
月給 変形（１年単位）
(1) 8時10分～17時00分

TEL 025-757-5220 （従業員数 17人 ）
～ 就業場所 十日町市

月給
(1) 7時00分～15時00分
(2) 7時00分～12時00分

TEL 025-752-5400 （従業員数 8人 ）
～ 就業場所 十日町市

月給
(1) 8時30分～17時00分

TEL 025-752-6333 （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～18時00分

TEL 025-757-1954 （従業員数 26人 ）
～ 就業場所 十日町市

月給 変形（１年単位）
(1) 6時00分～15時00分
(2) 6時30分～15時30分

TEL 025-757-1171 （従業員数 26人 ）
～ 就業場所 十日町市

年俸 変形（１ヶ月単位）
(1) 6時00分～15時00分
(2) 9時00分～18時00分

TEL 025-761-7400 （従業員数 19人 ） (3)10時45分～19時45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) 9時00分～18時00分

TEL 025-761-7400 （従業員数 19人 ） (3)10時45分～19時45分
～ 就業場所 津南町

確定拠出年金
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 252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 025-752-3265 （従業員数 61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
(2) 7時30分～17時00分

TEL 025-765-3145 （従業員数 54人 ）
～ 就業場所 津南町

月給 変形（１年単位）
(1) 7時45分～17時15分
(2) 7時30分～17時00分

TEL 025-765-3145 （従業員数 54人 ）
～ 就業場所 津南町

月給 変形（１年単位）
(1) 7時45分～17時15分
(2) 7時30分～17時00分

TEL 025-765-3145 （従業員数 54人 ）
～ 就業場所 津南町

月給 変形（１年単位）
(1) 5時00分～14時30分

TEL 025-752-4769 （従業員数 14人 ）
～ 就業場所 十日町市

年俸 変形（１ヶ月単位）
(1) 8時00分～17時00分

TEL 025-761-7400 （従業員数 30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00分～17時50分

TEL 025-758-3756 （従業員数 13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50分

TEL 025-758-3756 （従業員数 13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 025-596-3366 （従業員数 47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 025-596-3366 （従業員数 47人 ）
H31.4.1 ～ 就業場所 十日町市

月給
(1) 8時30分～17時15分

TEL 025-765-5585 （従業員数 2人 ）
H31.4.1 ～ 就業場所 津南町
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雇用期間の定めなし

1人 15080-  236191正社員

イベント企画・一般事務 45歳以下 津南町観光協会 津南町大字下船渡戊５８５ 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 ） 138,600円～
138,600円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  327391正社員

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）

（ 省令１号 ） 156,200円～
169,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  322891正社員

介護職員（デイサービス） 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）

（ 省令１号 ） 156,200円～
165,800円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  321791正社員

大工 45歳以下 有限会社　尾身建築 十日町市新宮甲３４２－１ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＭＴ）

（ 省令３号のイ ） 145,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  320491正社員

設計業務・現場管理 45歳以下 有限会社　尾身建築 十日町市新宮甲３４２－１ 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

雇用期間の定めなし

1人 15080-  315591正社員 「健康倶楽部十日町　老人デイサービスセンター」

介護職員（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 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 ） 154,000円～
175,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  313891正社員

ルート配送 59歳以下 株式会社　グリーン
エース共和

十日町市高山７４５ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＭＴ）

（ 省令１号 ） 160,000円～
160,000円

雇用期間の定めなし

2人 15080-  310991正社員

土木技術者（見習可） 18歳～45歳 株式会社　高橋工務
所

津南町大字下船渡戊２１６－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

普通自動車免許（ＭＴ）

（ 省令３号のイ ） 173,870円～
283,300円

雇用期間の定めなし

2人 15080-  309091正社員

建築技術者（見習可） 18歳～45歳 株式会社　高橋工務
所

津南町大字下船渡戊２１６－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

普通自動車免許（ＭＴ）

（ 省令３号のイ ） 173,870円～
283,300円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  308191正社員

営業 45歳以下 株式会社　高橋工務
所

津南町大字下船渡戊２１６－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

普通自動車免許（ＭＴ）

（ 省令３号のイ ） 173,870円～
283,300円

雇用期間の定めなし

2人 15080-  307591正社員

製造オペレーター 59歳以下 株式会社　イイキ 十日町市山谷１２５３－２　テクノパーク内 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問

（ 省令１号 ） 150,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  340591正社員 十日町市沢口丑５１０－１　　新工場

総務・経理 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

普通自動車免許（ＡＴ限
定可）
日商簿記２級以上（ 省令１号 ） 189,804円～

239,132円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  332591正社員 「ケアハウス　リバーサイド　みさと」

調理員（リバーサイドみさと） 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

不問

（ 省令１号 ） 154,000円～
166,400円

雇用・労災・
健康・厚生

不問

（ 年齢不問 ） 150,000円～
240,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  331291正社員 「ケアハウス　リバーサイド　みさと」

栄養士（リバーサイドみさと） 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

栄養士

（ 省令１号 ） 158,000円～
168,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  330891正社員

