
月給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分
(2) 3時00分～12時00分

TEL 025-757-8269 （従業員数 11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)14時00分～22時00分

TEL 025-757-5121 （従業員数 100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 025-755-2211 （従業員数 21人 ）
～ 就業場所 十日町市

月給 変形（１年単位）
(1) 9時30分～18時30分
(2)11時00分～20時00分

TEL 025-752-0666 （従業員数 7人 ）
～ 就業場所 十日町市

月給 変形（１年単位）
(1) 9時30分～18時30分
(2)11時00分～20時00分

TEL 025-752-0666 （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 025-755-2211 （従業員数 21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30分～17時50分

TEL 025-768-4186 （従業員数 4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
(2) 8時00分～17時00分

TEL 025-768-2181 （従業員数 10人 ） (3)17時00分～ 3時00分
～ 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
(2) 8時00分～17時00分

TEL 025-768-2181 （従業員数 10人 ） (3)17時00分～ 3時00分
～ 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 38人 ）
～ 就業場所 十日町市

月給 変形（１年単位）
(1) 7時55分～17時10分
(2) 7時55分～18時10分

TEL 025-752-2563 （従業員数 23人 ） (3) 7時55分～16時10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 025-752-2424 （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30分～17時30分

TEL 025-757-3626 （従業員数 9人 ）
～ 就業場所 十日町市

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 025-752-5411 （従業員数 14人 ）
～ 就業場所 十日町市

雇用期間の定めなし

1人 15080-   91791正社員

住宅の設計 40歳以下 コモホーム　株式会
社

十日町市子７５７－１（高田町６丁目）ポー
トインビル３階

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 ） 245,320円～
348,640円

雇用期間の定めなし

3人 15080-   90491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 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

2人 15080-   89691正社員

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

雇用期間の定めなし

1人 15080-   88391正社員

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

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限
定可）

（ 省令１号 ） 165,000円～
230,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-   80991正社員

エノキ茸培養【急募】 59歳以下 有限会社十日町きの
こ培養センター

十日町市四日町２３０９番地 雇用・労災・
健康・厚生

不問

（ 省令１号 ） 162,000円～
162,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-   79091正社員

電気工事士 40歳以下 株式会社　後藤電機 十日町市高田町２－９４－５ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＭＴ）

（ 省令３号のイ ） 160,500円～
196,400円

雇用期間の定めなし

1人 15080-   77591正社員

製造部員【急募】 40歳以下 株式会社　玉垣製麺
所

十日町市子６８８－２ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

普通自動車運転免許
（ＡＴ限定可）

（ 省令３号のイ ） 160,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  114891正社員 十日町市明石町４番地（本社隣り）

輸出入業務全般 45歳以下 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

普通自動車免許（ＡＴ
可）

（ 省令３号のイ ） 150,000円～
190,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  112491正社員

クレーンオペレーター（要大
特・クレーン免許）

18歳～59歳 井川建設　株式会社 十日町市新町新田５５２ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（Ｍ
Ｔ）・大型特殊自動車免
許・移動式クレーン運転
士（すべて必須）

（ 省令１号 ） 204,500円～
236,750円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  111991正社員

クレーンオペレーター 18歳～30歳 井川建設　株式会社 十日町市新町新田５５２ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＭＴ）

（ 省令３号のイ ） 194,500円～
226,750円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  110691正社員

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

雇用期間の定めなし

2人 15080-  108591正社員 十日町市松代田沢８７５－１　　田沢工場

製麺作業員 40歳以下 株式会社　松代そば
善屋

十日町市松代３６５２番地１２ 雇用・労災・
健康・厚生

不問

（ 省令３号のイ ） 165,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  105791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 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-  127691正社員

総務 59歳以下 株式会社　長谷川砂
利

十日町市下条１丁目６０ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

（ 省令１号 ） 200,000円～
290,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  125091正社員

販売員（十日町店） 45歳以下 株式会社　ハリカ　十
日町

十日町市高山７０７－１ 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 ） 140,000円～
180,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  124191正社員

営業・配達・販売（十日町店） 45歳以下 株式会社　ハリカ　十
日町

十日町市高山７０７－１ 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 ） 200,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  123591正社員

営業 59歳以下 株式会社　長谷川砂
利

十日町市下条１丁目６０ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＭＴ）

（ 省令１号 ） 220,000円～
290,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  119391正社員

結婚式・宴会係 35歳以下 株式会社　ラポート十
日町

十日町市本町２丁目３５０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３号のイ ） 140,000円～
200,000円

） 220,000円～
290,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  118091正社員

加入保険等 必要な免許資格

生コンの品質管理 18歳～59歳 三和生コン　株式会
社

十日町市中条９８８ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＭＴ）

（ 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

【 1月11日(金) 号 】
≪次回の発行は1/18(金)です.≫
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12月27日(木)～1月9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） 
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月給 変形（１年単位）
(1) 9時00分～18時30分

TEL 025-752-5411 （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10分～17時20分

TEL 025-752-5330 （従業員数 50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 025-752-2205 （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00分

TEL 025-765-1395 （従業員数 2人 ）
～ 就業場所 津南町

年俸 変形（１ヶ月単位）
(1) 8時00分～17時00分
(2) 8時30分～17時30分

TEL 025-761-7400 （従業員数 110人 ）
～ 就業場所 十日町市

確定拠出年金
年俸 変形（１ヶ月単位）

(1) 7時00分～16時00分
(2) 8時30分～17時30分

TEL 025-761-7400 （従業員数 98人 ） (3)17時00分～ 9時00分
～ 就業場所 津南町

確定拠出年金
年俸 変形（１ヶ月単位）

(1) 7時00分～16時00分
(2) 8時30分～17時30分

TEL 025-761-7400 （従業員数 98人 ） (3)17時00分～ 9時00分
～ 就業場所 津南町

確定拠出年金
年俸 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 025-761-7400 （従業員数 98人 ） (3) 9時30分～18時30分
～ 就業場所 津南町

