
日給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

TEL 025-752-2800 （従業員数 2人 ）
就業場所 十日町市

日給 変形（１年単位）
(1) 7時45分～17時15分

TEL 025-597-2206 （従業員数 18人 ）
就業場所 十日町市

日給 変形（１年単位）
(1) 7時45分～17時15分

TEL 025-597-2206 （従業員数 18人 ）
就業場所 十日町市

月給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

TEL 025-757-2171 （従業員数 37人 ）
就業場所 十日町市

日給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

TEL 025-752-2800 （従業員数 20人 ）
就業場所 十日町市

日給 変形（１年単位）
(1) 7時45分～17時15分

TEL 025-597-2206 （従業員数 18人 ）
就業場所 十日町市

月給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時15分

TEL 025-758-4102 （従業員数 16人 ）
就業場所 十日町市

日給 変形（１年単位）
(1) 7時30分～17時00分

TEL 025-761-1004 （従業員数 6人 ）
就業場所 十日町市

月給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時30分

TEL 025-597-2556 （従業員数 39人 ）
就業場所 十日町市

月給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

TEL 025-757-0007 （従業員数 107人 ）
就業場所 十日町市

月給 変形（１年単位）
(1) 7時30分～17時00分

TEL 025-758-2046 （従業員数 18人 ）
就業場所 十日町市

月給 変形（１年単位）
(1) 7時30分～17時00分

TEL 025-758-2046 （従業員数 18人 ）
就業場所 十日町市

月給 変形（１年単位）
(1) 8時30分～17時30分

TEL 025-596-2424 （従業員数 11人 ）
就業場所 十日町市

月給 変形（１年単位）
(1) 9時00分～18時00分

TEL 025-755-2108 （従業員数 3人 ）
就業場所 十日町市

月給 変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～17時15分
(2) 9時00分～17時45分

TEL 025-285-0110 （従業員数 1,000人 ） (3) 9時00分～ 8時59分
H31.4.1 ～ 就業場所 十日町市

月給
(1) 9時00分～18時00分

TEL 0258-83-2024 （従業員数 10人 ）
就業場所 十日町市

月給

TEL 03-3234-7811 （従業員数 5人 ）
就業場所 十日町市

面
 
接
 
に
 
は
 
ハ
 
ロ
 
ー
 
ワ
 
ー
 
ク
 
が
 
発
 
行
 
す
 
る
 

「
紹
 
介
 
状

」
　
が
 
必
 
要
 
で
 
す

。

営業（十日町支店） 40歳以下 株式会社　西脇商店 小千谷市本町２丁目７番３号 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

（ 省令３号のイ ） 200,000円～
250,000円

雇用・労災・
健康・厚生

調理、食品関係の免許

（ 年齢不問 ） 250,000円～
270,000円

雇用期間の定めなし

1人 15022- 1164081正社員 十日町市本町３丁目６－１４

雇用期間の定めなし

2人 13010-81911481
又は 8時00分～21時00分
の間の7時間正社員 早稲田大学松代セミナーハウス

管理人／早稲田大学松代セ
ミナーハウス

不問 東京ケータリング　株
式会社

東京都千代田区神田三崎町３丁目２－１
４

理容師（アシスタントも可） 不問 ヘアーサロン・イケダ
『クラッチヘアデザイ
ン』

十日町市下条４－３５２ 雇用・労災 理容師

（ 年齢不問 ） 155,000円～
300,000円

公災・健康・
厚生・財形

不問

（ 適用除外 ） 182,700円～
222,995円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1677181正社員 『クラッチヘアデザイン』

雇用期間の定めなし

1人 15010-25736681正社員 警察本部及び県内各警察署・交番・駐在所

警察官 30歳以下 新潟県警察本部 新潟市中央区新光町４－１

土木施工管理者補助 45歳以下 株式会社　村山組 十日町市伊達甲１７１３－１３ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＭＴ）

（ 省令３号のイ ） 180,000円～
280,000円

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＭＴ）

（ 省令３号のイ ） 180,000円～
230,000円

雇用期間の定めなし

2人 15080- 1665481正社員

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1666781正社員

自動車整備士 35歳以下 株式会社　高橋組
（松之山オートサービ
ス）

十日町市　松之山　１１９４－１

一般事務 不問 宮本警報器　株式会
社　十日町工場

十日町市山谷１２２８ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問

（ 年齢不問 ） 180,000円～
300,000円

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＭＴ）

（ 省令１号 ） 173,600円～
217,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1695381正社員

雇用期間の定めなし

3人 15080- 1664581正社員

土木作業員 69歳以下 株式会社　村山組 十日町市伊達甲１７１３－１３

一般土木作業員 18歳～64歳 押木建設　株式会社 十日町市上野甲８５２－２ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＭТ）

（ 省令１号 ） 184,000円～
230,000円

雇用・労災・
健康・厚生

不問

（ 省令１号 ） 157,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

2人 15080- 1687381正社員 十日町市、川西地区及び周辺市町村の各現場

雇用期間の定めなし

2人 15080- 1694081正社員 ・田沢工場・田沢第二工場・池田工場

包装作業員 59歳以下 株式会社　松代そば
善屋

十日町市松代３６５２番地１２

土木作業員 18歳～64歳 株式会社　高澤組 十日町市太平６２－１ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＭＴ）

（ 省令１号 ） 195,300円～
282,100円

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問

（ 省令３号のイ ） 150,000円～
170,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1683881正社員

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1684281正社員

建築用パネルの製造（正社
員）

35歳以下 株式会社　ドリームパ
ネル

十日町市姿甲　３０９－８

染色作業 59歳以下 株式会社　青柳 十日町市栄町２６番地６ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問

（ 省令１号 ） 180,000円～
230,000円

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車運転免許
（ＡＴ限定可）

（ 省令２号 ） 186,620円～
199,640円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1680581正社員 （株）青柳　明石町工房

雇用期間の定めなし

3人 15080- 1682781正社員

警備員（幹部候補生） 18歳～64歳 株式会社　北陸保全 十日町市南新田町１－７－１０

重機運転手（見習可） 18歳～64歳 株式会社　高澤組 十日町市太平６２－１ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＭＴ）
大型特殊１種免許
車両系整地掘削運転免
許（いずれも必須）

（ 省令１号 ） 217,000円～
282,100円

雇用・労災・
健康・厚生

土木施工管理技士の１
級または２級

（ 省令１号 ） 238,700円～
303,800円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1678081正社員