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＭＴ）

（ 年齢不問 ） 150,000円～
160,000円

卸売販売員 45歳以下 株式会社　十印十日
町水産

十日町市高山７４５ 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～
190,000円

雇用期間の定めなし

2人 15080-  326091正社員

商品管理【急募】 不問 株式会社　エーコー
ン・ジェム

十日町市北新田２３７－１

） 165,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  334091正社員

雇用期間の定めなし

1人 15080-  339791正社員 十日町市北鐙坂２１２８－１　工場

機械塗装 不問 株式会社　ミサワペイ
ントケミカル薬品

十日町市高山丙１０２番地３

雇用期間の定めなし

1人 15080-  335391正社員 十日町市北新田６５１－１　㈲　宮下商事車庫

） 180,000円～
180,000円

加入保険等 必要な免許資格

えのき茸製造 64歳以下 有限会社　サンライス
十日町

十日町市高島６２８番地 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

ゴミ収集、運搬作業員 45歳以下 有限会社　宮下商事 十日町市宮下町西２９５番地２ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許、中型
自動車免許（必須）

（ 省令３号のイ

【 2月8日(金) 号 】
≪次回の発行は2/15(金)です.≫

1月31日(木)～2月6日(水)受理分 

  Tel 025-757-2407  Fax 025-752-6402 
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    ◎ 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。 
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加入保険等 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

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00分～17時30分

TEL 025-752-3206 （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30分

TEL 025-752-3206 （従業員数 20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 21人 ）
～ 就業場所 十日町市

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

TEL 025-752-3123 （従業員数 27人 ） (3)10時00分～19時00分
H31.4.1 ～ 就業場所 十日町市

月給
(1) 8時30分～17時30分

TEL 025-765-1544 （従業員数 3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) 8時00分～17時00分

TEL 025-763-2669 （従業員数 56人 ） (3) 9時00分～18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00分

TEL 025-758-2250 （従業員数 19人 ）
H31.3.1 ～ 就業場所 十日町市

月給
(1) 8時00分～17時00分

TEL 025-752-3929 （従業員数 7人 ）
～ 就業場所 十日町市

年俸 変形（１ヶ月単位）
(1) 5時30分～14時30分
(2) 8時30分～17時30分

TEL 025-761-7400 （従業員数 110人 ） (3)10時00分～19時00分
～ 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30分

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

年俸 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 025-761-7400 （従業員数 19人 ） (3) 9時00分～18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)10時00分～19時00分

TEL 025-761-7400 （従業員数 19人 ） (3) 9時00分～18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) 8時30分～17時30分
(2) 7時00分～16時00分

TEL 025-761-7400 （従業員数 110人 ） (3)22時00分～ 7時00分
～ 就業場所 十日町市

確定拠出年金
年俸 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時30分
(2) 8時00分～17時00分

TEL 025-761-7400 （従業員数 98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) 8時30分～17時30分

TEL 025-761-7400 （従業員数 98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) 8時30分～17時30分

TEL 025-761-7400 （従業員数 98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00分～18時00分

TEL 025-761-1640 （従業員数 11人 ）
～ 就業場所 十日町市

月給
(1) 8時00分～17時30分

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

日給 変形（１年単位）
(1) 8時30分～17時30分

TEL 025-758-2104 （従業員数 1人 ）
～ 就業場所 十日町市
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雇用期間の定めなし

2人 15080-  274491正社員

ユニットバスの組立 45歳以下 ＰＩＢＡ’Ｓ引間 十日町市馬場丙１４９４－８ 雇用・労災 普通自動車免許（ＭＴ）

（ 省令３号のイ ） 166,500円～
222,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  273991正社員

電気工事士見習い 45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３号のイ ） 154,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

5人 15080-  272691正社員

営業員（本社） 39歳以下 株式会社　ノースライ
ン

十日町市山野田２６８番地２
株式会社クローバフォー内

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

1人 15080-  271391正社員 「特別養護老人ホーム　まほろばの里川冶」

介護支援専門員（入所） 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

介護支援専門員

（ 省令１号 ） 198,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  269291正社員 「ケアセンターまほろばの里川冶」

介護支援専門員（居宅） 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

介護支援専門員
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）（ 省令１号 ） 198,000円～

250,000円

雇用期間の定めなし

2人 15080-  268891正社員 「デイサービスセンターまほろばの里川冶」

生活相談員（通所） 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

3人 15080-  267791正社員 特別養護老人ホームまほろばの里川治

介護職員（まほろばの里川
治）
【急募】

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～
175,000円

雇用期間の定めなし

2人 15080-  265991正社員 ケアハウスリバーサイドみさと

介護職員（リバーサイドみさ
と）

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

不問

（ 省令１号 ） 154,000円～
188,000円

雇用期間の定めなし

2人 15080-  262091正社員 ケアハウスリバーサイドみさと

介護職員（リバーサイドみさ
と）【介護福祉士】

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

介護福祉士

（ 省令１号 ） 183,000円～
227,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  260591正社員

入出荷業務、きもの仕上・し
み抜き業務

59歳以下 株式会社　日紋 十日町市高田町６丁目 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問

（ 省令１号 ） 147,000円～
210,000円

雇用期間の定めなし

2人 15080-  259791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 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

雇用期間の定めなし

1人 15080-  257991正社員 十日町市川治４５２５　まほろばの里川治

調理員（まほろばの里川治） 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

不問

（ 省令１号 ） 154,000円～
162,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  255391正社員

