9時00分～18時00分 20
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 16020-10480301
59歳以下 1人 土日祝他 (1)8時00分～17時00分 237,800円～242,000円 4

正社員 毎　週 1
0766-63-4340 実費支給（上限あり） 15 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　10,000円まで 16020-10485701
不 問 3人 土日祝 (1)8時30分～17時30分 200,000円～650,000円 4

正社員 毎　週 (2)8時00分～17時00分 2
0766-73-8071 実費支給（上限なし） 9 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16020-10488501
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 16020-10501001
59歳以下 3人 日祝他 (1)8時00分～17時10分 250,000円～450,000円 174

正社員 毎　週 37
0766-63-1100 実費支給（上限あり） 217 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　20,000円まで 16020-10503601
59歳以下 3人 日祝他 (1)8時00分～17時10分 200,000円～400,000円 174

正社員 毎　週 37
0766-63-1100 実費支給（上限あり） 217 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　20,000円まで 16020-10504901
59歳以下 2人 日祝他 (1)8時00分～17時10分 200,000円～400,000円 174

正社員 毎　週 37
0766-63-1100 実費支給（上限あり） 217 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　20,000円まで 16020-10507701
59歳以下 1人 他 (1)8時30分～17時30分 139,000円～140,000円 86

正社員 その他 (2)9時00分～18時00分 67
0766-22-5703 (3)8時30分～12時00分 実費支給（上限あり） 86 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　10,000円まで 16020-10518201
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 16020-10436701
62歳以下 1人 土日祝 (1)8時30分～17時30分 192,000円～222,000円 85

正社員 毎　週 64
0766-24-8800 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 16020-10445801

60

運送員(中型) 一般貨物自動車運送業

株式会社 眞永

富山県高岡市宝町４番１号

力覚センサの製造 その他の電気機械器具製造業

株式会社 ワコーテック
富山県高岡市二上町１２２番地 ものづくり研究開発センター１０２号

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

雇用期間の定めなし

看護師(正) 病院

高岡市民病院

富山県高岡市中保１３８８番地 モンテーニュ２ １０５号室
雇用期間の定めなし

切断工･粉砕 その他のプラスチック製品製造業

株式会社サンヨーポリマー 富山営業所
富山県高岡市戸出栄町１３番地

電気工事 建築材料卸売業

株式会社 東宏

雇用期間の定めなし

富山県高岡市大坪町３－５－１９

富山県高岡市醍醐１２５７番地 雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

ネットショップ運営スタッフ 各種商品卸売業

株式会社 フジモリ
富山県高岡市北島１８６番地

介護職員【だいごデイサービスセンター】(準職員) 老人福祉・介護事業

社会福祉法人 戸出福祉会

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

浴場清掃及び営繕管理(契約社員) 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

富山県高岡市戸出町１８７０番地
雇用期間の定めなし

機械加工オペレーター 金属加工機械製造業

キタムラ機械 株式会社

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

技術開発 金属加工機械製造業

キタムラ機械 株式会社
富山県高岡市戸出町１８７０番地

工作機械組立作業及び出荷作業 金属加工機械製造業

キタムラ機械 株式会社

雇用期間の定めなし

医療事務 病院

医療法人社団 紫水会 矢後病院

富山県高岡市戸出町１８７０番地
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

施設ケアマネジャー 老人福祉・介護事業

社会福祉法人 あかね会

富山県高岡市佐野１５３５番地
雇用期間の定めなし

富山県高岡市角５６１番地
雇用期間の定めなし

富山県高岡市宮田町９－１６
雇用期間の定めなし

76

67

69

70

55

58

59

64

61

63

80

82

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

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 16020-10446201
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 16020-10450101
不 問 1人 他 (1)8時00分～17時00分 236,000円～236,000円 58

正社員 その他 (2)8時30分～17時30分 44
0766-26-0311 実費支給（上限あり） 115 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　20,000円まで 16020-10451401
59歳以下 3人 他 (1)9時00分～18時00分 240,000円～270,000円 4

正社員 毎　週 1
0766-26-6900 実費支給（上限あり） 80 雇用・労災・健康・厚生・財形

請負 高岡市 月額　10,000円まで 16020-10452701
40歳以下 1人 日他 (1)8時00分～17時00分 170,000円～250,000円 9