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1679381正社員

土木技術員（見習可） 18歳～64歳 株式会社　高澤組 十日町市太平６２－１

必要な免許資格

警備員（幹部候補生） 18歳以上 株式会社　北陸保全
東頸出張所

上越市浦川原区横川４０６
本社　十日町市南新田町１－７－１０

雇用・労災・
健康・厚生

不問

（ 省令２号

職　　　　　種
雇用形態・雇用期間

年齢・指針
・求人数 賃　　　金 求　人　者　名 所 在 地 ・ 就 業 場 所 就　業　時　間

） 189,200円～
202,400円

雇用期間の定めなし

2人 15030- 6411081正社員 上越市内（旧東頸城地区）、十日町市　及び周辺地

加入保険等

【 7月6日(金) 号 】
≪次回の発行は7/13(金)です.≫

6月29日～7月4日受理分 

  Tel 025-757-2407  Fax 025-752-6402 

    ◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。 

    ◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。 

    ◎ パートタイム求人の場合、賃金は時間給です。また、労働時間によって記載されている各種社会保険に加入できない場合があります。 

    ◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに取消となっている場合があります。ご了承ください。 

    ◎ 「ハローワークインターネットサービス」でも求人をご覧いただけます。 https://www.hellowork.go.jp 
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必要な免許資格
職　　　　　種

雇用形態・雇用期間
年齢・指針
・求人数 賃　　　金 求　人　者　名 所 在 地 ・ 就 業 場 所 就　業　時　間 加入保険等

月給 変形（１年単位）
(1) 8時30分～17時15分

TEL 0255-72-5191 （従業員数 8人 ）
就業場所 十日町市

月給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時30分
(2) 8時00分～17時00分

TEL 025-752-3964 （従業員数 5人 ）
就業場所 十日町市

月給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時30分
(2) 8時00分～17時00分

TEL 025-752-3964 （従業員数 5人 ）
就業場所 十日町市

日給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時30分

TEL 025-752-3206 （従業員数 18人 ）
就業場所 十日町市

月給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時30分

TEL 025-752-3206 （従業員数 18人 ）
就業場所 十日町市

月給
(1) 8時30分～17時30分

TEL 025-758-4322 （従業員数 23人 ）
就業場所 十日町市

月給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

TEL 025-766-2688 （従業員数 21人 ）
就業場所 津南町

月給
(1) 8時30分～17時30分

TEL 025-768-2996 （従業員数 24人 ）
就業場所 十日町市

月給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

TEL 025-757-1585 （従業員数 24人 ）
就業場所 十日町市

月給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

TEL 025-757-1585 （従業員数 24人 ）
就業場所 十日町市

月給 変形（１年単位）
(1) 7時30分～17時00分

TEL 025-596-3003 （従業員数 17人 ）
就業場所 十日町市

月給 変形（１年単位）
(1) 8時30分～17時30分

TEL 025-752-0350 （従業員数 7人 ）
就業場所 十日町市

月給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

TEL 025-597-2302 （従業員数 31人 ）
就業場所 十日町市

月給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

TEL 025-597-2302 （従業員数 31人 ）
就業場所 十日町市

月給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

TEL 025-597-2302 （従業員数 31人 ）
就業場所 十日町市

月給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

TEL 025-597-2302 （従業員数 31人 ）
就業場所 十日町市

月給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

TEL 025-597-2302 （従業員数 31人 ）
就業場所 十日町市

月給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時30分

TEL 025-597-2325 （従業員数 10人 ）
就業場所 十日町市

月給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時30分

TEL 025-597-2325 （従業員数 10人 ）
就業場所 十日町市

月給 変形（１ヶ月単位）
(1) 8時45分～17時10分

TEL 025-752-4500 （従業員数 4人 ）
就業場所 十日町市
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大工 44歳以下 柳材木店 十日町市　池尻　２７ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＭＴ）

（ 省令３号のイ ） 180,000円～
250,000円

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

（ 省令３号のイ ） 170,200円～
226,600円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1628181正社員

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1629081正社員

ルート営業・販売 45歳以下 株式会社　オーシャンシ
ステム　宅配事業部　十
日町営業所

十日町市西本町２丁目６０８番地１

建築施工管理 64歳以下 株式会社　司工務店 十日町市松代３２２８－３ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

普通自動車免許（ＭＴ）

（ 省令１号 ） 180,000円～
280,000円

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＭＴ）

（ 省令３号のイ ） 160,000円～
230,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1626881正社員

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1627281正社員

製材・構内作業 40歳以下 柳材木店 十日町市　池尻　２７

車両・重機オペレーター 18歳～64歳 株式会社　司工務店 十日町市松代３２２８－３ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

大型自動車免許、大型
特殊免許

（ 省令１号 ） 180,000円～
280,000円

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

普通自動車免許（ＭＴ）

（ 省令１号 ） 180,000円～
280,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1624481正社員

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1625781正社員

土木施工管理 18歳～64歳 株式会社　司工務店 十日町市松代３２２８－３

土木作業員 18歳～64歳 株式会社　司工務店 十日町市松代３２２８－３ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

普通自動車免許（ＭＴ）

（ 省令１号 ） 150,000円～
250,000円

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

普通自動車免許（ＭＴ）

（ 省令３号のイ ） 150,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1622981正社員

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1623581正社員

土木施工管理（未経験） 18歳～35歳 株式会社　司工務店 十日町市松代３２２８－３

土木作業員 18歳～64歳 株式会社　飯塚建設 十日町市浦田７９５０番地２ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＭＴ）

（ 省令１号 ） 208,000円～
260,000円

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＡＴ
可）

（ 省令１号 ） 132,000円～
240,000円

雇用期間の定めなし

2人 15080- 1620381正社員

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1621681正社員

デザイン 59歳以下 株式会社　みらい 十日町市高田町３丁目３０４

土木技術者 18歳～64歳 中野建設工業　株式
会社　十日町支店

十日町市丑１０１４番地 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

土木施工管理技士二級
以上
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

（ 省令１号 ） 200,000円～
350,000円

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

（ 省令１号 ） 180,000円～
253,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1618881正社員

雇用期間の定めなし

2人 15080- 1619281正社員

土木作業員 18歳～64歳 中野建設工業　株式
会社　十日町支店

十日町市丑１０１４番地

電気工事士【急募】 64歳以下 株式会社　光成電気 津南町大字上郷宮野原　５４８８－６ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＭＴ）

（ 省令１号 ） 200,000円～
250,000円

雇用・労災・
健康・厚生

不問

（ 省令３号のイ ） 135,000円～
145,000円

雇用期間の定めなし

2人 15080- 1612381正社員 十日町市、津南町、中野市を中心とした長野県内の各現場

雇用期間の定めなし

2人 15080- 1613681正社員 本社　または　川西工場のいずれか

布団製造 45歳以下 新潟大東紡　株式会
社

十日町市下平新田１３３番１号

左官工見習い 59歳以下 株式会社　大熊工業 十日町市中条丙１０８４－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

普通自動車免許（ＭＴ）

（ 省令１号 ） 160,000円～
230,000円

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車運転免許＜
ＡＴ可＞

（ 省令１号 ） 180,000円～
240,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1609881正社員

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1611081正社員

ＳＥ・プログラマー 59歳以下 株式会社　新潟ソフト
ストラクチャ

十日町市伊達甲９６０－１

配管工（未経験者）【急募】 40歳以下 有限会社　技工住設 十日町市新座甲６２４番地１ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＭＴ）