食品製造員 59歳以下 株式会社　十日町パ
ン

十日町市川治１４６４－１（中町） 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

（ 省令１号 ） 145,000円～
175,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  250891正社員

経理・総務事務 64歳以下 宮沢建設　株式会社 十日町市馬場丁１３９２ 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 ） 168,000円～
230,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  248691正社員 「老人ホーム　七川荘」

看護業務 59歳以下 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

看護師または准看護師
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）（ 省令１号 ） 170,000円～

280,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  244591正社員

養豚 不問 株式会社　山田Ｂ．Ｆ 津南町大字下船渡庚６００ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

（ 年齢不問 ） 180,000円～
180,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  242891正社員

幼稚園教諭 不問 学校法人　放光学園
愛宕幼稚園

十日町市川原町８２３番地１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

保育士・幼稚園教諭い
ずれも必須

（ 年齢不問 ） 160,000円～
204,500円

雇用期間の定めなし

5人 15080-  241791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 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

2人 15080-  240491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 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-  239691正社員

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

雇用期間の定めなし

1人 15080-  238391正社員

製造技術管理職（候補） 不問 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限
定可）

（ 年齢不問 ） 178,000円～
280,000円

雇用期間の定めなし

3人 15080-  237091正社員

製造生産職 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
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加入保険等 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

月給 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 025-596-3366 （従業員数 47人 ） (3) 9時30分～18時30分
～ 就業場所 十日町市

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 101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 025-761-7340 （従業員数 560人 ） (3)10時00分～19時00分
～ 就業場所 十日町市

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 15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 15人 ） (3)17時00分～ 9時00分
～ 就業場所 津南町

確定拠出年金
月給 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～18時00分

TEL 025-757-8157 （従業員数 3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)10時00分～19時00分

TEL 025-761-7340 （従業員数 560人 ） (3)22時00分～ 7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30分

TEL 025-597-2821 （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 025-761-7479 （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 025-761-7479 （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
(2) 9時00分～18時00分

TEL 025-758-4348 （従業員数 82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 025-757-6393 （従業員数 3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 025-752-6450 （従業員数 16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 025-752-6450 （従業員数 16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 025-752-6450 （従業員数 16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 025-752-6450 （従業員数 16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 49人 ）
～ 就業場所 十日町市

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 46人 ）
～ 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 46人 ）
～ 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 46人 ） (3)17時00分～ 9時00分
～ 就業場所 津南町

確定拠出年金
月給 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時30分

TEL 025-758-2050 （従業員数 5人 ）
H31.4.1 ～ 就業場所 新潟県十日町市
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雇用期間の定めなし

2人 15080-  305891正社員 特別養護老人ホーム『かりんの里』

事務員 45歳以下 社会福祉法人　妻有
福祉会

十日町市新宮乙１９５－３ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

普通自動車免許（ＡＴ限
定可）
簿記３級以上　または
簿記３級以上と同等の
経験

（ 省令３号のイ ） 150,900円～
188,100円

介護職員（かりんの里） 18歳以上 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２号 ） 154,000円～
188,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  235591正社員 社会福祉法人　妻有福祉会　本部（養護老人ホーム妻有荘内）

雇用期間の定めなし

1人 15080-  304791正社員 「デイサービスセンター　かりん」

生活相談員（デイサービスセ
ンターかりん）

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
可）
社会福祉士、又は社会
福祉主事任用資格

（ 省令１号 ） 178,000円～
240,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  303491正社員 特別養護老人ホーム『かりんの里』

生活相談員（かりんの里） 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
可）
社会福祉士、又は社会
福祉主事任用資格

（ 省令１号 ） 178,000円～
240,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  302991正社員

営業 35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 ） 155,500円～
220,000円

雇用期間の定めなし

2人 15080-  301691正社員

電気工事施工（有資格者）
【急募】

59歳以下 株式会社　明和 十日町市西本町３丁目３番地６ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

電気工事士第２種以上
普通自動車運転免許＜
ＭＴ＞（ 省令１号 ） 256,000円～

324,000円

雇用期間の定めなし

2人 15080-  300391正社員

電気工事施工（未経験者）
【急募】

59歳以下 株式会社　明和 十日町市西本町３丁目３番地６ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

普通自動車運転免許＜
ＭＴ＞

（ 省令１号 ） 214,000円～
252,000円

雇用期間の定めなし

2人 15080-  299491正社員

土木作業員（有資格者）【急
募】

59歳以下 株式会社　明和 十日町市西本町３丁目３番地６ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

普通自動車免許（ＭＴ）
１級土木施工管理、ま
たは２級土木施工管理（ 省令１号 ） 256,000円～

324,000円

雇用期間の定めなし

2人 15080-  298991正社員

土木作業員【急募】 59歳以下 株式会社　明和 十日町市西本町３丁目３番地６ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

普通自動車免許（ＭＴ）

（ 省令１号 ） 214,000円～
252,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  297691正社員

板金塗装 59歳以下 株式会社　池田車体
工業

十日町市四日町１６９９－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

普通自動車免許（ＭＴ）

（ 省令１号 ） 200,000円～
270,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  295091正社員 十日町市馬場癸１２３９（珠川）　ホテルベルナティオ