正社員 その他 2
0766-24-2330 実費支給（上限あり） 9 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　5,000円まで 16020-10453801
不 問 2人 日祝他 (1)8時15分～17時15分 250,000円～330,000円 4

正社員 その他 (2)8時30分～17時15分 1
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 16020-10456001
64歳以下 2人 他 (1)7時50分～16時00分 198,000円～205,000円 160

正社員 その他 (2)15時50分～23時00分 40
0766-26-0212 (3)22時50分～8時00分 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 16020-10457301
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 16020-10458601
59歳以下 1人 他 (1)8時00分～17時00分 170,000円～220,000円 3

正社員 その他 (2)9時00分～18時00分 1
0766-24-0420 (3)11時00分～19時00分 実費支給（上限あり） 10 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 月額　5,000円まで 16020-10463501
不 問 1人 日祝他 (1)8時00分～17時00分 170,000円～240,000円 7

正社員 その他 0
0766-23-6194 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 16020-10464001
59歳以下 1人 日祝他 (1)8時30分～18時30分 150,000円～180,000円 16

正社員 その他 (2)8時30分～17時00分 16
0766-27-3311 (3)14時30分～18時30分 実費支給（上限あり） 16 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　14,300円まで 16020-10466601
59歳以下 1人 他 (1)5時30分～14時00分 143,000円～146,000円 147

正社員 その他 (2)10時30分～19時00分 112
0766-23-3737 実費支給（上限あり） 229 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　20,000円まで 16020-10470201
不 問 1人 日祝他 (1)8時00分～17時00分 180,000円～240,000円 7

正社員 その他 0
0766-23-6194 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 16020-10471501
59歳以下 1人 日祝他 (1)8時00分～17時10分 250,000円～450,000円 174

正社員 毎　週 37
0766-63-1100 実費支給（上限あり） 217 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　20,000円まで 16020-10472001
62歳以下 1人 日祝他 (1)8時00分～17時00分 170,000円～230,000円 29

正社員 その他 10
0766-82-6281 実費支給（上限あり） 90 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 月額　8,000円まで 16020-10473301

94

95

96

97

98

99

一般事務 製材業，木製品製造業

株式会社アプト･シンコー
富山県高岡市堀岡又新１６番地

雇用期間の定めなし

富山県高岡市下伏間江５７２番地
雇用期間の定めなし

調理員(川田病院) 病院

医療法人社団 あずさ会
富山県高岡市京町８－１

雇用期間の定めなし

塗装及び出荷作業 鉄素形材製造業

株式会社 大昇
富山県高岡市岩坪１０７２

雇用期間の定めなし

総務･労務･人事 金属加工機械製造業

キタムラ機械 株式会社
富山県高岡市戸出町１８７０番地

雇用期間の定めなし

鋳物工(中子) 鉄素形材製造業

株式会社 大昇
富山県高岡市岩坪１０７２

雇用期間の定めなし

医療事務 一般診療所

医療法人社団 あいゆう会 あいＡＲＴクリニック

87

88

89

90

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

雇用期間の定めなし

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

雇用期間の定めなし

その他の各種商品小売業

株式会社 グローバルセレクション 高岡営業所
富山県高岡市昭和町１丁目２番１０号高岡ケーブルネットワーク株式会社内

営業見習 その他の職別工事業

北陸防水 株式会社

雇用期間の定めなし

看護職員(正看護師)【福祉コミュニティ高岡あいの風】 老人福祉・介護事業

社会福祉法人 あいの風福祉会
富山県高岡市内免５丁目５０番１

雇用期間の定めなし

看護職員 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

燃料小売業

有限会社 金田石油店
富山県高岡市宮田町１番１号

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

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

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

ガソリンスタンド一般業務

農薬製剤品の製造及び充填

ルート営業(ＣＡＴＶの各種サービスのＰＲ)

富山県高岡市井口本江８２－２

営業(本店または砺波営業所)

介護職員【あさひ苑】

91

93

86

83

85
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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30分～17時30分 180,000円～300,000円 185
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 16020-10474601
18歳～59歳 2人 他 (1)8時40分～8時39分 185,600円～191,200円 55

正社員 その他 (2)7時20分～16時00分 8
0766-26-0015 (3)8時40分～17時20分 実費支給（上限あり） 1604 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　20,000円まで 16020-10475901
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 16020-10476101
44歳以下 2人 日祝他 (1)8時00分～17時00分 150,000円～190,000円 111

