
月給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時30分
(2) 8時00分～12時00分

TEL 025-765-2171 （従業員数 17人 ）
就業場所 津南町

月給 変形（１年単位）
(1) 7時30分～17時30分

TEL 025-759-2003 （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 025-757-8511 （従業員数 12人 ）
就業場所 十日町市

月給 交替制あり
(1) 7時30分～16時30分
(2) 9時00分～18時00分

TEL 025-752-6503 （従業員数 4人 ）
就業場所 十日町市

日給
(1) 8時00分～17時30分

TEL 025-765-2369 （従業員数 7人 ）
就業場所 津南町

月給
(1) 9時00分～18時00分
(2) 8時00分～17時00分

TEL 025-750-1101 （従業員数 102人 ） (3)11時00分～20時00分
就業場所 十日町市

厚生年金基金

月給 変形（１ヶ月単位）
(1) 9時00分～18時15分
(2) 7時00分～16時15分

TEL 025-758-4114 （従業員数 125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) 7時30分～17時00分

TEL 025-763-4567 （従業員数 14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) 7時30分～17時00分

TEL 025-763-4567 （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00分～17時30分
(2) 7時30分～17時00分

TEL 025-763-4567 （従業員数 17人 ）
就業場所 十日町市

月給
(1) 8時00分～17時00分

TEL 025-757-2114 （従業員数 106人 ）
就業場所 十日町市

厚生年金基金

月給
(1) 8時00分～17時00分

TEL 025-757-2114 （従業員数 106人 ）
就業場所 十日町市

厚生年金基金

月給
(1) 8時00分～17時00分

TEL 025-757-2114 （従業員数 106人 ）
就業場所 十日町市

厚生年金基金

月給 変形（１年単位）
(1) 8時30分～17時30分

TEL 025-757-4100 （従業員数 55人 ）
就業場所 十日町市

月給 変形（１年単位）
(1) 8時30分～17時15分
(2) 7時20分～16時05分

TEL 025-757-5446 （従業員数 24人 ） (3) 7時30分～16時15分
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 0257-47-2331 （従業員数 69人 ）
就業場所 柏崎市

【 11月22日(木) 号 】
≪次回の発行は11/30(金)です.≫

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

普通自動車運転免許
（マニュアル）

（ 省令１号 ） 200,000円～
270,000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 ） 160,000円～
240,000円

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問

（ 省令３号のイ ） 150,000円～
200,000円

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

普通自動車免許（ＭＴ）

雇用期間の定めなし

1人 15050- 4872681正社員 本社もしくは十日町工場のいずれか

技術職員 59歳以下 永井コンクリート工業
株式会社

柏崎市西山町礼拝４５７

保育教諭【急募】 59歳以下 社会福祉法人　まど
か会　中条こども園

十日町市中条甲１０２２番地７ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

保育士

（ 省令１号 ） 174,632円～
209,816円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 2877881正社員

雇用期間の定めなし

2人 15080- 2874581正社員

営業、集配業務 59歳以下 株式会社　日紋 十日町市高田町６丁目

機械設計職 不問 株式会社　宇都宮製
作所　十日町工場

十日町市稲荷町２丁目７０番地８０ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問

（ 年齢不問 ） 200,000円～
350,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 2886281正社員

雇用期間の定めなし

1人 15080- 2885881正社員

システム設計エンジニア 35歳以下 株式会社　宇都宮製
作所　十日町工場

十日町市稲荷町２丁目７０番地８０

事務職 35歳以下 株式会社　宇都宮製
作所　十日町工場

十日町市稲荷町２丁目７０番地８０ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

（ 省令３号のイ ） 150,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 2884781正社員

（ 省令３号のイ ） 160,000円～
220,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 2880681正社員

雇用期間の定めなし

2人 15080- 2881981正社員

現場作業員 45歳以下 株式会社　共立舗装 十日町市如来寺甲２４２２－１

重機オペレーター 45歳以下 株式会社　共立舗装 十日町市如来寺甲２４２２－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