（請）ホテル客室管理業務 39歳以下 株式会社　美郷 十日町市馬場癸４３４５－３（珠川） 雇用・労災・
健康・厚生

不問

（ 省令３号のイ ） 165,000円～
205,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  294191正社員

運転手【急募】（中京方面） 18歳～59歳 株式会社　天翔 十日町市伊達甲１７０４－２ 雇用・労災・
健康・厚生

大型自動車免許

（ 省令１号 ） 150,000円～
180,000円

雇用期間の定めなし

2人 15080-  293591正社員

運転手（関東方面）【急募】 18歳～59歳 株式会社　天翔 十日町市伊達甲１７０４－２ 雇用・労災・
健康・厚生

大型自動車免許

（ 省令１号 ） 150,000円～
180,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  287191正社員

電気工事士見習 59歳以下 ダイワ電気工事　株
式会社

十日町市松代３７７３－２５ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

普通自動車免許（МＴ）

（ 省令１号 ） 160,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

2人 15080-  286591正社員 十日町市内の当法人が運営するのいずれか施設

介護職員 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

普通自動車免許（ＡＴ限
定可）
介護職員初任者研修終
了

（ 省令１号 ） 159,125円～
185,500円

雇用期間の定めなし

2人 15080-  285291正社員 「美容室プチエール」

美容師もしくは理容師【急
募】

不問 有限会社　ベストワン 十日町市千歳町１丁目１番地２１ 雇用・労災・
健康・厚生

美容・理容師免許（いず
れか）

（ 年齢不問 ） 150,000円～
230,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  284891正社員 グループホームひまわり

介護職員経験者（グループホー
ムひまわり）【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

1人 15080-  283791正社員 グループホーム　ひまわり

介護職員（グループホーム
ひまわり）

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-  282491正社員 十日町市内の法人が運営する事業所

看護職員（日勤のみ） 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
可）
准看護師免許以上（必
須）

（ 省令１号 ） 184,850円～
203,500円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  280691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） 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

雇用期間の定めなし

3人 15080-  279191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 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-  276891正社員

看護職員 64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

看護師又は准看護師免
許

（ 省令１号 ） 184,000円～
231,600円
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加入保険等 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

月給 変形（１年単位）
(1) 7時45分～17時00分

TEL 0258-82-2634 （従業員数 68人 ）
～ 就業場所 十日町市

年俸
(1) 8時30分～17時30分

TEL 0258-83-3787 （従業員数 8人 ）
～ 就業場所 十日町市

年俸
(1) 8時30分～17時30分

TEL 0258-83-3787 （従業員数 4人 ）
～ 就業場所 十日町市

月給
(1) 9時00分～18時00分

TEL 0258-24-7565 （従業員数 1人 ）
～ 就業場所 十日町市

日給 変形（１年単位）
(1) 8時30分～17時00分

TEL 025-594-2041 （従業員数 33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45分
(2)10時45分～19時45分

TEL 025-371-4115 （従業員数10,890人 ） (3)12時15分～21時15分
～ 就業場所 十日町市

月給 変形（１ヶ月単位）
(1) 8時45分～17時45分
(2)10時45分～19時45分

TEL 025-371-4115 （従業員数10,890人 ） (3)12時15分～21時15分
～ 就業場所 津南町

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00分～17時00分
(2) 3時00分～12時00分

TEL 025-755-2211 （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00分
(2) 3時00分～12時00分

TEL 025-757-8269 （従業員数 10人 ）
～ 就業場所 十日町市

時給 変形（１ヶ月単位）
(1) 5時50分～14時35分
(2)11時50分～20時35分

TEL 025-752-2300 （従業員数 91人 ） (3)12時30分～21時15分
～ 就業場所 十日町市

日給 変形（１ヶ月単位）
(1) 7時30分～17時00分

TEL 025-757-5121 （従業員数 40人 ）
～ H31.3.31 就業場所 十日町市

時給
(1) 8時00分～17時00分

TEL 025-765-3121 （従業員数 3人 ）
H31.3.1 ～ H32.3.31 就業場所 津南町

時給 変形（１ヶ月単位）
(1) 8時00分～17時00分

TEL 025-761-7400 （従業員数 32人 ）
～ 就業場所 十日町市

確定拠出年金
時給 変形（１年単位）

(1) 9時00分～18時00分
(2)12時00分～21時00分

TEL 025-763-4822 （従業員数 24人 ）
～ 就業場所 十日町市

時給 変形（１年単位）
(1) 8時30分～16時55分

TEL 025-757-4916 （従業員数 80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) 7時00分～16時00分

TEL 025-763-2669 （従業員数 9人 ） (3) 8時30分～17時30分
～ H31.3.31 就業場所 十日町市

時給 変形（１年単位）
(1) 9時00分～17時55分

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

時給 変形（１年単位）
(1) 8時30分～17時25分

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

時給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～16時55分

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

時給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～16時55分

TEL 025-757-4916 （従業員数 80人 ）
～ 就業場所 十日町市
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」
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普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