（ 省令３号のイ ） 155,000円～
200,000円

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

普通自動車免許（ＭＴ）

（ 省令１号 ） 217,000円～
271,250円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1607481正社員

雇用期間の定めなし

2人 15080- 1608781正社員

左官工 59歳以下 株式会社　大熊工業 十日町市中条丙１０８４－１

ＮＴＴ電話設備の建設及び保
守（魚沼）

不問 日本海通信建設株式
会社

妙高市大字柳井田町４丁目１５－８ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（必須）
中型自動車免許（８ｔ限
定可）・高所作業車資格
あれば尚良

（ 年齢不問 ） 171,000円～
211,000円

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＭＴ）

（ 省令１号 ） 155,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

1人 15034- 1270081正社員 魚沼テクノステーション

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1606581正社員

配管工（経験者）【急募】 59歳以下 有限会社　技工住設 十日町市新座甲６２４番地１
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必要な免許資格
職　　　　　種

雇用形態・雇用期間
年齢・指針
・求人数 賃　　　金 求　人　者　名 所 在 地 ・ 就 業 場 所 就　業　時　間 加入保険等

月給
(1) 8時30分～17時30分

TEL 025-596-3015 （従業員数 88人 ）
就業場所 十日町市

月給 変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～17時30分

TEL 025-596-3015 （従業員数 88人 ）
就業場所 十日町市

月給 変形（１ヶ月単位）
(1) 8時45分～17時10分

TEL 025-752-4500 （従業員数 4人 ）
就業場所 十日町市

月給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時30分
(2) 8時30分～17時30分

TEL 025-765-2510 （従業員数 9人 ）
就業場所 津南町

月給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分
(2) 7時30分～17時00分

TEL 025-758-4300 （従業員数 12人 ）
就業場所 十日町市

月給
(1) 9時00分～18時30分

TEL 025-752-4346 （従業員数 3人 ）
就業場所 十日町市

月給 変形（１年単位）
(1) 7時00分～16時00分
(2)16時00分～ 1時00分

TEL 025-757-3999 （従業員数 142人 ）
就業場所 十日町市

月給 変形（１年単位）
(1) 8時30分～17時30分

TEL 025-757-3999 （従業員数 142人 ）
就業場所 十日町市

月給 変形（１年単位）
(1) 8時30分～17時30分

TEL 025-752-4437 （従業員数 16人 ）
就業場所 十日町市

月給 変形（１年単位）
(1) 9時00分～18時00分

TEL 025-761-1038 （従業員数 20人 ）
就業場所 十日町市

日給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

TEL 025-765-5155 （従業員数 10人 ）
就業場所 津南町

月給 変形（１ヶ月単位）
(1) 7時30分～16時30分
(2)10時00分～19時00分

TEL 025-596-3366 （従業員数 47人 ） (3)17時00分～10時00分
就業場所 十日町市

月給 変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～17時30分
(2)11時15分～20時15分

TEL 025-761-7340 （従業員数 40人 ） (3)16時00分～10時00分
就業場所 十日町市

月給 変形（１ヶ月単位）
(1) 6時00分～15時00分
(2) 8時30分～17時30分

TEL 025-596-3366 （従業員数 47人 ） (3)10時15分～19時15分
H30.9.1 ～ 就業場所 十日町市

月給 変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～17時30分

TEL 025-596-3366 （従業員数 47人 ）
H30.10.1 ～ 就業場所 十日町市

月給 変形（１ヶ月単位）
(1) 8時15分～17時15分
(2)15時50分～ 8時30分

TEL 025-758-4307 （従業員数 24人 ）
就業場所 十日町市

月給 変形（１年単位）
(1) 8時30分～17時50分

TEL 025-768-4186 （従業員数 4人 ）
就業場所 十日町市

月給 変形（１ヶ月単位）
(1) 9時00分～18時00分
(2)18時00分～ 9時00分

TEL 025-784-4672 （従業員数 28人 ） (3) 9時00分～ 8時59分
就業場所 十日町市

日給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

TEL 025-752-2800 （従業員数 2人 ）
～ H30.12.10 就業場所 十日町市
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自動車整備工 40歳以下 株式会社　井川自動
車

十日町市新町新田２０７－２ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＭＴ）
自動車整備士３級以上

（ 省令３号のイ ） 162,500円～
222,500円

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

普通自動車免許

（ 省令２号 ） 161,000円～
202,060円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1605981正社員

雇用期間の定めなし

1人 15120- 3542081正社員 湯沢事務所運営エリア内における契約先施設

（請）施設常駐警備員【湯沢町・南
魚沼・魚沼市内施設】

18歳～59歳 セコムジャスティック
上信越　株式会社
湯沢事務所　

南魚沼郡湯沢町大字神立３７５－１３
（ゴッティ石白１階）

事務員 59歳以下 社会福祉法人　東頸福
祉会（特別養護老人ホー
ム不老閣）

十日町市松之山１０２８－８ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

普通自動車免許（ＡＴ限
定可能）

（ 省令１号 ） 156,200円～
169,000円

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

第３種電気主任技術者
普通自動車免許（ＭＴ）

（ 省令３号のイ ） 200,000円～
280,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1670681正社員

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1600281正社員 十日町事業所　　浄配水場事業所

（請）上水道施設・下水道処
理施設の運転管理

18歳～45歳 ミユキメンテナンス
株式会社

十日町市伊達甲１６９６－９

支援員（なかまの家）【夜勤】 59歳以下 社会福祉法人　十日
町福祉会

十日町市水口沢９９ 雇用・労災・
健康・厚生

不問

（ 省令１号 ） 161,125円～
185,500円

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

普通自動車免許（ＡＴ限
定可能）

（ 年齢不問 ） 156,200円～
165,800円

雇用期間の定めなし

2人 15080- 1656981正社員 障害者支援施設　なかまの家

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1669181正社員

調理員 不問 社会福祉法人　東頸福
祉会（特別養護老人ホー
ム不老閣）

十日町市松之山１０２８－８

土木作業員及びオペレー
ター

不問 有限会社　ホープ建
設

津南町大字外丸丙１７１２ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＭＴ）

（ 年齢不問 ） 201,600円～
257,600円

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問

（ 省令２号 ） 156,200円～
165,800円

雇用期間の定めなし

3人 15080- 1645081正社員 津南町大字外丸丁１１９８－１（会社事務所）

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1648981正社員

介護職員 18歳～59歳 社会福祉法人　東頸福
祉会（特別養護老人ホー
ム不老閣）

十日町市松之山１０２８－８

システムエンジニア 32歳以下 株式会社　十日町シ
ステムハウス

十日町市春日町３丁目１８３番地１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問

（ 省令３号のイ ） 180,000円～
240,000円

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

（ 省令３号のイ ） 230,100円～
400,000円

雇用期間の定めなし

3人 15080- 1643281正社員

雇用期間の定めなし

5人 15080- 1644181正社員

営業員（本社） 39歳以下 株式会社　クローバ
フォー

十日町市山野田２６８番地２

自動機オペレーター（ゴム付きス
プロケット製造）及び検査

18歳～59歳 新潟アライ　株式会
社

十日町市明石町５ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問

（ 省令１号 ） 146,000円～
185,000円

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

普通自動車免許（ＡＴ
可）

（ 省令１号 ） 146,000円～
185,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1640481正社員 十日町市川治１９８８番地　川治工場