普通自動車免許（ＭＴ）

（ 省令３号のイ ） 170,000円～
230,000円

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

普通自動車免許（ＭＴ）

（ 年齢不問 ） 200,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 2878281正社員

雇用期間の定めなし

1人 15080- 2879181正社員

現場技術者 不問 株式会社　共立舗装 十日町市如来寺甲２４２２－１

事務職 不問 株式会社　山崎食品 十日町市馬場丙１５３０－２０ 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 ） 155,000円～
200,000円

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問

（ 省令１号 ） 180,000円～
350,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 2890581正社員

雇用期間の定めなし

3人 15080- 2893881正社員

システムエンジニア・プログ
ラマー

59歳以下 株式会社　フジミック
新潟

十日町市泉町９２番地

配達 64歳以下 有限会社　鳥壮商店 津南町大字下船渡戊４０１－１ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＭＴ）
中型自動車免許（ＭＴ）

（ 省令１号 ） 153,360円～
153,360円

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＡＴ限
定可）
フォークリフト運転免許（ 省令１号 ） 158,000円～

180,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 2899981正社員

雇用期間の定めなし

1人 15080- 2887181正社員 ＪＡ十日町　農産物集出荷施設

（請）出荷作業 59歳以下 株式会社　マイル 十日町市字内島子８６８－１　　（高田町６
丁目）

現場管理・配管工 40歳以下 株式会社　羽生田 十日町市川治２１１６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 ） 181,000円～
290,000円

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＭＴ）

（ 省令３号のイ ） 200,000円～
300,000円

） 165,000円～
185,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 2902381正社員

雇用期間の定めなし

1人 15080- 2903681正社員

型枠・土木・重機作業員（多
能工）

44歳以下 有限会社　庭野工業
所

十日町市中条庚１２５６－２（焼野）

加入保険等 必要な免許資格

印刷オペレーター 59歳以下 有限会社　津南印刷
商事

津南町下船渡戊５５０－３ 雇用・労災・
健康・厚生

不問

（ 省令１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

11月15日(木)～11月21日(水)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 

フルタイム（正社員） 

求人説明会や就職に関するセミナー等の情報が手軽に確認できます。 

十日町・津南の企業情報等もチェックできます。 

ぜひ、ご利用ください。 新潟ワークナビ 十日町  検 索 
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時給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～16時30分
(2)10時30分～19時00分

TEL 025-382-0091 （従業員数 7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

月給 変形（１ヶ月単位）

TEL 027-345-8725 （従業員数 0人 ）
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)10時00分～19時00分

TEL 025-758-4202 （従業員数 175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）

TEL 027-350-3322 （従業員数 6人 ）
就業場所 十日町市

時給

TEL 0258-62-7011 （従業員数 6人 ）
就業場所 十日町市

時給
(1)18時00分～21時30分

TEL 025-752-5577 （従業員数 2人 ）
就業場所 十日町市

月給
(1) 8時30分～15時20分

TEL 025-766-2638 （従業員数 12人 ）
H31.1.1 ～ H31.3.31 就業場所 津南町

時給
(1) 9時00分～16時00分

TEL 025-757-6031 （従業員数 23人 ）
就業場所 十日町市

時給
(1) 8時00分～10時00分
(2)16時00分～18時00分

TEL 025-765-5322 （従業員数 8人 ）
就業場所 津南町

時給 交替制あり
(1) 8時30分～15時30分
(2)10時00分～17時00分

TEL 025-757-1571 （従業員数 18人 ） (3)11時30分～18時30分
～ H31.3.31 就業場所 十日町市

時給

TEL 025-761-7897 （従業員数 3人 ）
就業場所 十日町市

時給
(1) 7時30分～ 9時30分
(2)14時30分～16時30分

TEL 025-757-5511 （従業員数 18人 ）
就業場所 十日町市

時給
(1)13時00分～17時00分

TEL 025-752-5522 （従業員数 5人 ）
就業場所 十日町市

月給
(1) 9時00分～15時50分

TEL 025-757-5566 （従業員数 386人 ）
H30.12.1 ～ H31.3.31 就業場所 十日町市

時給

TEL 025-752-4875 （従業員数 82人 ）
就業場所 十日町市

時給
(1) 8時30分～15時00分

TEL 025-752-0741 （従業員数 20人 ）
就業場所 十日町市

時給
(1) 8時30分～13時00分
(2)13時00分～17時00分

TEL 025-757-5446 （従業員数 24人 ）
H31.1.7 ～ H31.3.31 就業場所 十日町市

時給
(1) 8時00分～17時00分

TEL 025-757-1431 （従業員数 4人 ）
～ H31.3.31 就業場所 十日町市

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

レンタルスタッフ（十日町市） 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
定要相談）

（ 年齢不問 ） 162,000円～
162,000円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15010-44741281
又は 8時00分～19時00分
の間の7時間以上正社員以外 十日町市丑２７２－６　十日町店