正社員 その他 15
0766-25-7050 実費支給（上限あり） 126 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　18,000円まで 16020-10477401
不 問 1人 他 (1)8時00分～17時00分 146,000円～192,000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 16020-10364701
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 16020-10365801
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 16020-10366201
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 16020-10367501
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 16020-10368001
59歳以下 1人 日祝他 (1)9時00分～18時30分 190,000円～300,000円 9

正社員 その他 5
0766-31-1010 実費支給（上限あり） 9 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　10,000円まで 16020-10370101
59歳以下 1人 土日他 (1)8時10分～17時00分 200,000円～300,000円 54

正社員 毎　週 12
0766-63-7000 実費支給（上限あり） 64 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　20,000円まで 16020-10374201
59歳以下 2人 日祝他 (1)8時00分～17時00分 203,280円～323,400円 0

正社員 その他 0
0766-25-3319 実費支給（上限あり） 0 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　10,000円まで 16020-10377301
44歳以下 1人 日祝他 (1)8時30分～17時30分 185,500円～300,000円 57

正社員 その他 17
0766-22-0566 実費支給（上限あり） 57 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 月額　12,000円まで 16020-10380701
44歳以下 1人 日祝他 (1)8時30分～17時30分 185,500円～300,000円 57

正社員 その他 17
0766-22-0566 実費支給（上限あり） 57 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 月額　12,000円まで 16020-10381801
59歳以下 1人 日祝他 (1)8時15分～17時15分 150,000円～150,000円 22

正社員 毎　週 8
0766-64-5445 実費支給（上限あり） 22 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　10,000円まで 16020-10384001
44歳以下 1人 日祝他 (1)8時30分～17時30分 185,500円～300,000円 20

正社員 その他 8
0766-22-0707 実費支給（上限あり） 20 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 月額　12,000円まで 16020-10385301
59歳以下 1人 日祝他 (1)8時00分～17時00分 215,000円～255,000円 121

正社員 その他 11
0766-31-6001 実費支給（上限あり） 126 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 月額　20,000円まで 16020-10386601

100

101

102

103

105

106

107

108

109

110

112

114

116

117

118

119

120

人事･労務 鉄素形材製造業

株式会社 協和製作所
富山県高岡市四日市１３３－１２ (四日市工業団地内)

雇用期間の定めなし

富山県高岡市長慶寺９８７番地
雇用期間の定めなし

エクステリア商品の提案営業 各種商品卸売業

株式会社 竹中製作所
富山県高岡市長慶寺９８７番地

雇用期間の定めなし

段ボール加工(印刷機工) 紙製容器製造業

サンエイ紙工 株式会社
富山県高岡市福岡町一歩二歩８９５－２

雇用期間の定めなし

高岡銅器の企画営業 家具・建具・じゅう器等卸売業

株式会社 竹中銅器
富山県高岡市美幸町２－１－１６

雇用期間の定めなし

土木作業員 一般土木建築工事業

有限会社 堀建設工業
富山県高岡市早川１５４－３

雇用期間の定めなし

建材商品の営業 各種商品卸売業

株式会社 竹中製作所

富山県高岡市醍醐１２５７番地
雇用期間の定めなし

灯油配達･住宅設備の修繕 燃料小売業

株式会社 坂中商店
富山県高岡市福田六家１３２番地

雇用期間の定めなし

機械設計(経験者) 金属加工機械製造業

ＫＡＮＡＭＯＲＩ ＳＹＳＴＥＭ Ｉｎｃ．株式会社
富山県高岡市戸出栄町２８

雇用期間の定めなし

電気工事 電気工事業

白石電機 株式会社
富山県高岡市福岡町福岡新３００

雇用期間の定めなし

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
富山県高岡市醍醐１２５７番地

雇用期間の定めなし

介護業務(準職員)【中田館】 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

富山県高岡市佐野１１８７
雇用期間の定めなし

リサイクル事務 産業廃棄物処理業

株式会社 ヒヨシ
富山県高岡市東海老坂１２

雇用期間の定めなし

介護職員【だいご清水館デイサービスセンター】(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 雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

生産技術 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

警備員 建物サービス業

株式会社ホクタテ 高岡支社
富山県高岡市向野町４－１２

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) 他に分類されない卸売業

イセ 株式会社
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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 215,000円～255,000円 121
正社員 その他 11