（ 省令３号のイ ） 172,000円～
224,000円

雇用期間の定めなし

2人 15070- 1698291正社員 ハード＆グリーン十日町店、パワー小千谷店、上越高田インター店

店舗運営職・幹部候補（ナ
ショナル社員）

35歳以下 株式会社　コメリ 新潟市南区清水４５０１番地１ 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 ） 172,000円～
224,000円

雇用期間の定めなし

2人 15070- 1779591正社員 ハード＆グリーン村上店、、中条店本館店、、津南

店舗運営職・幹部候補（ナ
ショナル社員）

35歳以下 株式会社　コメリ 新潟市南区清水４５０１番地１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問

（ 省令１号 ） 127,720円～
164,800円

雇用期間の定めなし

2人 15020- 1811691正社員 十日町市寿町２丁目６－２０－１０２　十日町オフィス

システムエンジニア・プログ
ラマ－［十日町オフィス］

不問 株式会社　ＢＥＬＬＳＯ
ＦＴ

長岡市稲保４丁目７５０番地４ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車運転免許

（ 年齢不問 ） 200,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

3人 15030- 1244791正社員 十日町市松之山小谷６８－２　松之山なめこ工場

きのこ生産作業員（松之山な
めこ工場）

59歳以下 ゆきぐに森林組合 上越市大島区棚岡１５６９－１ 雇用・労災・
健康・厚生

正社員 十日町市松代３６４９－１「エム・ケイ薬局まつだい

薬剤師（まつだい店） 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 ） 350,000円～
600,000円

雇用期間の定めなし

1人 15022-  215391正社員 十日町市春日１８９「エム・ケイ薬局　とおかまち店」

雇用期間の定めなし

1人 15022-  216691

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 ） 350,000円～
600,000円

雇用期間の定めなし

2人 15022-  291491正社員 本社、十日町営業所、魚沼営業所のうちいずれか

土木施工管理技術者 不問 株式会社　北越舗道 小千谷市大字上片貝７６－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

一級又は二級土木施工
管理技士・普通自動車
免許（ＭＴ）（ 年齢不問 ） 220,000円～

310,000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

事務員 不問 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
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-  336691正社員以外
運転手 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
大型自動車免許（中型
自動車免許でも可）

（ 省令２号 ） 220,000円～
270,000円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

2人 15080-  337991正社員以外
生コン車運転手 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
大型自動車免許（中型
自動車免許でも可）

（ 省令２号 ） 220,000円～
270,000円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

2人 15080-  338491正社員以外
郵便内務作業員 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
不問

（ 年齢不問 ） 144,088円～
171,864円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15080-  341191正社員以外
食品小売業務・配達員（Ａ
コープ中里他）

不問 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

普通自動車運転免許
（ＭＴ）

（ 年齢不問 ） 138,672円～
138,672円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15080-  311491正社員以外 十日町市山崎己１４１５　ユーモール内　Ａコープ中

運転手 不問 津南町農業協同組合 津南町大字下船渡戊１２５－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

普通自動車免許（Ｍ
Ｔ）、中型自動車免許
車両系建設機械（整地）
の作業免許

（ 年齢不問 ） 224,700円～
224,700円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15080-  316191正社員以外 津南町大字赤沢１０４４－５　ＪＡ津南町　有機セン

調理補助員（健康倶楽部た
ちばな）【急募】

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 ） 138,024円～
184,032円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15080-  317091正社員以外 十日町市仁田２３１１－４　健康倶楽部　たちばな

調理補助及び洗浄（ミオンな
かさと）

59歳以下 株式会社　なかさと 十日町市上山己２１３３番地 雇用・労災・
健康・厚生

不問

（ 省令１号 ） 139,748円～
147,560円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  243291正社員以外 十日町市宮中己４１９７　ミオンなかさと

えのき茸紙巻機オペレー
ター及びパッケージ

59歳以下 株式会社　柳産業 十日町市乙８００（六箇山谷） 雇用・労災・
健康・厚生

不問

（ 省令１号 ） 139,174円～
146,954円

雇用期間の定めなし

2人 15080-  245191正社員以外
調理員 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
調理師　または　栄養
士

（ 年齢不問 ） 135,900円～
208,000円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15080-  247391正社員以外 

えのき茸栽培接種作業員 59歳以下 株式会社　柳産業 十日町市乙８００（六箇山谷） 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＭＴ）

（ 省令１号 ） 146,954円～
172,886円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  249991正社員以外
えのき茸栽培管理 59歳以下 株式会社　柳産業 十日町市乙８００（六箇山谷） 雇用・労災・

健康・厚生
普通自動車免許（ＭＴ）

（ 省令１号 ） 139,174円～
146,954円

雇用期間の定めなし

2人 15080-  251291正社員以外
えのき茸培地製造員 59歳以下 株式会社　柳産業 十日町市乙８００（六箇山谷） 雇用・労災・

健康・厚生
普通自動車免許（ＭＴ）

（ 省令１号 ） 139,174円～
164,242円

雇用期間の定めなし

2人 15080-  252591正社員以外
えのき茸種菌製造員 59歳以下 株式会社　柳産業 十日町市乙８００（六箇山谷） 雇用・労災・

健康・厚生
普通自動車免許（ＭＴ）

（ 省令１号 ） 139,174円～
164,242円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  253191正社員以外