きもの検品事務 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 ） 141,696円～
172,800円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 2900181正社員以外 十日町市沢口丑５１０－１　　新工場

エリア社員／店舗スタッフ／
十日町店／１１７７／急募

不問 株式会社　ヤマダ電
機

群馬県高崎市栄町１番１号 雇用・労災・
健康・厚生

不問

（ 年齢不問 ） 168,100円～
300,000円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 10020-21211881
又は10時00分～21時00
分の間の8時間程度正社員以外 十日町市高山６９８－１　テックランド十日町店

和食調理 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

調理師

（ 年齢不問 ） 150,000円～
250,000円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

2人 15080- 2892781正社員以外 当間高原リゾート　べルナティオ

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

ガソリンスタンドスタッフ
（セルフ十日町）

18歳～59歳 コスモ石油販売株式
会社　北関東カンパ
ニー

群馬県高崎市中泉町５４１－２　＊ 労災 普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

（ 省令１号 ）
950円～950円雇用期間の定めなし

2人 10020-21584481
又は 8時00分～20時00分
の間の8時間程度パート労働者 十日町市上島丑５９６－１　セルフ十日町

塾講師（十日町） 不問 明光義塾（株式会社
Ｃ．Ｐ．Ｃ）

見附市市野坪町１２２７－１ 労災 不問

（ 年齢不問 ） 1,066円～1,112
円

雇用期間の定めなし

3人 15040-11099181
又は16時25分～21時05
分の間の3時間程度パート労働者 十日町市高田町２丁目－２９１－１５　十日町教室

接客係 不問 居酒屋くらくら 十日町市四日町新田３４９－１ 労災 不問

（ 年齢不問 ）
900円～1,000円雇用期間の定めなし

1人 15080- 2901081パート労働者
除雪オペレーター 不問 新潟県妙法育成牧場 津南町大字上郷宮野原７３２９ 雇用・労災・

健康・厚生
大型特殊免許
車両系建設機械（整地
等）運転の技能講習受
講済のこと

（ 年齢不問 ） 1,395円～1,395
円

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）

1人 15080- 2894281パート労働者
機械加工員（水沢工場） 不問 株式会社　中条ハー

ネス
十日町市中条己１６８６－８ 雇用・労災 不問

（ 年齢不問 ）
810円～810円雇用期間の定めなし

1人 15080- 2897381パート労働者 株式会社中条ハーネス　水沢工場

運転手 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 雇用・労災・
財形

普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

（ 年齢不問 ）
830円～930円雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15080- 2898681パート労働者 『スマイルハウスつなん』

販売員（ベジぱーく） 不問 十日町農業協同組合 十日町市高山６４１番地１ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車運転免許
（ＭＴ）

（ 年齢不問 ）
830円～830円雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15080- 2888081パート労働者 四季彩館ベジぱーく

ホールスタッフ【急募】 不問 麺や新平 十日町市寿町１－１－２２ 労災 不問

（ 年齢不問 ）
850円～850円雇用期間の定めなし

1人 15080- 2889381
又は10時00分～20時00
分の間の8時間程度パート労働者

（請）運転手 不問 特定非営利活動法人
支援センター　あんし
ん

十日町市高田町三丁目西３７１番地１ 雇用・労災 大型１種自動車免許

（ 年齢不問 ） 1,000円～1,000
円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

2人 15080- 2891481パート労働者
経理事務員 不問 有限会社　豊楽 十日町市高山８４１－１　サンマリズ　１階 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

1人 15080- 2895181パート労働者
医師事務作業補助 不問 新潟県立十日町病院 十日町市高田町三丁目南３２番地９ 雇用・労災・

健康・厚生
不問

（ 年齢不問 ） 1,266円～1,266
円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15080- 2882581パート労働者
納品ドライバー 不問 ミヤモト・トミックス