0766-31-6001 実費支給（上限あり） 126 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 月額　20,000円まで 16020-10389401
59歳以下 1人 日他 (1)8時00分～17時00分 215,000円～255,000円 121

正社員 その他 11
0766-31-6001 実費支給（上限あり） 126 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 月額　20,000円まで 16020-10390201
59歳以下 2人 日祝他 (1)8時20分～17時00分 195,000円～300,000円 1

正社員 その他 0
0766-30-2733 実費支給（上限あり） 1 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 月額　20,000円まで 16020-10391501
44歳以下 1人 他 180,000円～225,000円 9

正社員 その他 8
0766-26-4131 実費支給（上限なし） 40 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 10時00分～21時00分の間の8時間 16020-10401701
44歳以下 1人 他 240,000円～320,000円 9

正社員 その他 8
0766-26-4131 実費支給（上限なし） 40 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 10時00分～21時00分の間の8時間 16020-10402801
35歳以下 1人 日祝他 (1)8時00分～17時00分 175,000円～250,000円 25

正社員 その他 2
0766-21-7822 実費支給（上限あり） 147 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 月額　25,100円まで 16020-10411201
59歳以下 2人 日祝他 157,625円～162,300円 7

正社員 その他 2
0766-30-6110 なし 7 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 8時00分～7時59分の間の8時間程度 16020-10417101
35歳以下 1人 日祝他 (1)8時00分～17時00分 170,700円～248,000円 25

正社員 その他 2
0766-21-7822 実費支給（上限あり） 147 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 月額　25,100円まで 16020-10419701
18歳～35歳 2人 他 (1)17時00分～10時00分 168,000円～184,000円 11

正社員 その他 7
0766-26-0001 実費支給（上限あり） 500 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　20,000円まで 16020-10429201
59歳以下 1人 日他 (1)8時30分～17時30分 170,000円～220,000円 23

正社員 その他 15
0766-64-2372 実費支給（上限あり） 65 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 8時30分～17時30分の間の7時間以上 月額　10,000円まで 16020-10430001
18歳～35歳 1人 他 (1)8時00分～17時00分 168,000円～184,000円 11

正社員 その他 (2)13時00分～22時00分 7
0766-26-0001 実費支給（上限あり） 500 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　20,000円まで 16020-10431301
44歳以下 1人 日祝他 (1)9時00分～17時30分 190,000円～230,000円 15

正社員 その他 9
0763-62-3222 実費支給（上限なし） 15 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 16050- 4701901
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 15010-29983101

138

139

121

122

123

127

128

132

133

134

135

136

137
富山県高岡市下関町４－５５

雇用期間の定めなし

営業 保険媒介代理業

アイ保険エージェンシー株式会社 南砺支店
富山県南砺市是安４０８ー５

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

工事施工員(高岡営業所) 機械器具設置工事業

米原機工 株式会社
富山県高岡市野村１８５７

雇用期間の定めなし

フロントスタッフ 旅館，ホテル

株式会社 ホテルアルファーワン高岡駅前
富山県高岡市下関町４－５５

雇用期間の定めなし

一般事務 畜産食料品製造業

株式会社 セイアグリーシステム
富山県高岡市福岡町江尻７３－１

雇用期間の定めなし

フロントスタッフ(日勤) 旅館，ホテル

株式会社 ホテルアルファーワン高岡駅前

営業(高岡営業所) 機械器具設置工事業

米原機工 株式会社
富山県高岡市野村１８５７

雇用期間の定めなし

大型トラック運転手 一般貨物自動車運送業

令和トランスポート株式会社
富山県高岡市福岡町本領７０番地

雇用期間の定めなし

喫茶店での接客スタッフ【星野珈琲イオンモール高岡店】 婦人・子供服小売業

株式会社 エヌケイディー
富山県高岡市中川栄町３－１５

雇用期間の定めなし

喫茶店での接客スタッフ(店長候補)【イオンモール高岡店】 婦人・子供服小売業

株式会社 エヌケイディー
富山県高岡市中川栄町３－１５

雇用期間の定めなし

富山県高岡市北島１５０４
雇用期間の定めなし

調達業務 鉄素形材製造業

株式会社 協和製作所
富山県高岡市四日市１３３－１２ (四日市工業団地内)

雇用期間の定めなし

鋳造設備メンテナンス 鉄素形材製造業

株式会社 協和製作所
富山県高岡市四日市１３３－１２ (四日市工業団地内)