確定拠出年金
年俸 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時30分

TEL 025-761-7400 （従業員数 98人 ）
～ 就業場所 津南町

確定拠出年金
時給

(1) 8時00分～17時00分
(2) 8時00分～12時00分

TEL 025-752-3407 （従業員数 13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 025-596-3145 （従業員数 33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 025-596-3145 （従業員数 33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 025-596-3145 （従業員数 33人 ）
～ 就業場所 十日町市

月給 変形（１ヶ月単位）
(1) 5時30分～14時30分
(2)12時00分～20時00分

TEL 025-768-3551 （従業員数 8人 ）
～ 就業場所 十日町市

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

TEL 025-765-3557 （従業員数 16人 ） (3)11時30分～20時30分
～ 就業場所 津南町

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

TEL 025-765-3557 （従業員数 16人 ） (3)11時30分～20時30分
～ 就業場所 津南町

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) 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) 8時00分～17時00分

TEL 025-768-3094 （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
(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

雇用期間の定めなし

1人 15080-   31991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 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 15080-   30691正社員

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

雇用期間の定めなし

2人 15080-   27291正社員 

設備工 45歳以下 株式会社　大新 十日町市高原田１７０－３ 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 ） 190,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

2人 15080-   22691正社員 障害者支援施設　なかまの家

支援員（なかまの家）【夜勤】 18歳～59歳 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

雇用期間の定めなし

2人 15080-   21391正社員

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

雇用期間の定めなし

2人 15080-   19291正社員 十日町市、川西地区及び周辺市町村の各現場

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
車）

（ 省令１号 ） 184,000円～
230,000円

雇用期間の定めなし

2人 15080-   17791正社員 グループホーム　ゆうゆ

介護員【夜勤あり】 18歳～64歳 有限会社　五輪
（グループホームゆう
ゆ）

津南町大字外丸　丁１４５８ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

（ 省令１号 ） 167,800円～
203,000円

雇用期間の定めなし

2人 15080-   16491正社員 グループホーム　ゆうゆ

介護員【夜勤なし】 18歳～64歳 有限会社　五輪
（グループホームゆう
ゆ）

津南町大字外丸　丁１４５８ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

（ 省令１号 ） 167,800円～
203,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-   15991
又は 6時00分～20時00分
の間の8時間程度正社員

販売員：早番（正社員） 69歳以下 セブン・イレブン　川
西町千手店

十日町市中屋敷２１６－１ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

（ 省令１号 ） 170,000円～
170,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-   14691正社員

一般土工 18歳～64歳 株式会社　大海組 十日町市松之山天水越８０７番地 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＭＴ）

（ 省令１号 ） 160,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-   13391正社員

型枠大工 18歳～64歳 株式会社　大海組 十日町市松之山天水越８０７番地 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＭＴ）

（ 省令１号 ） 160,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-   12091正社員

運転員 18歳～64歳 株式会社　大海組 十日町市松之山天水越８０７番地 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＭＴ）

（ 省令１号 ） 160,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-   11191正社員

製造員・配達員【急募】 45歳以下 株式会社　大又食品 十日町市川治９８４ 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 ） 165,240円～
204,000円

雇用期間の定めなし

2人 15080-   10591正社員 特別養護老人ホーム　みさと苑

生活相談員（みさと苑） 64歳以下 社会福祉法人　苗場
福祉会

十日町市川治４５２５番地 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

社会福祉士　又は　社
会福祉主事任用資格
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

（ 省令１号 ） 178,000円～
240,000円

雇用期間の定めなし

2人 15080-    9791正社員 特別養護老人ホーム　みさと苑

調理員（みさと苑） 不問 社会福祉法人　苗場
福祉会

十日町市川治４５２５番地 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 ） 154,000円～
166,400円

雇用期間の定めなし

3人 15080-    8491正社員 特別養護老人ホーム　みさと苑

介護職員（みさと苑）経験者
【介護福祉士】

18歳～64歳 社会福祉法人　苗場
福祉会

十日町市川治４５２５番地 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

介護福祉士

（ 省令１号 ） 183,000円～
227,000円

雇用期間の定めなし

3人 15080-    7991正社員 特別養護老人ホーム　みさと苑

介護職員（みさと苑） 18歳～64歳 社会福祉法人　苗場
福祉会

十日町市川治４５２５番地 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問

（ 省令１号 ） 154,000円～
188,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-    1291正社員 特別養護老人ホーム　まほろばの里川治

訪問介護員（まほろばの里
川治）【急募】

64歳以下 社会福祉法人　苗場
福祉会

十日町市川治４５２５番地 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

普通自動車免許　（ＡＴ
限定可）
ホームヘルパー２級・介
護福祉士・介護職員基
礎研修修了・介護初任
者研修修了のいずれか

（ 省令１号 ） 156,000円～
215,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  101391正社員

事務員 59歳以下 株式会社　宗屋工業 津南町大字下船渡戊４２０番地６ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

（ 省令１号 ） 150,000円～
150,000円

雇用期間の定めなし

2人 15080-   96091正社員

配管・溶接工・機械工 45歳以下 有限会社　魚沼鉄工 十日町市川治丙１３２番地 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～
220,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-   94591正社員

） 148,000円～
180,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-   92891正社員

住宅営業 35歳以下 コモホーム　株式会
社

十日町市子７５７－１（高田町６丁目）ポー
トインビル３階

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 ） 200,160円～
316,360円

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

貴金属製品の製造及び加工
（最終仕上げ）

30歳以下 株式会社　ユーボネ
クス

十日町市寿町４丁目４－１９ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問

（ 省令３号のイ
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月給 変形（１週間単位非定型的）
(1) 7時00分～17時00分
(2)15時00分～21時00分

TEL 025-596-2100 （従業員数 15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 21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 21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) 7時00分～16時00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年単位）
(1) 8時00分～17時10分

TEL 025-752-2449 （従業員数 22人 ）
～ 就業場所 十日町市

月給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時45分

TEL 025-756-2607 （従業員数 4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)10時00分～18時30分