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1641781正社員

品質管理業務 59歳以下 新潟アライ　株式会
社

十日町市明石町５

測量助手 35歳以下 苗場建設サービス
株式会社

十日町市伊達甲１６９６－９ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

普通自動車免許（ＡＴ限
定不可）

（ 省令３号のイ ） 160,000円～
200,000円

雇用・労災・
健康

不問

（ 年齢不問 ） 130,000円～
140,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1636181正社員

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1639681正社員

歯科受付 不問 西野歯科医院 十日町市駅通り２３８－１

ルート配送ドライバー 45歳以下 株式会社　オーシャンシ
ステム　宅配事業部　十
日町営業所

十日町市西本町２丁目６０８番地１ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

（ 省令３号のイ ） 171,200円～
216,200円

雇用・労災・
健康・厚生

不問

（ 省令３号のイ ） 145,000円～
155,000円

雇用期間の定めなし

2人 15080- 1634881正社員

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1635281正社員 所在地敷地内　　　「共選場」内での作業

なめこ袋詰め、出荷作業（正
社員）

45歳以下 津南町森林組合 津南町大字中深見乙２１７６

支援相談員 64歳以下 社会福祉法人　松涛会
介護老人保健施設　希
望の里　松涛園

十日町市浦田２９５５－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

普通自動車免許（ＡＴ
可）

（ 省令１号 ） 165,000円～
230,000円

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

（ 省令１号 ） 150,000円～
170,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1631581正社員

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1632481正社員

介護職員（通所リハビリテー
ション・日中勤務）

64歳以下 社会福祉法人　松涛会
介護老人保健施設　希
望の里　松涛園

十日町市浦田２９５５－１

） 176,000円～
187,000円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

3人 15030- 6409881正社員以外 上越市内（旧東頸城地区）、十日町市、及び周辺地

職　　　　　種
雇用形態・雇用期間

年齢・指針
・求人数 賃　　　金 求　人　者　名 所 在 地 ・ 就 業 場 所 就　業　時　間 加入保険等 必要な免許資格

警備員 18歳以上 株式会社　北陸保全
東頸出張所

上越市浦川原区横川４０６
本社　十日町市南新田町１－７－１０

雇用・労災・
健康・厚生

不問

（ 省令２号

フルタイム（正社員以外） 
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必要な免許資格
職　　　　　種

雇用形態・雇用期間
年齢・指針
・求人数 賃　　　金 求　人　者　名 所 在 地 ・ 就 業 場 所 就　業　時　間 加入保険等

日給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

TEL 025-752-2800 （従業員数 20人 ）
～ H30.12.10 就業場所 十日町市

時給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時15分

TEL 025-758-4102 （従業員数 16人 ）
就業場所 十日町市

月給 変形（１ヶ月単位）
(1) 7時30分～16時30分
(2)12時30分～21時30分

TEL 025-758-4202 （従業員数 175人 ）
～ H31.3.31 就業場所 十日町市

月給 変形（１ヶ月単位）
(1) 7時00分～16時00分
(2) 8時00分～17時00分

TEL 025-758-4202 （従業員数 175人 ） (3) 9時00分～18時00分
～ H31.3.31 就業場所 十日町市

月給 変形（１ヶ月単位）
(1) 7時00分～16時00分
(2) 8時00分～17時00分

TEL 025-758-4202 （従業員数 175人 ） (3) 9時00分～18時00分
～ H31.3.31 就業場所 十日町市

時給
(1) 7時30分～16時30分
(2) 9時00分～18時00分

TEL 025-758-4202 （従業員数 191人 ） (3)11時00分～20時00分
～ H31.3.31 就業場所 十日町市

時給 変形（１ヶ月単位）
(1) 9時00分～18時00分

TEL 025-758-4202 （従業員数 191人 ）
～ H31.3.31 就業場所 十日町市

時給 変形（１ヶ月単位）
(1) 8時00分～16時45分

TEL 025-752-2300 （従業員数 91人 ）
就業場所 十日町市

日給 変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～17時30分

TEL 025-596-3015 （従業員数 88人 ）
就業場所 十日町市

月給 変形（１ヶ月単位）
(1) 8時00分～17時00分
(2)14時00分～23時00分

TEL 025-765-4619 （従業員数 111人 ） (3) 5時30分～14時30分
就業場所 津南町

時給 変形（１ヶ月単位）
(1) 7時00分～16時00分
(2)12時00分～21時00分

TEL 025-765-4619 （従業員数 111人 ）
就業場所 津南町

時給 変形（１年単位）
(1) 8時20分～17時30分

TEL 025-752-7700 （従業員数 252人 ）
就業場所 十日町市

時給 変形（１年単位）
(1) 8時20分～17時30分

TEL 025-752-7700 （従業員数 252人 ）
就業場所 十日町市

時給
(1) 9時15分～18時15分

TEL 025-752-6370 （従業員数 25人 ）
～ H31.2.28 就業場所 十日町市

日給 変形（１ヶ月単位）
(1) 8時15分～17時15分

TEL 025-761-7340 （従業員数 20人 ）
就業場所 十日町市

月給 変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～17時30分

TEL 025-597-2020 （従業員数 15人 ）
～ H31.3.31 就業場所 十日町市

月給 変形（１ヶ月単位）
(1) 7時00分～16時00分
(2) 9時00分～18時00分

TEL 025-597-2020 （従業員数 62人 ） (3)10時00分～19時00分
～ H31.3.31 就業場所 十日町市

月給 変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～17時30分

TEL 025-597-2020 （従業員数 62人 ）
～ H31.3.31 就業場所 十日町市

時給 変形（１ヶ月単位）
(1) 8時00分～17時00分
(2)10時00分～19時00分

TEL 025-765-4619 （従業員数 111人 ） (3)12時00分～21時00分
H30.7.14 ～ H30.8.31 就業場所 津南町

日給 変形（１年単位）
(1) 6時00分～14時30分
(2) 9時00分～17時30分

TEL 025-773-2573 （従業員数 38人 ） (3)12時00分～20時30分
就業場所 十日町市
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警備員 18歳以上 株式会社　北陸保全 十日町市南新田町１－７－１０ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車運転免許
（ＡＴ限定可）

（ 省令２号 ） 173,600円～
184,450円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

3人 15080- 1681481正社員以外

販売員（売店） 不問 株式会社　当間高原
リゾート

十日町市馬場癸１２３９（珠川） 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問

（ 年齢不問 ） 150,000円～
220,000円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15080- 1688681正社員以外 当間高原リゾート　　ベルナティオ