雇用期間の定めなし

プレス金型工 その他のはん用機械・同部分品製
造業有限会社 トリム
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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 他 228,800円～246,400円 0
有期雇用派遣労働者 毎　週 0

076-247-8692 実費支給（上限あり） 75 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　15,000円まで 17010-21232401
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 21010-29906601
59歳以下 1人 日祝他 (1)9時00分～17時30分 181,100円～356,200円 23

正社員 その他 1
048-781-2310 実費支給（上限なし） 6552 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 11030-25193301
30歳以下 1人 日祝他 (1)9時00分～17時30分 167,100円～356,200円 23

正社員 その他 1
048-781-2310 実費支給（上限なし） 6552 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 11030-25196101
59歳以下 2人 土日祝他 (1)8時30分～17時30分 240,000円～400,000円 100

正社員 毎　週 10
076-481-6091 実費支給（上限なし） 1212 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16010-18103101
64歳以下 1人 日他 (1)9時00分～17時00分 250,000円～350,000円 3

正社員 その他 1
076-481-6223 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 16010-18130801
64歳以下 1人 日他 (1)8時00分～17時00分 250,000円～350,000円 2

正社員 その他 0
076-481-6223 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 16010-18131201
18歳以上 1人 他 (1)19時00分～8時00分 148,780円～190,300円 2

正社員以外 その他 0
076-443-5455 実費支給（上限あり） 760 雇用・労災・健康・厚生

請負 高岡市 月額　40,000円まで 16010-18154101
59歳以下 1人 他 (1)19時00分～7時45分 210,000円～230,000円 5

正社員 その他 4
076-254-1140 実費支給（上限なし） 16 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 17010-21138701
59歳以下 3人 土日他 (1)8時00分～17時00分 172,000円～233,000円 26

正社員 毎　週 6
053-579-1671 実費支給（上限あり） 66 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 月額　15,000円まで 22020-20459701
59歳以下 1人 日祝他 (1)8時30分～18時00分 200,000円～200,000円 0

正社員 その他 0
0274-24-6101 なし 32 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 10090- 2568601
18歳～44歳 2人 他 (1)9時00分～18時00分 222,000円～222,000円 63

正社員 その他 (2)12時00分～21時00分 31
0120-314-520 (3)15時00分～0時00分 実費支給（上限なし） 25000 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 9時00分～0時00分の間の8時間 13040-94722701
不 問 3人 土日 (1)8時00分～17時00分 430,000円～710,000円 10

正社員以外 毎　週 5
03-3359-2993 実費支給（上限あり） 20 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 月額　50,000円まで 13080-63787501
64歳以下 1人 日他 (1)8時00分～17時00分 143,528円～143,528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 16010-17896801
59歳以下 2人 土日祝他 (1)8時30分～17時20分 197,900円～236,500円 41

正社員 毎　週 1
076-452-0515 実費支給（上限なし） 497 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 16010-17925401
64歳以下 1人 他 (1)9時00分～18時00分 180,000円～230,000円 3

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

請負 高岡市 月額　10,000円まで 16010-17931901
不 問 1人 日祝他 (1)8時30分～17時00分 276,750円～292,125円 2