TEL 025-757-2220 （従業員数 16人 ）
～ 就業場所 十日町市

月給 変形（１年単位）
(1)10時00分～18時30分

TEL 025-757-2220 （従業員数 16人 ）
～ 就業場所 十日町市

月給
(1) 8時00分～17時30分
(2) 8時00分～17時00分

TEL 025-757-2161 （従業員数 62人 ）
～ 就業場所 十日町市

月給
(1) 8時00分～17時30分
(2) 8時00分～17時00分

TEL 025-757-2161 （従業員数 62人 ）
～ 就業場所 十日町市

月給 変形（１年単位）
(1) 8時20分～17時30分

TEL 025-752-7700 （従業員数 254人 ）
～ 就業場所 十日町市

月給 変形（１年単位）
(1) 9時25分～18時30分

TEL 025-757-8636 （従業員数 9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30分～17時24分

TEL 025-752-5791 （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30分～17時30分

TEL 025-757-8131 （従業員数 17人 ）
～ 就業場所 十日町市

雇用期間の定めなし

1人 15080-   72991正社員

営業（呉服加工部門） 45歳以下 角屋　株式会社 十日町市本町２丁目３４０番地 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～
220,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-   71691正社員

エリンギの収穫作業 45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・
健康・厚生

不問

（ 省令３号のイ ） 140,000円～
150,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-   68291正社員

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 ） 190,000円～
280,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-   67891正社員

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 ） 160,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-   66791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 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

普通自動車免許（ＭＴ）

（ 省令３号のイ ） 160,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-   65491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 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

普通自動車免許（ＭＴ）

（ 省令１号 ） 190,000円～
280,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-   64991正社員

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 ） 190,000円～
280,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-   58791正社員

雑貨・家具・インテリアの販
売、配送スタッフ

不問 株式会社　ダイユウ 十日町市寿町３丁目１－２０ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＭＴ）

（ 年齢不問 ） 150,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-   56991正社員 十日町市沢口丑５１０－１　　新工場

きもの加工相談業務 不問 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

普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

（ 年齢不問 ） 180,000円～
230,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-   53091正社員

電気工事士及び管理スタッ
フ（幹部候補）

59歳以下 大島電気　株式会社 十日町市明石町２５番地 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

普通自動車免許（ＭＴ）

（ 省令１号 ） 164,000円～
228,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-   52191正社員

情報通信工事及び管理 59歳以下 大島電気　株式会社 十日町市明石町２５番地 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

普通自動車免許（ＭＴ
車）

（ 省令１号 ） 164,000円～
228,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-   51591正社員 妻有ショッピングセンター内　スポーツプラザ　エビスヤ

スポーツ用品等販売員（十
日町店）

35歳以下 株式会社　エビスヤ 十日町市高田町６丁目 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 ） 140,000円～
150,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-   49491正社員 妻有ショッピングセンター内　スポーツプラザ・エビスヤ

ネット販売員（十日町） 35歳以下 株式会社　エビスヤ 十日町市高田町６丁目 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 ） 140,000円～
150,000円

雇用期間の定めなし

3人 15080-   48991正社員

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

雇用期間の定めなし

3人 15080-   47691正社員 津南町大字外丸丁１１９８－１（会社事務所）

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 ） 198,000円～
253,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-   45091正社員

配管工 45歳以下 有限会社　スドー設
備

十日町市下組６４７ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＭＴ
車）

（ 省令３号のイ ） 167,250円～
250,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-   43591正社員

洗浄係【急募】 44歳以下 株式会社　高橋ク
リーニング店

十日町市山本町２０２番地８ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＭＴ）

（ 省令３号のイ ） 179,000円～
207,200円

雇用期間の定めなし

1人 15080-   39391正社員

介護職員 18歳～64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 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問

（ 省令１号 ） 156,200円～
165,800円

雇用期間の定めなし

1人 15080-   37191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

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限
定可）

（ 省令１号 ） 150,000円～
170,000円

雇用期間の定めなし

2人 15080-   34891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 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-   33791正社員

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

雇用期間の定めなし

1人 15080-   32491
又は 7時00分～21時00分
の間の8時間程度正社員

客室サービス係（正社員）
【急募】

69歳以下 株式会社　凌雲閣松
之山ホテル

十日町市松之山天水越８１ 雇用・労災・
健康・厚生

不問

（ 省令１号 ） 160,000円～
160,000円

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
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月給 変形（１年単位）
(1) 8時30分～17時30分

TEL 025-757-8131 （従業員数 10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30分～17時30分

TEL 025-752-2734 （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 025-596-2434 （従業員数 5人 ）
H31.2.1 ～ 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

月給
(1) 8時30分～17時30分

TEL 0258-24-2650 （従業員数 17人 ）
～ 就業場所 十日町市

月給 変形（１年単位）
(1) 9時15分～18時30分

TEL 0258-23-2332 （従業員数 10人 ）
～ 就業場所 十日町市

確定拠出年金
月給 変形（１年単位）

(1) 9時15分～18時30分

TEL 0258-23-2332 （従業員数 10人 ）
～ 就業場所 十日町市

確定拠出年金
月給 変形（１年単位）

(1) 8時45分～18時15分
(2) 9時30分～19時00分

TEL 025-770-2026 （従業員数 6人 ） (3)10時00分～19時30分
～ 就業場所 津南町

月給 変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～17時30分
(2) 8時30分～12時30分

TEL 025-280-1466 （従業員数 5人 ）
～ 就業場所 十日町市

月給 変形（１ヶ月単位）
(1) 8時15分～17時30分
(2) 8時15分～12時30分

TEL 025-280-1466 （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
(1) 9時15分～17時00分

TEL 0257-21-0644 （従業員数 14人 ）
～ 就業場所 十日町市

時給 交替制あり
(1) 8時30分～17時45分
(2)10時30分～19時45分

TEL 0256-33-6042 （従業員数 59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 025-757-8269 （従業員数 11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
(2) 3時00分～12時00分

TEL 025-757-8269 （従業員数 11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
(2) 3時00分～12時00分

TEL 025-755-2211 （従業員数 21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
(2) 3時00分～12時00分

TEL 025-755-2211 （従業員数 21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
(2) 3時00分～12時00分