フルタイム（正社員以外） 
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加入保険等 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

時給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～16時55分

TEL 025-757-4916 （従業員数 80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 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

日給 変形（１ヶ月単位）
(1) 8時00分～17時00分

TEL 025-752-2062 （従業員数 4人 ）
～ 就業場所 十日町市

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

月給
(1) 8時30分～17時30分

TEL 025-244-1240 （従業員数 25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 58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
(1) 8時30分～17時30分

TEL 0258-86-6111 （従業員数 19人 ）
～ 就業場所 十日町市

時給
(1) 8時00分～17時30分

TEL 025-781-5011 （従業員数 0人 ）
～ 就業場所 十日町市

日給
(1) 8時00分～17時00分

TEL 025-775-7577 （従業員数 46人 ）
～ 就業場所 十日町市

日給
(1) 8時00分～17時00分

TEL 025-775-7577 （従業員数 46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 24人 ）
H31.3.1 ～ H31.3.31 就業場所 十日町市

時給

TEL 025-752-7430 （従業員数 2人 ）
～ 就業場所 十日町市

時給
(1)10時00分～16時00分

TEL 03-6263-0034 （従業員数 36人 ）
～ 就業場所 十日町市

時給 交替制あり

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

時給
(1) 7時00分～14時00分

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

時給 交替制あり
(1) 7時00分～12時00分

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

時給
(1) 7時00分～11時00分

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

時給

TEL 0258-47-2700 （従業員数 58人 ）
～ 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
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えのき茸作業現場管理補佐 59歳以下 株式会社　柳産業 十日町市乙８００（六箇山谷） 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＭＴ）

（ 省令１号 ） 139,174円～
164,242円

雇用期間の定めなし

2人 15080-  254091正社員以外
外注管理事務 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-  258491正社員以外 十日町市沢口丑５１０－１　　新工場

着物メンテナンス検品・入出
荷（きもの加工部）

59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

不問

（ 省令１号 ） 141,696円～
141,696円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  264691正社員以外
販売員 不問 かやもり 十日町市高田町１丁目１６－３ 雇用・労災 普通自動車免許（ＡＴ限

定可）
（ 年齢不問 ） 143,255円～

146,288円
雇用期間の定めなし

1人 15080-  291891正社員以外
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- 6139491
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　㈱トヨタレンタリース新潟　十日町店

（派）医療事務（十日町市／
県立十日町病院）

59歳以下 株式会社　エム・エ
ス・シー

新潟市中央区米山１－１１－１１　昴ビル
５Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生

不問

（ 省令１号 ） 142,000円～
170,000円

雇用期間の定めなし

1人 15010- 4513591無期雇用派遣 十日町市高田町３丁目南３２－９　県立十日町病院

販売員（惣菜部）［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

2人 15020- 2552091
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

販売員（青果部）［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- 2576591
又は 6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

ワイヤーハーネス組立作業
員　（美雪工場）

不問 中越住電装　株式会
社

小千谷市大字岩沢９９３番地１ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（通勤
用）

（ 年齢不問 ） 145,600円～
145,600円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15022-  249391正社員以外 美雪工場（十日町市寺ケ崎１０８番地１）

（派）食肉製品の加工業務
（ミート・コンパニオン）

不問 株式会社　ＮＣＩ　 南魚沼市六日町４７９番地３　テルエルク
ボタビル２Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生

不問

（ 年齢不問 ） 164,160円～
164,160円

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）

5人 15120-  675091有期雇用派遣 十日町市高山７３５　　　　　　又は　高山８３５－２

警備員（交通誘導兼イベント
警備）

18歳以上 株式会社　リリーフセ
キュリティ　六日町営
業所

南魚沼市四十日２１番 雇用・労災・
健康・厚生

不問

（ 省令２号 ） 182,750円～
193,500円

雇用期間の定めなし

5人 15120-  564691正社員以外 作業現場：南魚沼市、魚沼市、十日町市等

ＪＲ東日本保安員 18歳以上 株式会社　リリーフセ
キュリティ　六日町営
業所

南魚沼市四十日２１番 雇用・労災・
健康・厚生

不問

（ 省令２号 ） 193,500円～
215,000円

雇用期間の定めなし

5人 15120-  565991正社員以外 作業現場：南魚沼市、魚沼市、十日町市等

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

一般事務補助（学校教育課） 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）

（ 年齢不問 ）
840円～840円雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15080-  342091パート労働者 十日町市役所　教育委員会事務局　子育て教育部　学校教育課

販売員 不問 大阪屋　十日町店 十日町市寿町３丁目１－１ 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

2人 15080-  343391
又は 8時00分～18時00分
の間の5時間程度パート労働者

マーケットスタッフ／直行直
帰／十日町・魚沼・小千谷・
長岡

不問 アサヒビール株式会
社　首都圏統括本部

東京都中央区京橋３丁目７－１　相互館
１１０タワー　８階

雇用・労災 普通自動車第一種免許
（ＡＴ限定可）

（ 年齢不問 ）
860円～860円雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 13010-17410491パート労働者 （株）新潟支社新潟支店　ＪＲ線新潟駅徒歩１５分※月１回支店で会議