有期雇用派遣労働者 毎　週 2
076-431-6611 実費支給（上限なし） 941 雇用・労災・健康・厚生

派遣 高岡市 16010-17955301

152

153

154

155

146

147

151

作業員 建築工事業

株式会社 石富建設
富山県富山市塚原１９４番地１号 第二ツカハラビル２０２

雇用期間の定めなし

埼玉県上尾市大字壱丁目１番地
雇用期間の定めなし

自動車(トラック)の整備作業［高岡ＣＣ］ 自動車・同附属品製造業

ＵＤトラックス 株式会社
埼玉県上尾市大字壱丁目１番地

雇用期間の定めなし

空調管工事の施工管理(高岡支店) 電気工事業

北陸電気工事 株式会社
富山県富山市小中２６９

雇用期間の定めなし

現場管理 建築工事業

株式会社 石富建設
富山県富山市塚原１９４番地１号 第二ツカハラビル２０２

雇用期間の定めなし

自動車(トラック)の整備作業［高岡ＣＣ］ 自動車・同附属品製造業

ＵＤトラックス 株式会社

携帯電話ショップスタッフ 労働者派遣業

株式会社トップス
石川県金沢市窪７丁目２８５番地 雇用期間の定めあり

（４ヶ月未満）

交通誘導警備員(富山) 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

施設管理警備員(三協アルミ社福岡西分工場) 警備業

富山県綜合警備保障 株式会社
富山県富山市金屋２７１５－１０ 雇用期間の定めあり

（４ヶ月未満）

ドライバー 冠婚葬祭業

有限会社 ソワニエ北陸
石川県金沢市兼六元町１５－３９ 第一ローズビル２Ｆ

雇用期間の定めなし

156

157

158

160

161

営業(富山県) 金属加工機械製造業

株式会社 スター
群馬県藤岡市三本木１１９

雇用期間の定めなし

回転寿司業務(店長･幹部候補)／高岡赤祖父店 すし店

株式会社 はま寿司
東京都港区港南２－１８－１ ＪＲ品川イ－ストビル

雇用期間の定めなし

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

森精工 株式会社
静岡県湖西市吉美３４２６

雇用期間の定めなし

高圧電気設備の保安管理業務(高岡･魚津･砺波) 他に分類されない事業サービス業

一般財団法人 北陸電気保安協会 富山支店
富山県富山市新庄本町二丁目９番９８号

雇用期間の定めなし

電気工事施工管理／富山･北海道･鳥取･山形･茨城･大阪他 土木建築サービス業

国際技術サービス 株式会社
東京都新宿区信濃町１２－１         ＳＡＮＭＯビル７Ｆ 雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

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

調理員(高岡市二塚の工場内社員食堂) 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

原料･製品等の品質管理業務 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）

163

164

166

167

168
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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)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- 5040901
不 問 1人 他 (1)9時35分～19時00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- 5060801
40歳以下 1人 他 (1)9時35分～19時00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- 5062501
18歳～59歳 3人 他 (1)9時00分～17時00分 190,000円～190,000円 20

正社員 その他 (2)16時30分～23時30分 9
0778-53-1701 なし 130 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 18020- 6650801
59歳以下 2人 他 (1)9時40分～18時40分 200,000円～250,000円 6

正社員 毎　週 (2)8時40分～17時40分 5
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 13070-60755501
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 13170-27030701
35歳以下 1人 他 210,000円～210,000円 11

正社員 その他 5
050-3116-2985 実費支給（上限なし） 2589 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 9時30分～19時30分の間の8時間 14010-44006401
59歳以下 5人 他 (1)9時00分～18時00分 220,000円～300,000円 14

正社員 その他 (2)9時00分～21時00分 9
076-422-6686 実費支給（上限あり） 23 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 0時00分～23時59分の間の8時間 月額　10,000円まで 16010-17719801
40歳以下 1人 土日祝他 (1)8時30分～17時30分 165,000円～250,000円 5

正社員 毎　週 2
076-441-4321 実費支給（上限あり） 20 雇用・労災・健康・厚生・財形

高岡市 月額　14,000円まで 16010-17806501
不 問 2人 他 200,000円～300,000円 1

正社員 その他 1
076-444-4989 実費支給（上限あり） 17 雇用・労災・健康・厚生

高岡市 11時00分～21時00分の間の8時間程度 月額　10,000円まで 16010-17811701
64歳以下 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- 4595201
不 問 1人 日祝他 (1)8時00分～17時00分 170,000円～200,000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- 1681801

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

(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

【高岡店】ホール･カウンタースタッフ 遊戯場

株式会社 タイヨー
福井県鯖江市神中町２－４－１

雇用期間の定めなし

(正)携帯電話の販売受付スタッフ／ドコモショップ高岡店 他に分類されない小売業

アイ･ティー･エックス 株式会社
神奈川県横浜市西区南幸１丁目１番１号ＪＲ横浜タワー２６階

雇用期間の定めなし

自動車ロードサービス 自動車小売業

有限会社 サミット
富山県富山市掛尾町３３６－１

雇用期間の定めなし

理･美容師／レディースアートネイチャー 高岡サロン 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

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

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

フォークリフト作業と出荷指示 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

営業(高岡営業所) その他の機械器具卸売業

株式会社 黒川製作所
富山県富山市金屋１６３４－１０

雇用期間の定めなし

受付･接客･一般事務(高岡店)正社員 その他の洗濯・理容・美容・浴場業

有限会社 ビッツ
富山県富山市四ツ葉町２２－２９

雇用期間の定めなし

169

170

171

181

182

172

175

176

177

178

179

180
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