TEL 025-755-2211 （従業員数 21人 ）
～ 就業場所 十日町市

時給
(1) 9時00分～18時00分

TEL 025-757-6412 （従業員数 10人 ）
～ 就業場所 十日町市

日給
(1) 8時30分～17時15分

TEL 025-757-5566 （従業員数 386人 ）
H31.1.31 ～ H31.3.31 就業場所 十日町市

雇用期間の定めなし

2人 15050- 5399281正社員 　十日町市駅通り１７　エコマール十日町１Ｆ

商工会議所共済・福祉制度
推進スタッフ【十日町分室】

64歳以下 アクサ生命保険株式
会社　柏崎営業所

柏崎市東本町１－２－１６モーリエ２　５Ｆ 雇用・労災・
健康・厚生

不問

（ 省令１号 ） 180,000円～
240,000円

雇用期間の定めなし

1人 15034-   37791正社員

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 ） 160,300円～
245,550円

雇用期間の定めなし

2人 15010- 1059591正社員 十日町市山本町１丁目１９３－５　十日町調剤薬局

薬剤師（十日町市山本町） 59歳以下 有限会社　桂林 新潟市中央区網川原１丁目１５番２３号
新光ビル４階

雇用・労災・
健康・厚生

薬剤師免許証
普通自動車免許

（ 省令１号 ） 260,000円～
325,000円

雇用期間の定めなし

1人 15010- 1051091正社員 十日町市本町３－３６２－４　プラザコア１Ｆ　プラザ調剤薬局

管理栄養士（十日町市本町） 59歳以下 有限会社　桂林 新潟市中央区網川原１丁目１５番２３号
新光ビル４階

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＡＴ
可）
管理栄養士免許（ 省令１号 ） 170,000円～

200,000円

雇用期間の定めなし

1人 15120-  162691正社員 津南町大字下船渡丁２１６－１４　ドコモショップ津南店

店頭及びカウンターでの接
客業務（ドコモショップ津南
店）

59歳以下 株式会社　テレコム
ベイシス

南魚沼市余川２９１１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

普通自動車免許（ＡＴ限
定も可）

（ 省令１号 ） 160,000円～
218,500円

雇用期間の定めなし

1人 15020-  444591正社員 十日町市中条甲５９１－１　十日町店

自動車整備士［十日町店］ 34歳以下 株式会社　日産サ
ティオ新潟西

長岡市下条町６６２番地 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車運転免許
（ＡＴ限定不可）
自動車整備士２級以上（ 省令３号のイ ） 183,000円～

193,000円

雇用期間の定めなし

1人 15020-  435591正社員 十日町市中条甲５９１番地１　十日町店

営業員［十日町店］ 34歳以下 株式会社　日産サ
ティオ新潟西

長岡市下条町６６２番地 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車運転免許

（ 省令３号のイ ） 186,000円～
235,500円

雇用期間の定めなし

1人 15020-  714491正社員 十日町市千歳町３丁目５－９　まちトレ十日町

生活相談員兼トレーナー（介
護職員）（十日町）

59歳以下 サポートセンター　まちな
かや（（株）アルプスビジ
ネスクリエーション）

長岡市高見町５４９－１ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＡＴ）　
社会福祉士又は社会福
祉主事任用資格
（介護福祉士があれば
優遇）

（ 省令１号 ） 164,000円～
204,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 3126581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 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

5人 15080- 3131081正社員 新規工場「中里きのこ栽培施設」

なめこ栽培管理 64歳以下 有限会社　松之山き
のこ

十日町市松之山新山３５８－１ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

（ 省令１号 ） 150,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 3129881正社員

仕上工 59歳以下 魚沼整染　株式会社 十日町市山谷１２５３－２ 雇用・労災・
健康・厚生

不問

（ 省令１号 ） 160,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-   74791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 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-   73491正社員 十日町市寿町３－３－６　たんす屋十日町きもの買取センター

呉服の入・出苛管理業務 45歳以下 角屋　株式会社 十日町市本町２丁目３４０番地 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～
180,000円

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

トリマー（十日町店・準社員） 不問 ホームセンタームサ
シ　（アークランドサカ
モト（株））

三条市上須頃４４５番地 雇用・労災・
健康・厚生

トリミング資格

（ 年齢不問 ） 172,800円～
207,360円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15040-  467091正社員以外 十日町市丑９００－２　ホームセンタームサシ十日町店

事務員 不問 三和生コン　株式会
社

十日町市中条９８８ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

（ 年齢不問 ） 160,000円～
200,000円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15080-  116591正社員以外
生コンの品質管理　補助員 18歳以上 三和生コン　株式会

社
十日町市中条９８８ 雇用・労災・

健康・厚生
普通自動車免許（ＡＴ
可）

（ 省令２号 ） 160,000円～
200,000円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15080-  117191正社員以外
修理工 18歳以上 株式会社　長谷川砂

利
十日町市下条１丁目６０ 雇用・労災・

健康・厚生
アーク溶接工
普通自動車免許（ＭＴ）

（ 省令２号 ） 200,000円～
250,000円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15080-  120791正社員以外
重機オペレーター及びダンプ
運転

18歳以上 株式会社　長谷川砂
利

十日町市下条１丁目６０ 雇用・労災・
健康・厚生

大型１種自動車免許
大型特殊自動車免許
車両系建設機械資格い
ずれも必須

（ 省令２号 ） 220,000円～
280,000円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15080-  121891正社員以外
プラントオペレーター 18歳以上 株式会社　長谷川砂

利
十日町市下条１丁目６０ 雇用・労災・

健康・厚生
普通自動車免許（ＭＴ）

（ 省令２号 ） 230,000円～
270,000円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15080-  122291正社員以外
データ作成・チェック業務
（パソコン使用）

不問 ジョルダン　株式会社
新潟分室

十日町市寿町３－４－１０　カドヤパーク
オフィス３－Ａ

雇用・労災・
健康・厚生

不問

（ 年齢不問 ） 136,000円～
160,000円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

2人 15080-  113791正社員以外
作業療法士 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
作業療法士

（ 年齢不問 ） 188,139円～
251,454円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15080-   99991正社員以外