販売員（レジ部）［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

2人 15020- 2553391
又は 8時00分～21時30分
の間の5時間程度パート労働者 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］

不問 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

（ 年齢不問 ）
900円～1,000円雇用期間の定めなし

1人 15020- 2554691パート労働者 ピアレマート　十日町店

販売員（青果部）［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- 2577191パート労働者 ピアレマート　十日町店

販売員（惣菜部）［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 ）
900円～1,000円雇用期間の定めなし

1人 15020- 2579391パート労働者 ピアレマート　十日町店

販売員（レジ部）［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・
健康・厚生

不問

（ 年齢不問 ）
850円～950円雇用期間の定めなし

1人 15020- 2580791
又は 8時00分～21時30分
の間の6時間程度パート労働者 ピアレマート　十日町店

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 ）
805円～900円雇用期間の定めなし

2人 15080-  328691
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 

ハローワーク十日町　求人情報　20190208（金）発行 5 / 7



加入保険等 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

時給

TEL 025-758-4348 （従業員数 0人 ）
H31.4.1 ～ H32.3.31 就業場所 十日町市

時給
(1) 8時00分～12時00分

TEL 025-752-4769 （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～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
(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 交替制あり

TEL 025-758-4119 （従業員数 3人 ）
～ 就業場所 十日町市

時給

TEL 025-770-2607 （従業員数 5人 ）
～ 就業場所 十日町市

時給 交替制あり

TEL 0256-33-6042 （従業員数 59人 ）
～ 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
(1)11時15分～16時30分

TEL 03-3802-8166 （従業員数 5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30分～19時00分

TEL 0258-27-5454 （従業員数 3人 ） (3)11時30分～17時00分
～ 就業場所 十日町市

時給 交替制あり
(1)10時00分～19時00分

TEL 0257-23-2134 （従業員数 11人 ）
～ 就業場所 十日町市

時給
(1)16時45分～21時00分

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

時給
(1)17時00分～19時45分

TEL 025-371-4125 （従業員数 8人 ）
～ 就業場所 津南町

時給

TEL 025-371-4125 （従業員数 49人 ）
～ 就業場所 十日町市

時給

TEL 025-371-4125 （従業員数 49人 ）
～ 就業場所 十日町市

時給

TEL 025-371-4125 （従業員数 49人 ）
～ 就業場所 十日町市

時給
(1) 8時00分～16時55分
(2) 3時30分～ 7時00分

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

時給
(1) 9時00分～16時00分

TEL 025-757-8131 （従業員数 10人 ）
～ 就業場所 十日町市

時給
(1) 6時30分～ 9時30分
(2)16時30分～19時30分

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

時給
(1) 7時00分～16時00分
(2)13時00分～22時00分

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

時給
(1)19時30分～22時30分

TEL 090-9369-9481 （従業員数 0人 ）
～ 就業場所 十日町市

時給 交替制あり
(1) 8時30分～17時30分
(2) 7時30分～16時30分

TEL 025-596-3015 （従業員数 88人 ） (3)10時00分～19時00分
～ 就業場所 十日町市
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フロアスタッフ（つまり食堂） 不問 株式会社　美郷 十日町市馬場癸４３４５－３（珠川） 雇用・労災 不問

（ 年齢不問 ）
850円～900円雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

2人 15080-  329991
又は 9時00分～17時00分
の間の5時間程度パート労働者 十日町市本町６　クロス店内

ルート配送（パート） 59歳以下 株式会社　グリーン
エース共和

十日町市高山７４５ 雇用・労災 普通自動車免許（ＭＴ）

（ 省令１号 ） 1,000円～1,000
円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  333191パート労働者
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
不問

（ 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-  314291パート労働者 四季彩館ベジぱーく

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 ）
870円～870円雇用期間の定めなし

3人 15080-  318391パート労働者
（請）クリーンスタッフ（キナー
レ明石の湯）

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 ）
900円～900円雇用期間の定めなし

1人 15080-  319691
又は 7時30分～20時00分
の間の5時間程度パート労働者 越後妻有交流館キナーレ　明石の湯

カラオケボックス受付【夕方
～深夜勤務】（十日町市）

不問 株式会社　エボリュー
ション

南魚沼市水尾１０３３－１ 労災 不問

（ 年齢不問 ）
900円～1,000円雇用期間の定めなし

1人 15120-  805991
又は18時00分～ 3時00分
の間の2時間以上パート労働者 十日町市高山８１３－１　カラオケビーワン　十日町

レジおよび商品補充
（十日町店・パート）

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

不問

（ 年齢不問 ）
830円～1,030円雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

2人 15040- 1518491
又は 8時30分～19時45分
の間の4時間以上パート労働者 ホームセンタームサシ　十日町店

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- 2511891
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

調理・販売／ダイナム十日
町店

18歳以上 株式会社　日本ヒュ
ウマップ

東京都荒川区西日暮里５－１５－７　ダイ
ナム綜合投資ビル３階

労災 不問

（ 省令２号 ）
850円～850円雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

2人 13110- 3276391パート労働者 ダイナム十日町店　めん六や

クリーニング受付係［十日町
ショップ］

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 ）
810円～810円雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15020- 1932091パート労働者 十日町市本町６－１－２５１－３　十日町ショップ