建築用パネルの製造（アル
バイト）

不問 株式会社　ドリームパ
ネル

十日町市姿甲　３０９－８ 労災 不問

（ 年齢不問 ） 144,925円～
161,975円

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）

1人 15080- 1685181正社員以外

ホテル玄関・ゲスト対応 不問 株式会社　当間高原
リゾート

十日町市馬場癸１２３９（珠川） 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

（ 年齢不問 ） 150,000円～
220,000円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15080- 1690781正社員以外 当間高原リゾート　　ベルナティオ

ホテルフロント（日勤） 不問 株式会社　当間高原
リゾート

十日町市馬場癸１２３９（珠川） 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

（ 年齢不問 ） 150,000円～
220,000円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15080- 1689981正社員以外 当間高原リゾート　　ベルナティオ

総務等補助 不問 株式会社　当間高原
リゾート

十日町市馬場癸１２３９（珠川） 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

（ 年齢不問 ） 154,800円～
154,800円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15080- 1693181正社員以外 当間高原リゾート　　ベルナティオ

館内清掃（客室を除く） 不問 株式会社　当間高原
リゾート

十日町市馬場癸１２３９（珠川） 雇用・労災・
健康・厚生

不問

（ 年齢不問 ） 146,200円～
146,200円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

2人 15080- 1692281正社員以外 当間高原リゾート　べルナティオ

施設管理員 64歳以下 社会福祉法人　松涛会
介護老人保健施設　希
望の里　松涛園

十日町市浦田２９５５－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

普通自動車免許（ＡＴ
可）

（ 省令２号 ） 152,250円～
152,250円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1630981正社員以外

郵便・ゆうパックの配達 不問 日本郵便株式会社
十日町郵便局

十日町市本町６－１丁目６０－５ 雇用・労災・
健康・厚生

自動二輪車運転免許
（小型以上）又は原動機
付自転車運転免許普通
自動車免許　のいずれ
か

（ 年齢不問 ） 152,064円～
248,832円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15080- 1673481正社員以外

レストランサービス係（配膳
係）

59歳以下 株式会社　津南高原
開発　（ニュー・グリー
ンピア津南）

津南町大字秋成１２３００番地 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

（ 省令１号 ） 164,920円～
225,680円

雇用期間の定めなし

2人 15080- 1638381正社員以外 ニュー・グリーンピア津南

施設管理係 18歳以上 株式会社　津南高原
開発　（ニュー・グリー
ンピア津南）

津南町大字秋成１２３００番地 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

２級ボイラー技士、危険
物乙種４類取扱者のい
づれか（ 省令２号 ） 160,000円～

240,000円
雇用期間の定めなし

1人 15080- 1637081正社員以外

データ入力 59歳以下 株式会社　きものブレ
イン

十日町市上島丑５９７－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問

（ 省令１号 ） 140,616円～
173,600円

雇用期間の定めなし

2人 15080- 1653081正社員以外 十日町市沢口丑５１０－１　　新工場

きもの管理事務（補助） 59歳以下 株式会社　きものブレ
イン

十日町市上島丑５９７－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問

（ 省令１号 ） 140,616円～
173,600円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1652181正社員以外 十日町市沢口丑５１０－１　　新工場

支援員（ケアホームげじょう） 59歳以下 社会福祉法人　十日
町福祉会

十日町市水口沢９９ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

（ 省令１号 ） 135,412円～
158,659円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1657581正社員以外 障害者施設　ケアホームげじょう

事務員兼軽作業員 不問 株式会社　ルキナ 十日町市北新田６６５－１ 雇用・労災・
健康・厚生

不問

（ 年齢不問 ） 136,000円～
136,000円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15080- 1654381正社員以外

介護職員（有期契約・従来
型）【急募】

18歳以上 社会福祉法人　松代
福祉会

十日町市太平６６４－４ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＡＴ
可）

（ 省令２号 ） 169,300円～
218,485円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15080- 1659781正社員以外

介護職員（デイサービスセン
ター）

不問 社会福祉法人　松代
福祉会

十日町市太平６６４－４ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

（ 年齢不問 ） 160,300円～
228,485円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15080- 1658481正社員以外 ディサービスセンターほのぼの園

スポーツ施設係、客室清掃
係、レストランホール係

不問 株式会社　津南高原
開発　（ニュー・グリー
ンピア津南）

津南町大字秋成１２３００番地 雇用・労災 不問

（ 年齢不問 ） 160,000円～
260,000円

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）

23人 15080- 1604681正社員以外 ニュー・グリーンピア津南

看護職員（デイサービスセン
ター）

不問 社会福祉法人　松代
福祉会

十日町市太平６６４－４ 雇用・労災・
健康・厚生

看護師又は准看護師資
格（必須）

（ 年齢不問 ） 179,300円～
275,375円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15080- 1660081正社員以外 デイサービスセンター　ほのぼの園

バス運転士：●津南営業所
　　　　　　　　●十日町車庫

不問 南越後観光バス　株
式会社

南魚沼市美佐島字野田道１６０３番地 雇用・労災・
健康・厚生

大型自動車免許（１種）
又は（２種）

（ 年齢不問 ） 157,500円～
202,500円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

2人 15120- 3705981
又は 6時00分～20時30分
の間の8時間程度正社員以外 ●津南営業所　●十日町車庫
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必要な免許資格
職　　　　　種

雇用形態・雇用期間
年齢・指針
・求人数 賃　　　金 求　人　者　名 所 在 地 ・ 就 業 場 所 就　業　時　間 加入保険等

時給 変形（１ヶ月単位）

TEL 025-249-7788 （従業員数 16人 ）
就業場所 十日町市

日給
(1) 8時30分～17時00分

TEL 025-211-0303 （従業員数 8人 ）
就業場所 十日町市

厚生年金基金

時給
(1) 8時30分～17時30分

TEL 0258-25-8105 （従業員数 3人 ）
～ H30.8.31 就業場所 十日町市

時給

TEL 025-275-3611 （従業員数 34人 ）
～ 就業場所 十日町市

時給
(1) 8時30分～10時00分
(2) 8時30分～ 9時30分

TEL 025-243-4585 （従業員数 1人 ）
～ H31.3.31 就業場所 十日町市

時給
(1)17時00分～20時00分

TEL 025-274-5895 （従業員数 8人 ）
就業場所 十日町市

日給
(1) 8時30分～17時00分

TEL 025-211-0303 （従業員数 8人 ）
就業場所 十日町市

時給

TEL 025-382-0091 （従業員数 6人 ）
～ H30.9.30 就業場所 十日町市

時給
(1)15時00分～19時00分

TEL 0120-01-9625 （従業員数 45人 ）
就業場所 十日町市

時給

TEL 025-758-4202 （従業員数 191人 ）
～ H31.3.31 就業場所 十日町市

時給
(1) 8時30分～16時30分

TEL 025-763-3330 （従業員数 11人 ）
H30.10.1 ～ H30.12.31 就業場所 十日町市

時給

TEL 090-5327-4682 （従業員数 3人 ）
～ H30.10.31 就業場所 津南町

日給
(1) 6時30分～11時30分

TEL 090-5327-4682 （従業員数 3人 ）
～ H30.10.31 就業場所 津南町

時給
(1) 6時00分～ 8時00分

TEL 0120-01-9625 （従業員数 45人 ）
就業場所 十日町市

時給
(1) 8時00分～13時00分

TEL 0120-01-9625 （従業員数 45人 ）
就業場所 十日町市

時給

TEL 025-752-7548 （従業員数 11人 ）
就業場所 十日町市

時給
(1) 9時00分～16時00分

TEL 025-757-3111 （従業員数 13人 ）
～ H31.3.31 就業場所 十日町市

時給
(1)14時00分～18時30分

TEL 025-757-3111 （従業員数 3人 ）
～ H31.3.31 就業場所 十日町市

時給

TEL 025-752-0910 （従業員数 19人 ）
就業場所 十日町市

面
 
接
 
に
 
は
 
ハ
 
ロ
 
ー
 
ワ
 
ー
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が
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行
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「
紹
 