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
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時給 変形（１ヶ月単位）
(1) 7時00分～16時15分
(2) 8時00分～17時15分

TEL 025-758-4114 （従業員数 125人 ）
～ 就業場所 十日町市

日給 変形（１ヶ月単位）
(1) 6時00分～15時00分
(2)10時15分～19時15分

TEL 025-761-7340 （従業員数 41人 ） (3) 8時30分～17時30分
～ 就業場所 十日町市

時給
(1) 8時30分～17時30分

TEL 025-757-5511 （従業員数 40人 ）
～ 就業場所 十日町市

時給 変形（１週間単位非定型的）
(1) 7時00分～17時00分
(2)15時00分～21時00分

TEL 025-596-2100 （従業員数 15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

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 254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 254人 ）
～ 就業場所 十日町市

月給 変形（１年単位）
(1) 7時45分～17時15分

TEL 025-768-3683 （従業員数 16人 ）
～ 就業場所 十日町市

日給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時20分
(2) 8時30分～17時20分

TEL 025-757-8211 （従業員数 65人 ）
～ H31.3.31 就業場所 十日町市

日給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時20分
(2) 8時30分～17時20分

TEL 025-757-8211 （従業員数 65人 ）
～ H31.3.31 就業場所 十日町市

時給
(1) 8時30分～17時30分

TEL 025-752-5411 （従業員数 14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

TEL 025-763-2669 （従業員数 14人 ）
～ H31.3.31 就業場所 十日町市

月給
(1) 8時30分～17時30分

TEL 0258-24-2650 （従業員数 17人 ）
～ 就業場所 十日町市

時給
(1) 8時30分～17時30分

TEL 0258-24-2650 （従業員数 17人 ）
～ 就業場所 十日町市

時給 変形（１年単位）

TEL 0258-47-2700 （従業員数 67人 ）
～ 就業場所 十日町市

時給 変形（１年単位）

TEL 0258-47-2700 （従業員数 67人 ）
～ 就業場所 十日町市

時給 変形（１年単位）
(1) 8時30分～17時30分

TEL 025-282-7882 （従業員数 1人 ）
～ H31.3.31 就業場所 十日町市

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 6人 ）
～ 就業場所 十日町市

日給 変形（１ヶ月単位）
(1) 6時30分～21時00分

TEL 025-782-4501 （従業員数 104人 ）
～ H31.3.31 就業場所 十日町市

水産物の加工（チルド部門） 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

不問

（ 年齢不問 ） 148,219円～
148,219円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15080-   20091正社員以外
調理員（なかまの家） 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
普通自動車運転免許
（ＡＴ限定可）

（ 省令１号 ） 140,288円～
164,647円

雇用期間の定めなし

2人 15080-   23991正社員以外 障害者支援施設　なかまの家

生活支援員 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・
健康・厚生

普通自動車免許（ＡＴ
可）

（ 年齢不問 ） 146,160円～
154,280円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15080-   26891正社員以外 （１０か所のグループホーム　十日町市内）

客室サービス係（パート社
員）【急募】

69歳以下 株式会社　凌雲閣松
之山ホテル

十日町市松之山天水越８１ 雇用・労災・
健康・厚生

不問

（ 省令１号 ） 147,560円～
156,240円

雇用期間の定めなし

2人 15080-   29191
又は 7時00分～21時00分
の間の8時間程度正社員以外

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

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限
定可）

（ 省令１号 ） 148,500円～
148,500円

雇用期間の定めなし

1人 15080-   38091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-   41891正社員以外 ニュー・グリーンピア津南

仕上げスタッフ 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-   54391正社員以外 十日町市字沢口丑５１０－１　新工場

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 ） 141,696円～
172,800円

雇用期間の定めなし

2人 15080-   55691正社員以外 十日町市沢口丑５１０－１　　新工場

精米・包装・発送作業及び事
務作業

不問 株式会社　千手 十日町市中屋敷５８１番地 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＭＴ）

（ 年齢不問 ） 180,000円～
203,000円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15080-   59891正社員以外
総合職（配管工） 不問 株式会社　拓越 十日町市新座甲４０３番地５５ 雇用・労災・

健康・厚生
普通自動車免許（ＭＴ）

（ 年齢不問 ） 164,250円～
262,800円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15080-   60191正社員以外
総合職（現場代理人） 不問 株式会社　拓越 十日町市新座甲４０３番地５５ 雇用・労災・

健康・厚生
普通自動車免許（ＭＴ）

（ 年齢不問 ） 164,250円～
284,700円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15080-   61091正社員以外
現場監督補助作業 不問 コモホーム　株式会

社
十日町市子７５７－１（高田町６丁目）ポー
トインビル３階

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

（ 年齢不問 ） 154,575円～
171,750円

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）

1人 15080-   69591正社員以外
介護業務（デイサービスセン
ターしちかわ）

不問 社会福祉法人　なか
さと福祉会

十日町市上山己２７３９ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

（ 年齢不問 ） 139,000円～
250,000円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15080-   75891正社員以外 デイサービスセンター　しちかわ（七川荘とは棟続きです。）

トレーナー（介護職員）［十日
町］

不問 サポートセンター　まちな
かや（（株）アルプスビジ
ネスクリエーション）

長岡市高見町５４９－１ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＡＴ）
介護福祉士（資格が無
い場合、時給での採用
可）

（ 年齢不問 ） 166,020円～
184,000円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15020-  716891正社員以外 十日町市千歳町３丁目５－９　まちトレ十日町

トレーナー（介護職員・十日
町）（時給）

不問 サポートセンター　まちな
かや（（株）アルプスビジ
ネスクリエーション）

長岡市高見町５４９－１ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＡＴ）

（ 年齢不問 ） 170,220円～
177,600円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15020-  717291正社員以外 十日町市千歳町３丁目５－９　まちトレ十日町