株式会社
十日町市山谷１２２８ 雇用・労災・

健康・厚生
中型自動車免許

（ 年齢不問 ） 1,000円～1,000
円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15080- 2883481
又は 8時00分～20時00分
の間の4時間以上パート労働者

エノキ茸紙巻き・棚差し 不問 有限会社　丸栄産業 十日町市四日町新田２９１－３ 雇用・労災 不問

（ 年齢不問 ）
820円～900円雇用期間の定めなし

1人 15080- 2873981パート労働者
保育助手（資格不問）【急募】 不問 社会福祉法人　まど

か会　中条こども園
十日町市中条甲１０２２番地７ 雇用・労災 不問

（ 年齢不問 ）
870円～900円雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）

2人 15080- 2875481パート労働者
（請）斎場管理業務 不問 信越ビル美装　株式

会社　十日町営業所
十日町市千歳町２－３－１６　コーポ金崎
２Ｆ

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）

1人 15080- 2876781パート労働者 十日町市南鐙坂１８４２番地９　十日町市斎場

フルタイム（正社員以外） 

パート 
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月 日

月 日

月 日

月 日

月 日

月 日

☆より良い就職を実現するためのセミナー等☆

11 27 再就職支援セミナー（中高年齢者対象コース）
㊋

１５名

11 27 長岡サポステ出張相談会（説明及び職業適性検査）
㊋

9:30 ～ 11:00 会場： ハローワーク十日町　２Ｆ　相談室

13:30 ～ 16:30 会場： ハローワーク十日町　２Ｆ　会議室 定員：

13:30 ～ 15:30 会場： ハローワーク十日町　２Ｆ　相談室
１３：３０～１５：３０の間

で３０分毎の予約相談制

対象：１５歳～３９歳
の無業で就職希望の方

11:00 ～ 12:00 職業相談（予約制）

11 28 看護のお仕事　個別相談会
新潟県ナースセンター相談員との個別相談㊌

12 12 正社員就職対策セミナー
㊌

14:00 ～ 15:30 会場： ハローワーク十日町　２Ｆ　会議室 定員： ４名

12 14 ジョブ・カード活用セミナー
㊎

10:00 ～ 11:00 会場： ハローワーク十日町　２Ｆ　会議室

２０名13:30 ～ 15:30 会場： ハローワーク十日町　２Ｆ　会議室 定員：

定員： ２０名

12 19 再就職支援セミナー（基本コース）
㊌

○
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 



介護の仕事は高齢化社会に向け需要も多く、将来に渡って安心して働けます。
少しでも関心のある方は、就職面接会に参加してみませんか。
経験や資格は無くても採用してもらえるのか、体力に自信が無いけど等々･･･。
気になっていることが何でも確認出来ます。気軽にお申込みください。

【 10:00 ～11:30 】

① (社福)つなん福祉会　　 ② (社福) 松濤会
③ (社福) 十日町福祉会

【 13:30 ～15:00 】
④ (株)スマイルパートナーズ　　⑤ (社福)清津福祉会
⑥(社福) 東頸福祉会　

【 10:00 ～11:30 】

⑦ (株)コロネットとおかまち
⑧ (社福) 妻有福祉会　 ⑨（社福）苗場福祉会

【 13:30 ～15:00 】
⑩ (社福) なかさと福祉会
⑪ (有)五輪　　　⑫（社福）やまびこ
⑬（株）アルプスビジネスクリエーション

ハローワーク十日町　２階　会議室

ハローワークまで、電話等で事前に申し込みをお願いします。

 ・ 雇用保険を受けている方は、求職活動実績と
 　なりますので「受給資格者証」 をご持参ください。
 ・ 複数の事業所の面談も可。

平成30年11月28日(水）

平成30年11月30日（金）

日  時 

参加企業 

会  場 

お申し込み 

まずは 

話を聞いてみたい 

という場合も 

参加可！ 

その他 

お問い合せ・お申し込み先 

ハローワーク十日町 就職相談部門 

TEL：025-757-2407 FAX：025-752-6402 
ＵＲＬ：http://niigata-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/list/tokamachi.html 

主 催 