介
 
状

」
　
が
 
必
 
要
 
で
 
す

。

パチンコ店ホールスタッフ
（十日町市／十日町店）

不問 シリウスグループ（株
式会社　シリウス）

新潟市中央区天神１丁目１２番地７　ＬＥ
ＸＮ１　４Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生

不問

（ 年齢不問 ） 222,560円～
291,040円

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）

4人 15010-24855981
又は 8時00分～ 0時00分
の間の8時間程度正社員以外 パチンコＮ－１　十日町店

（派）一般事務［十日町健診
センター］

不問 株式会社　キャリアス
テーション　長岡営業
所

長岡市古正寺２丁目２６６番地　ベルベ
リー１０３

雇用・労災・
健康・厚生

不問

（ 年齢不問 ） 168,000円～
168,000円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15020-10255581有期雇用派遣 十日町市春日１１３番地　十日町健診センター

交通誘導警備「急募」（南魚
沼市六日町）

18歳以上 チューリップライフ
株式会社

新潟市西区的場流通２丁目４番地２ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許
警備業の有資格者歓迎

（ 省令２号 ） 147,825円～
168,075円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

2人 15010-25179281正社員以外 ※現場は中越地区

職　　　　　種
雇用形態・雇用期間

年齢・指針
・求人数 賃　　　金 求　人　者　名 所 在 地 ・ 就 業 場 所 就　業　時　間 加入保険等 必要な免許資格

接客業務（ホールアルバイ
ト）「十日町きらめき店」【急
募】

18歳以上 ダムズグループ　株
式会社　第一実業

新潟市東区紫竹卸新町１９２７－２６ 雇用・労災・
健康・厚生

不問

（ 省令２号 ） 1,150円～1,600
円

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）

3人 15010-26007981
又は 8時00分～ 1時00分
の間の6時間程度パート労働者 ダムズ十日町きらめき店

（請）清掃員（十日町市） 不問 新潟綜合管財保障
株式会社

新潟市東区小金町１丁目１７－１５ 労災 不問

（ 年齢不問 ）
850円～850円雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15010-24951081パート労働者 十日町市旭町　リオンドール十日町店

（請）清掃員（十日町市松代）
「急募」

不問 旭ビル管理　株式会
社

新潟市東区紫竹５－１０－６０ 労災 不問

（ 年齢不問 ） 1,000円～1,000
円

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）

1人 15010-24742581パート労働者 十日町市松代３２５５－３　第四銀行　松代支店

洗車・回送スタッフ（越後湯
沢駅前店・十日町店）

不問 株式会社　トヨタレン
タリース新潟

新潟市江南区下早通柳田２丁目２番１２
号

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

（ 年齢不問 ） 1,200円～1,200
円

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）

4人 15010-24646981
又は 8時00分～20時00分
の間の7時間程度パート労働者 越後湯沢駅前店　又は　十日町店　のいずれか

交通誘導警備「急募」（パー
ト／南魚沼市六日町）

18歳以上 チューリップライフ
株式会社

新潟市西区的場流通２丁目４番地２ 労災 普通自動車免許
警備業の有資格者歓迎

（ 省令２号 ）
973円～1,106円雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

2人 15010-25189081パート労働者 ※現場は中越地域

館内清掃（客室を除く） 不問 株式会社　当間高原
リゾート

十日町市馬場癸１２３９（珠川） 雇用・労災 不問

（ 年齢不問 ）
850円～850円雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

2人 15080- 1691881
又は 7時30分～22時00分
の間の5時間パート労働者 当間高原リゾート　べルナティオ

ＤＭ便　仕分け業務 不問 ヤマト運輸　株式会
社　十日町西セン
ター

十日町市島丑５７９－１ 雇用・労災 不問

（ 年齢不問 ）
800円～800円雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

2人 15080- 1686081パート労働者

野菜収穫作業 不問 たくさん緑農園 津南町大字谷内６９９４－１－６ 不問

（ 年齢不問 ）
900円～1,000円雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）

1人 15080- 1667881
又は 8時00分～17時00分
の間の7時間程度パート労働者

もち製造・加工（期間雇用） 不問 株式会社　こしじ販売 十日町市通り山子９５０番地１ 雇用・労災 不問

（ 年齢不問 ）
800円～1,500円雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）

2人 15080- 1663981パート労働者

仕分け業務 不問 ヤマト運輸　株式会
社　十日町西セン
ター

十日町市島丑５７９－１ 労災 不問

（ 年齢不問 ） 1,000円～1,100
円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

3人 15080- 1671981パート労働者

野菜収穫作業（早朝） 不問 たくさん緑農園 津南町大字谷内６９９４－１－６ 不問

（ 年齢不問 ）
889円～1,000円雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）

1人 15080- 1668281パート労働者

接客係・調理補助（たんと） 18歳～64歳 有限会社　ぺぺロッソ 十日町市本町２丁目３４４番地１ 労災 不問

（ 省令１号 ）
850円～1,000円雇用期間の定めなし

3人 15080- 1674781
又は18時00分～ 0時00分
の間の4時間程度パート労働者 前菜屋　たんと

事務員 不問 ヤマト運輸　株式会
社　十日町西セン
ター

十日町市島丑５７９－１ 雇用・労災 不問

（ 年齢不問 ）
880円～900円雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

3人 15080- 1672581
又は12時00分～19時00
分の間の5時間パート労働者

指導員（市内小学校） 不問 十日町市役所 十日町市千歳町３丁目３ 雇用・労災 普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

（ 年齢不問 ）
840円～900円雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15080- 1676281
又は 7時30分～18時30分
の間の7時間程度パート労働者 市内小学校　放課後児童クラブ

保育士（松之山保育園） 不問 十日町市役所 十日町市千歳町３丁目３ 雇用・労災・
健康・厚生

保育士資格

（ 年齢不問 ）
930円～930円雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15080- 1675881パート労働者 十日町市松之山１１５７－８　　松之山保育園