販売員（レジ部）［ピアレマー
ト十日町店］

18歳以上 株式会社　スポット　 長岡市新産３－６－１２ 雇用・労災・
健康・厚生

不問

（ 省令２号 ） 148,000円～
148,000円

雇用期間の定めなし

1人 15020-  550091
又は 8時00分～21時30分
の間の8時間正社員以外 ピアレマート　十日町店

販売員（鮮魚部）［ピアレマー
ト十日町店］

18歳以上 株式会社　スポット　 長岡市新産３－６－１２ 雇用・労災・
健康・厚生

不問

（ 省令２号 ） 156,550円～
156,550円

雇用期間の定めなし

1人 15020-  553991
又は 7時00分～17時00分
の間の8時間程度正社員以外 ピアレマート　十日町店

（派）ハーネスの組立・加工・検査
スタッフ※日勤※十日町市

不問 株式会社　Ａ・Ｅ・Ｎア
レクシード新潟

新潟市中央区上近江３丁目２番２７号　Ｇ
ＯＬＦ１９　２階

雇用・労災・
健康・厚生

不問

（ 年齢不問 ） 158,080円～
166,400円

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）

2人 15010- 1482391有期雇用派遣 十日町市霜条１１４番地　中越住電装（株）川西工場

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-  241591
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

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 ） 151,875円～
172,125円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

2人 15010-  650691正社員以外 ※現場は中越地区

（期）スキー場リフト係 不問 株式会社　上越観光開
発　上越国際スキー場
ホテルグリーンプラザ上
越

南魚沼市樺野沢１１２－１ 労災 不問

（ 年齢不問 ） 165,600円～
172,500円

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）

20人 15120-   50491正社員以外 上越国際当間スキー場（十日町）
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時給

TEL 0465-24-3611 （従業員数 2人 ）
～ H31.5.25 就業場所 十日町市

時給
(1) 8時00分～11時00分

TEL 025-758-4119 （従業員数 2人 ）
～ 就業場所 十日町市

時給
(1) 8時30分～15時00分

TEL 025-765-4810 （従業員数 18人 ）
～ 就業場所 津南町

時給
(1) 8時30分～14時00分

TEL 025-750-1831 （従業員数 7人 ）
～ 就業場所 十日町市

時給

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

時給
(1)13時00分～18時00分

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

時給

TEL 025-757-6566 （従業員数 22人 ）
～ 就業場所 十日町市

時給

TEL 025-757-6566 （従業員数 22人 ）
～ 就業場所 十日町市

時給
(1)10時00分～15時00分

TEL 025-752-5411 （従業員数 14人 ）
～ 就業場所 十日町市

時給
(1) 9時00分～13時00分

TEL 025-757-1177 （従業員数 2人 ）
～ 就業場所 十日町市

時給
(1) 9時00分～15時00分

TEL 025-757-2674 （従業員数 36人 ）
H31.1.21 ～ H31.3.20 就業場所 十日町市

時給
(1)15時00分～19時20分
(2) 8時00分～12時40分

TEL 025-757-1001 （従業員数 4人 ）
～ 就業場所 十日町市

時給 交替制あり
(1) 6時30分～10時30分
(2)13時00分～18時00分

TEL 025-758-4119 （従業員数 46人 ）
～ 就業場所 十日町市

日給
(1) 8時30分～15時20分

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

時給
(1) 8時00分～17時00分

TEL 025-761-7400 （従業員数 49人 ）
～ 就業場所 十日町市

時給
(1)14時30分～17時30分

TEL 025-761-7400 （従業員数 49人 ）
～ 就業場所 十日町市

時給
(1) 6時30分～15時30分
(2) 8時30分～17時30分

TEL 025-761-7400 （従業員数 49人 ） (3)11時00分～20時00分
～ 就業場所 十日町市

時給
(1)13時30分～17時30分

TEL 025-761-7400 （従業員数 49人 ）
～ 就業場所 十日町市

時給

TEL 025-761-7400 （従業員数 98人 ）
～ 就業場所 津南町

時給 交替制あり
(1)15時30分～20時30分
(2)18時30分～20時30分

TEL 025-761-1515 （従業員数 25人 ） (3)11時00分～16時00分
～ H31.3.31 就業場所 十日町市

15080-  103991パート労働者

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

メガネ販売（十日町） 不問 株式会社　メガネ
スーパー

神奈川県小田原市本町４－２－３９ 雇用・労災・
健康・厚生

不問

（ 年齢不問 ）
803円～803円雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 14070-  505091
又は10時00分～19時30
分の間の2時間以上パート労働者 十日町市高山６４８－１　こやまテナント　十日町店（９２６）


15080-  106891
又は16時00分～22時30
分の間の4時間程度パート労働者

（請）清掃員（越後妻有文化
ホール）

不問 有限会社　十日町ビ
ルサービス

十日町市大黒沢２８７番地 労災 不問

（ 年齢不問 ）
820円～850円雇用期間の定めなし

1人 15080-  126391パート労働者 十日町市本町一　越後妻有文化ホール

ナメコの収穫・包装作業 不問 農事組合法人　割野
きのこ組合

津南町大字下船渡丁８１５０ 雇用・労災 不問

（ 年齢不問 ）
850円～1,000円雇用期間の定めなし

1人

15080-  109191
又は 8時00分～17時15分
の間の5時間程度パート労働者

野菜栽培【急募】 不問 有限会社　安全野菜
新潟工場

十日町市八幡田町２７７番地１ 雇用・労災 不問

（ 年齢不問 ）
805円～900円雇用期間の定めなし

1人 15080-  104491パート労働者
加工食品部門 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 ）
830円～830円雇用期間の定めなし

1人

15080-   76291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 ）
910円～910円雇用期間の定めなし