えのき茸収穫・包装・選別作
業
【急募】

不問 有限会社　グリーン
サービス中条

十日町市中条己２４６０－１ 労災 不問

（ 年齢不問 ）
778円～850円雇用期間の定めなし

1人 15080- 1610181
又は 8時30分～15時00分
の間の4時間程度パート労働者

パート 
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必要な免許資格
職　　　　　種

雇用形態・雇用期間
年齢・指針
・求人数 賃　　　金 求　人　者　名 所 在 地 ・ 就 業 場 所 就　業　時　間 加入保険等

時給
(1) 6時30分～11時30分
(2) 7時30分～11時30分

TEL 025-765-1779 （従業員数 1人 ）
～ H30.10.31 就業場所 津南町

時給
(1) 8時00分～12時00分
(2) 8時15分～12時00分

TEL 025-757-2256 （従業員数 6人 ） (3) 8時30分～12時00分
就業場所 十日町市

時給
(1) 7時40分～12時00分
(2) 7時40分～13時00分

TEL 025-757-2256 （従業員数 6人 ）
就業場所 十日町市

時給
(1) 6時00分～ 7時00分
(2) 7時00分～ 8時00分

TEL 025-757-8259 （従業員数 1人 ）
就業場所 十日町市

時給
(1) 9時00分～16時00分

TEL 025-752-5791 （従業員数 8人 ）
就業場所 十日町市

時給
(1) 6時30分～12時00分

TEL 025-752-0033 （従業員数 150人 ）
就業場所 十日町市

時給
(1)17時00分～21時00分

TEL 025-752-0033 （従業員数 150人 ）
就業場所 十日町市

時給 交替制あり
(1) 8時00分～17時00分
(2) 9時00分～18時00分

TEL 025-766-2860 （従業員数 3人 ） (3)10時00分～19時00分
H30.7.10 ～ H30.11.5 就業場所 津南町

時給 交替制あり
(1) 8時00分～17時00分
(2) 9時00分～18時00分

TEL 025-766-2860 （従業員数 3人 ）
H30.7.10 ～ H30.11.5 就業場所 津南町

時給 交替制あり
(1) 8時00分～17時00分
(2) 9時00分～18時00分

TEL 025-766-2860 （従業員数 3人 ） (3)10時00分～19時00分
H30.7.10 ～ H30.11.5 就業場所 津南町

時給

TEL 025-769-2171 （従業員数 4人 ）
就業場所 十日町市

時給
(1) 8時30分～17時30分

TEL 025-765-5322 （従業員数 3人 ）
就業場所 十日町市

時給
(1) 6時00分～ 8時00分
(2)18時00分～22時00分

TEL 025-765-4619 （従業員数 111人 ）
就業場所 津南町

時給 交替制あり
(1) 8時00分～17時00分
(2)10時00分～19時00分

TEL 025-765-4619 （従業員数 111人 ）
就業場所 津南町

時給
(1) 6時00分～ 8時00分
(2)21時50分～22時50分

TEL 025-782-4007 （従業員数 1人 ）
就業場所 十日町市

時給 交替制あり
(1) 9時00分～14時30分
(2)14時00分～19時30分

TEL 0258-27-5454 （従業員数 3人 ） (3)14時00分～19時00分
就業場所 十日町市

時給
(1) 9時00分～17時00分

TEL 0258-36-4111 （従業員数 9人 ）
就業場所 十日町市

時給
(1)16時00分～19時00分

TEL 0258-29-2400 （従業員数 10人 ）
就業場所 十日町市

時給

TEL 0254-24-4344 （従業員数 18人 ）
～ H31.3.31 就業場所 十日町市

時給
(1)12時45分～17時00分

TEL 025-371-4125 （従業員数 30人 ）
就業場所 十日町市

面
 
接
 
に
 
は
 
ハ
 
ロ
 
ー
 
ワ
 
ー
 
ク
 
が
 
発
 
行
 
す
 
る
 

「
紹
 
介
 
状

」
　
が
 
必
 
要
 
で
 
す

。

野沢菜の収穫【急募】 不問 鈴木農園 津南町大字谷内２８９５ 不問

（ 年齢不問 ）
900円～900円雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15080- 1614981パート労働者 津南町自宅の近くの畑が作業場所となります。

玄関マット及びモップ交換 不問 有限会社　ハーベス
ト

十日町市寿町３－２－２０ 労災 普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

（ 年齢不問 ） 1,100円～1,100
円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1616481パート労働者

弁当配達員 不問 有限会社　ハーベス
ト

十日町市寿町３－２－２０ 雇用・労災 普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

（ 年齢不問 ）
850円～850円雇用期間の定めなし

3人 15080- 1615581パート労働者

エリンギのカット・包装作業 64歳以下 有限会社　グルメッ
シュ野上

十日町市高島甲２９１－５ 雇用・労災 不問

（ 省令１号 ）
800円～950円雇用期間の定めなし

1人 15080- 1642881パート労働者

（請）清掃員（スーパーランド
リーしゃぼん玉）【急募】

不問 有限会社　アセス 十日町市西本町３丁目 労災 不問

（ 年齢不問 ）
800円～850円雇用期間の定めなし

2人 15080- 1617781パート労働者 十日町市丑７３２－１　スーパーランドしゃぼん玉

水産部担当員 64歳以下 イオンリテール　株式
会社　（イオン十日町
店）

十日町市川端丑７８４－１ 雇用・労災 不問

（ 省令１号 ）
890円～890円雇用期間の定めなし

1人 15080- 1647681パート労働者

水産部担当員 64歳以下 イオンリテール　株式
会社　（イオン十日町
店）

十日町市川端丑７８４－１ 雇用・労災 不問

（ 省令１号 ）
890円～890円雇用期間の定めなし

1人 15080- 1646381
又は13時00分～20時00
分の間の5時間程度パート労働者

キャンプ場清掃業務スタッフ 不問 無印良品　津南キャ
ンプ場

津南町大字上郷寺石丙７８２－５ 労災 普通自動車免許（ＭＴ
又はＡＴ）

（ 年齢不問 ）
800円～900円雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）

4人 15080- 1650881
又は 9時00分～18時00分
の間の3時間以上パート労働者

キャンプ場運営スタッフ 不問 無印良品　津南キャ
ンプ場

津南町大字上郷寺石丙７８２－５ 労災 不問

（ 年齢不問 ）
800円～900円雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）

4人 15080- 1649581パート労働者

布団の縫製・検査 59歳以下 有限会社　創寝 十日町市中仙田甲３４９６ 労災 不問

（ 省令１号 ）
850円～850円雇用期間の定めなし

1人 15080- 1655681
又は 8時30分～17時30分
の間の3時間以上パート労働者

アウトドア教室運営補助 不問 無印良品　津南キャ
ンプ場

津南町大字上郷寺石丙７８２－５ 労災 不問

（ 年齢不問 ）
800円～900円雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）

4人 15080- 1651281パート労働者

風呂係 不問 株式会社　津南高原
開発　（ニュー・グリー
ンピア津南）

津南町大字秋成１２３００番地 労災・財形 不問

（ 年齢不問 ）
850円～1,000円雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15080- 1601181パート労働者

介護職員（サービス付高齢
者専用住宅）　　　≪急募≫

不問 株式会社　スマイル
パートナーズ

津南町大字下船渡戊９４４－１ 労災 普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

（ 年齢不問 ）
780円～1,200円雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15080- 1661381パート労働者 十日町市荒屋ホ１６－１　スマイルハウスなかさと

（請）駐車場の管理【十日町
市：リオンドール】

18歳以上 東日本警備　株式会
社

南魚沼市塩沢１４０３－２ 労災 普通自動車免許（ＡＴ
可）※必須

（ 省令２号 ） 1,000円～1,000
円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15120- 3686781パート労働者 十日町市旭町１６１番地　リオンドール十日町店

客室清掃係 不問 株式会社　津南高原
開発　（ニュー・グリー
ンピア津南）

津南町大字秋成１２３００番地 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問

（ 年齢不問 ）
850円～1,000円雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

3人 15080- 1603381パート労働者

事務員［中里支店］ 不問 株式会社　大光銀行 長岡市大手通１丁目５番地６ 雇用・労災・
健康・厚生

不問

（ 年齢不問 ）
850円～940円雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15020-10226081パート労働者 十日町市上山己３０８３番地３　大光銀行　中里支店

クリーニング受付係［原信シ
ルクモール店］

不問 株式会社　ニューワタ
ナベ

長岡市西津町３８０６－１ 雇用・労災 不問

（ 年齢不問 ）
815円～815円雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

2人 15020-10055181パート労働者 ニューワタナベ　原信シルクモール店

15060- 4844081
又は 9時30分～20時15分
の間の3時間以上パート労働者 「ブックオフ十日町妻有ショッピングセンター店」

珠算指導員（十日町市他） 不問 新潟育英センター 小千谷市大字千谷甲１８９４番地 労災 珠算２級以上・普通自
動車免許

（ 年齢不問 ）
800円～1,200円雇用期間の定めなし

2人 15022- 1129781パート労働者 十日町市、旧川西町、旧中里村、津南町

販売員（コメリホームセン
ター十日町店）アルバイト

不問 株式会社コメリ　新潟
地区本部

新潟市南区清水４５０１－１ 労災 不問

（ 年齢不問 ）
800円～800円雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15070- 6409081パート労働者 十日町市寅乙４４６番　（株）コメリＨＣ十日町店

販売スタッフ・ブックオフ十日
町妻有ショッピングセンター
店

不問 株式会社　ハードオフ
コーポレーション

新発田市新栄町３－１－１３ 労災 普通自動車免許【ＡＴ限
定可】

（ 年齢不問 ）
800円～1,000円雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

2人
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月 日

月 日

月 日

月 日

本日７月６日発行分から下記のように変更になりました。
毎週金曜日発行　　（前週木曜日～発行週水曜日まで受付分を掲載）

現在募集中の職業訓練のご案内 興味のある方は、お気軽に窓口にてご相談ください

訓練期間
９月２６日～１２月２５日

ＯＡ事務科　　　【求職者支援訓練】
≪訓練場所：スリーエスＩＴトレーニングセンター　　十日町市伊達甲９６０－１≫

募集受付
７月１７日～９月３日

基礎から始めて、社会人スキルやパソコンの実
務技能習得し再就職を目指します。

定員１３名

☆より良い就職を実現するためのセミナー等☆

7 11 再就職支援セミナー（基本コース）
㊌

対象：１５歳～３９歳
の無業で就職希望の方

定員： ２５名

7 24 長岡サポステ出張相談会（説明及び職業適性検査）㊋

13:30 ～ 16:30 会場： ハローワーク十日町　２Ｆ　会議室

9:30 ～ 11:00 会場： ハローワーク十日町　２Ｆ　相談室

ハローワーク十日町　２Ｆ　会議室 定員：

11:00 ～ 12:00 職業相談（予約制）

8 6 再就職支援セミナー（応募書類作成実践コース）
㊊

ハローワーク十日町　　相談室
【予約申込・お問合せ】025-757-2407

予約制となります
相談無料
相談内容の秘密は守られますので安心
してご相談ください。。

１５名

生活・健康相談会
生活や身体と心・経済面などの様々な悩みを一人で抱えず
専門家に相談してみませんか。

9 11 相談担当者
十日町地域振興局 健康福祉部（十日町保健所）  精神保健福祉相談員

㊋ 十日町市 市民福祉部 健康づくり推進課　保健師　　　等

13:30 ～ 16:30 会場：

13:30 ～ 16:15 会場：

○
参
加
す
る
に
は
、
す
べ
て
申
込
み
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
お
電
話
等
に
よ
り
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。 

○詳細は、各リーフレットをご確認いただくか、ハローワークまでお問

い合わせください。 

○雇用保険を受けている方が参加された場合は、「失業認定の求職

活動実績」として認められます。 新潟ワークナビ 十日町  検 索 

親の介護が負担、借金が減ら

ない、眠れない・・・など、一人

で抱え込まずご相談ください。 



ハローワーク十日町 ＴＥＬ 025-757-2407 

  

 

 日  時 ：  

 
 

 

 会  場 ： ハローワーク十日町 ２階 会議室 
 

 そ の 他： 詳しい求人内容や労働条件などを直接企業担当者が 

        説明いたします。  お気軽にお越しください。 

 求人職種  『就業場所』 ≪求人番号≫ 
 

    販売（アドバイザー） 『 ソフトバンク 十日町店 』 

        ≪15080 - 1118181≫ 

    販売（アドバイザー）  『 ソフトバンク 六日町駅前店 』 

        ≪15080 - 1117281≫ 

    販売（アドバイザー） 『 ソフトバンク 上越謙信公大通店 』  

        ≪15080 - 1116881≫ 

    販売（アドバイザー） 『 ソフトバンク 小千谷店 』 

        ≪15080 - 1119081≫ 

※参加を希望される方はハローワーク窓口にお申込みください。 

雇用保険を受けている方は、求職活動実績となります。 

 求人職種  『就業場所』 ≪求人番号≫ 
 

   商品企画・販売 ≪15080 - 1367781≫ 



ハローワーク十日町 ＴＥＬ 025-757-2407 

  

 

 日  時 ：  

 
 

 会  場 ： ハローワーク十日町 ２階 会議室 
 

 その他 ： 詳しい求人内容や労働条件などを直接企業担当者が 

 求人職種 ≪求人番号≫ 
 

  現場監督（幹部社員）（フルタイム） 

            【１５０８０－ １３７４４８１】 

  営業（幹部社員）（フルタイム） 

            【１５０８０－ １３７３５８１】 

  現場管理（フルタイム） 

            【１５０８０－ １０８６２８１】 

※参加を希望される方はハローワーク窓口にお申込みください。 

雇用保険を受けている方は、求職活動実績となります。 