1人 15080-  107291パート労働者
きものプレス（アイロン） 70歳以下 まつざわ 十日町市明石町２０２３－１１ 雇用・労災 不問

（ 省令１号 ）
805円～870円雇用期間の定めなし

2人

15080-   87091パート労働者

きもの加工（水場） 70歳以下 まつざわ 十日町市明石町２０２３－１１ 雇用・労災 不問

（ 省令１号 ）
805円～870円雇用期間の定めなし

1人 15080-  115291
又は 8時00分～17時15分
の間の5時間程度パート労働者

アフターメンテナンス 59歳以下 コモホーム　株式会
社

十日町市子７５７－１（高田町６丁目）ポー
トインビル３階

労災 普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

（ 省令１号 ）
803円～900円雇用期間の定めなし

1人

15080-   97391パート労働者 シルクモール

ルームメイク【急募】 不問 有限会社　むかでや
旅館

十日町市高田町２丁目９３番地５ 労災 不問

（ 年齢不問 ）
850円～1,000円雇用期間の定めなし

2人 15080-   78191パート労働者
事務補助 不問 東北電力　株式会社

十日町電力センター
十日町市本町１丁目上１番地５ 雇用・労災 不問

（ 年齢不問 ）
820円～820円雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）

1人

15080-  100091パート労働者

受付事務、施術補助 不問 丸山接骨院 十日町市千歳町２－２－２２ 雇用・労災 不問

（ 年齢不問 ）
840円～860円雇用期間の定めなし

1人 15080-   95191パート労働者
清掃員（シルクモール） 不問 有限会社　十日町ビ

ルサービス
十日町市大黒沢２８７番地 雇用・労災 不問

（ 年齢不問 ）
820円～850円雇用期間の定めなし

1人

15080-    3191パート労働者 　健康倶楽部十日町

看護師（パート勤務） 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

看護師免許（准看・正看
のいずれか）

（ 年齢不問 ）
995円～1,843円雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

2人 15080-   98691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-    5391パート労働者 　健康倶楽部十日町

看護・准看護職員（健康倶楽
部十日町）

不問 社会福祉法人　苗場
福祉会

十日町市川治４５２５番地 労災・財形 看護師又は准看護師

（ 年齢不問 ） 1,300円～1,500
円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15080-    2591パート労働者 「健康倶楽部十日町老人デイサービスセンター」

運転手【送迎：夕のみ】
（健康倶楽部十日町）【急募】

64歳以下 社会福祉法人　苗場
福祉会

十日町市川治４５２５番地 労災 普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

（ 省令１号 ）
850円～1,080円雇用期間の定めなし

1人

15080-   18891パート労働者 十日町市水口沢１２１－７　千手温泉　千年の湯

介護職員
（グループホームゆきんこ）

不問 社会福祉法人　苗場
福祉会

十日町市川治４５２５番地 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

（ 年齢不問 ）
850円～1,080円雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

2人 15080-    4091パート労働者 　グループホームゆきんこ

運転手【送迎：午後】
（健康倶楽部十日町）

64歳以下 社会福祉法人　苗場
福祉会

十日町市川治４５２５番地 労災 普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

（ 省令１号 ）
850円～1,080円雇用期間の定めなし

1人

介護職員（みさと苑） 不問 社会福祉法人　苗場
福祉会

十日町市川治４５２５番地 雇用・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-    6691
又は 7時00分～20時00分
の間の4時間以上パート労働者 特別養護老人ホーム　みさと苑

清掃業務（千手温泉　千年
の湯）

不問 株式会社　まちづくり
川西

十日町市水口沢７６－１６ 労災 不問

（ 年齢不問 ）
815円～830円雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人
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時給
(1)14時30分～18時30分

TEL 025-761-7340 （従業員数 21人 ）
～ 就業場所 十日町市

時給

TEL 025-761-7340 （従業員数 17人 ）
～ 就業場所 十日町市

時給
(1) 9時00分～15時00分

TEL 025-757-4916 （従業員数 80人 ）
～ 就業場所 十日町市

月給
(1) 9時00分～16時00分

TEL 025-757-3111 （従業員数 27人 ）
H31.2.1 ～ H31.3.31 就業場所 十日町市

時給 交替制あり
(1) 7時00分～12時00分
(2)15時00分～20時00分

TEL 025-596-2100 （従業員数 15人 ）
～ 就業場所 十日町市

時給
(1) 8時00分～17時00分

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

時給

TEL 025-752-2449 （従業員数 22人 ）
～ 就業場所 十日町市

時給

TEL 025-752-2449 （従業員数 22人 ）
～ H31.5.20 就業場所 十日町市

時給
(1)10時00分～17時00分

TEL 025-757-2220 （従業員数 16人 ）
～ 就業場所 十日町市

時給

TEL 025-752-7700 （従業員数 254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 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)16時00分～21時30分

TEL 0258-47-2700 （従業員数 58人 ）
～ 就業場所 十日町市

時給
(1) 9時00分～16時30分

TEL 0258-24-2650 （従業員数 17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)10時00分～16時00分

TEL 025-770-2026 （従業員数 20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 6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

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

時給 変形（１ヶ月単位）

TEL 025-280-1466 （従業員数 4人 ）
～ 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

時給
(1) 6時30分～10時30分
(2) 9時00分～13時00分

TEL 025-284-6291 （従業員数 6人 ） (3)16時00分～20時30分
～ 就業場所 十日町市

15080-   25791
又は 6時30分～20時00分
の間の4時間程度パート労働者 ヘルパーステーション十日町

15080-   35291パート労働者

支援員（放課後等デイサー
ビス）

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 普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

（ 省令１号 ）
810円～950円雇用期間の定めなし

1人 15080-   24491パート労働者 障害福祉サービス事業所　なごみの家

介護職員（訪問ヘルパー） 59歳以下 社会福祉法人　十日
町福祉会

十日町市水口沢９９ 労災 介護職員初任者研修又
はホームヘルパー２級
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

（ 省令１号 ） 1,300円～1,300
円

雇用期間の定めなし

3人

15080-   42291パート労働者

えのき茸の収穫・包装・箱詰
め業務

不問 株式会社　柳産業 十日町市乙８００（六箇山谷） 雇用・労災 不問

（ 年齢不問 ）
805円～850円雇用期間の定めなし

3人 15080-   28591パート労働者
介護認定調査員
（医療介護課　介護保険係）

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

普通自動車運転免許
（ＡＴ限定可）
介護保険認定調査員証
（新規研修を修了してい
る方）

（ 年齢不問 ） 1,280円～1,360
円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人

15080-   46391
又は 9時00分～17時10分
の間の6時間程度パート労働者

客室サービス係【急募】 69歳以下 株式会社　凌雲閣松
之山ホテル

十日町市松之山天水越８１ 労災 不問

（ 省令１号 ）
810円～850円雇用期間の定めなし

2人 15080-   40791
又は 7時00分～22時00分
の間の5時間程度パート労働者

清掃作業員 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 ）
810円～900円雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人

15080-   57491
又は 8時20分～17時30分
の間の5時間程度パート労働者 十日町市字沢口丑５１０－１　新工場

作業スタッフ【急募】 不問 株式会社　高橋ク
リーニング店

十日町市山本町２０２番地８ 雇用・労災 不問

（ 年齢不問 ）
803円～830円雇用期間の定めなし

1人 15080-   44191
又は 9時00分～17時10分
の間の5時間程度パート労働者

作業スタッフ【急募】 不問 株式会社　高橋ク
リーニング店

十日町市山本町２０２番地８ 雇用・労災 不問

（ 年齢不問 ）
870円～930円雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人

15080- 3128781パート労働者

スポーツ用品等販売員（十
日町店）

不問 株式会社　エビスヤ 十日町市高田町６丁目 雇用・労災 普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

（ 年齢不問 ）
803円～803円雇用期間の定めなし

1人 15080-   50291パート労働者 妻有ショッピングセンター内

きもの縫製スタッフ 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 不問

（ 省令１号 ）
820円～910円雇用期間の定めなし

1人

15020-   67291パート労働者 十日町市千歳町３丁目５－９　まちトレ十日町

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 ）
810円～950円雇用期間の定めなし

1人 15080-   70391パート労働者
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

15120-  163991パート労働者 十日町市字下平寅乙３７６－８　ドコモショップ十日町店

販売員（食品部）［ピアレマー
ト十日町店］

不問 株式会社　スポット　 長岡市新産３－６－１２ 雇用・労災 不問

（ 年齢不問 ）
850円～950円雇用期間の定めなし

1人 15020-  549291パート労働者 ピアレマート　十日町店

看護師［まちトレ十日町］ 不問 サポートセンター　まちな
かや（（株）アルプスビジ
ネスクリエーション）

長岡市高見町５４９－１ 雇用・労災・
健康・厚生

正看護師もしくは准看
護師

（ 年齢不問 ） 1,200円～1,300
円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人

15010-  811991パート労働者 十日町市松代３２５５－３　第四銀行　松代支店

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-  397791パート労働者 ニューワタナベ　原信シルクモール店

事務処理、携帯電話の設定
など（ドコモショップ十日町
店）

59歳以下 株式会社　テレコム
ベイシス

南魚沼市余川２９１１ 雇用・労災・
財形

普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

（ 省令１号 ）
860円～860円雇用期間の定めなし

1人

15010- 1066291
又は 8時30分～17時30分
の間の4時間以上パート労働者 十日町市山本町１丁目１９３－５　十日町調剤薬局

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 ） 1,000円～1,133
円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

2人 15010-  661891パート労働者 ※現場は中越地域

（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- 1196891
又は 6時30分～20時30分
の間の4時間程度パート労働者 十日町市高田町３丁目南３２番９（十日町病院内）

接客業務（ホールアルバイ
ト）「十日町きらめき店」【急
募】

不問 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

（ 年齢不問 ） 1,150円～1,600
円

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）

3人 15010-  952591
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

薬剤師（十日町市山本町） 不問 有限会社　桂林 新潟市中央区網川原１丁目１５番２３号
新光ビル４階

労災 薬剤師免許
普通自動車運転免許

（ 年齢不問 ） 2,300円～2,300
円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

2人

（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 ）
900円～900円雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15010- 1144791パート労働者 十日町市旭町　リオンドール十日町店

コンビニエンスストア店員（十
日町市高田町）

不問 一般財団法人　新潟
県病院同仁会

新潟市中央区新光町４番地１　病院局内 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
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時給
(1) 9時00分～16時00分

TEL 0258-83-3787 （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
(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

時給
(1) 8時45分～13時00分

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

15022-   41791パート労働者 十日町市、旧川西町、旧中里村、津南町

販売人（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 ）
820円～820円雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15070-   33591パート労働者 十日町市寅乙４４６番　コメリ　ホームセンター十日町

薬剤師（とおかまち店） 64歳以下 有限会社　エム・ケ
イ・メディカル

小千谷市城内４－１－３８ 雇用・労災・
健康・厚生

薬剤師免許

（ 省令１号 ） 2,000円～3,000
円

雇用期間の定めなし

1人 15022-   30991パート労働者 十日町市春日１８９「エム・ケイ薬局　とおかまち店」

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 ）
820円～820円雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15070-   32291パート労働者 十日町市寅乙４４６番　（株）コメリＨＣ十日町店

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 ）
810円～1,200円雇用期間の定めなし

2人
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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

月 日

月 日

月 日

月 日

月 日

同時開催：インターンシップ説明会（２０２１年以降大学等卒業予定者対象）

平成３１年３月２３日（土）　午後１時３０分～　　　　道の駅クロステン　２階大ホール

１５名

開催のご案内

学生及び保護者対象 ２０２０年３月新規大学等卒業予定者及び２０１７年以降大学等既卒者

13:30 ～ 16:30 会場： 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）

1 29 再就職支援セミナー（応募書類作成実践コース）
㊋

十日町・津南　就職ガイダンス２０２０

対象：１５歳～３９歳の
無業で就職希望の方

定員： ２０名

1 29 長岡サポステ出張相談会（説明及び職業適性検査）
㊋

10:00 ～ 11:00 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

２０名

1 22 ジョブ・カード活用セミナー
㊋

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

1 16 再就職支援セミナー（基本コース）
㊌

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
３月１日～５月３１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≫

定員： １０名

☆より良い就職を実現するためのセミナー等☆

14:30 ～ 15:30 会場： ハローワーク十日町　２Ｆ　会議室

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

上記訓練施設担当者から訓練内容の説明をさせていただきます。お気軽にご参加ください。

1 25 職業訓練受講者セミナー「ＯＡ事務科」
㊎

○
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
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