（請）クリーンクルー［イオン
十日町店］

不問 二幸産業　株式会社
柏崎営業所

柏崎市東本町２－３－３０　一越ビル２Ｆ 労災 不問

（ 年齢不問 ）
850円～950円雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15050-  548291パート労働者 十日町市川端丑７８１　イオン十日町店

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 ）
850円～950円雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

2人 15070-  892391パート労働者 コメリホームセンター十日町店

販売員（ハードアンドグリー
ン津南店）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 ）
803円～803円雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

3人 15070-  947191パート労働者 コメリハードアンドグリーン津南店

販売職（建築資材・建材・建
具担当）【十日町店】

不問 株式会社コメリ　新潟
地区本部

新潟市南区清水４５０１－１ 雇用・労災 普通免許（必須）
床上クレーン・玉掛・
フォークリフト資格者歓
迎

（ 年齢不問 ） 1,005円～1,005
円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15070-  959491
又は 8時45分～21時15分
の間の4時間以上パート労働者 コメリ　ホームセンター　十日町店

販売職（水まわり・住宅設備
機器担当）【十日町店】

不問 株式会社コメリ　新潟
地区本部

新潟市南区清水４５０１－１ 雇用・労災 普通免許（必須）

（ 年齢不問 ） 1,005円～1,005
円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

2人 15070-  960291
又は 8時45分～21時15分
の間の4時間以上パート労働者 コメリ　ホームセンター　十日町店

販売職（自転車担当）
【十日町店】

不問 株式会社コメリ　新潟
地区本部

新潟市南区清水４５０１－１ 雇用・労災 普通免許（必須）
自転車安全整備士・組
立士の資格をお持ちの
方（必須）

（ 年齢不問 ） 1,005円～1,005
円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

2人 15070-  961591
又は 8時45分～21時15分
の間の4時間以上パート労働者 コメリ　ホームセンター　十日町店

えのき茸製造作業員　及び
早朝除雪オペレーター

18歳以上 株式会社　柳産業 十日町市乙８００（六箇山谷） 雇用・労災・
健康・厚生

大型特殊
車両系建設機械
（整地、運搬、積込み及
び掘削）運転技能講習
修了資格

（ 省令２号 ）
850円～1,000円雇用期間の定めなし

3人 15080-  246091パート労働者
呉服の入・出苛管理業務 不問 角屋　株式会社 十日町市本町２丁目３４０番地 雇用・労災 普通自動車免許（ＭＴ）

（ 年齢不問 ）
830円～830円雇用期間の定めなし

2人 15080-  256691パート労働者 たんす屋十日町きもの買取センター

調理補助員（まほろばの里
川治）【急募】

不問 社会福祉法人　苗場
福祉会

十日町市川治４５２５番地 労災 不問

（ 年齢不問 ）
850円～1,080円雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15080-  263391パート労働者 十日町市川治４５２５　まほろばの里川治

介護員（まほろばの里川治・
入所介護）

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

不問

（ 年齢不問 ）
850円～1,080円雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15080-  266491パート労働者 特別養護老人ホームまほろばの里川治

リラクゼーションの施術 18歳以上 リラクゼーション整体
せきや

十日町市稲荷町ニ丁目７０－１１ 整体・リンパケア・アロ
マセラピー等の修了資
格（民間学校含む）
修了資格がない方は２
年以上の実務経験

（ 省令２号 ）
920円～1,200円雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）

1人 15080-  270091パート労働者 十日町市珠川　　当間高原リゾート　ベルナティオ

介護職員 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 不問

（ 省令１号 ）
850円～1,000円雇用期間の定めなし

1人 15080-  275791パート労働者
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加入保険等 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

時給
(1) 9時00分～15時00分

TEL 025-757-2171 （従業員数 34人 ）
～ 就業場所 十日町市

時給
(1) 6時00分～ 9時00分
(2)16時00分～19時00分

TEL 025-757-5511 （従業員数 39人 ）
～ 就業場所 十日町市

日給
(1) 8時30分～16時00分
(2) 9時30分～17時00分

TEL 025-757-2407 （従業員数 17人 ）
H31.4.1 ～ H32.3.31 就業場所 十日町市

時給 交替制あり
(1) 8時00分～12時00分
(2)13時00分～16時30分

TEL 025-752-2062 （従業員数 4人 ） (3)16時00分～19時00分
～ 就業場所 十日町市

時給
(1) 9時30分～14時00分
(2)17時00分～20時00分

TEL 025-757-3155 （従業員数 9人 ）
～ 就業場所 十日町市

時給
(1) 9時00分～15時00分
(2)15時00分～21時00分

TEL 025-758-4348 （従業員数 82人 ）
～ 就業場所 十日町市

時給

TEL 025-761-7400 （従業員数 46人 ）
～ 就業場所 津南町

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

「
紹
 
介
 
状

」
　
が
 
必
 
要
 
で
 
す

。

検査 59歳以下 株式会社　青柳 十日町市栄町２６番地６ 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-  277291パート労働者 十日町市明石町１８番地

世話人 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 不問

（ 年齢不問 ）
810円～810円雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

2人 15080-  288091パート労働者 グループホーム『ふれあいの家』他

求職者専門相談員（職業訓
練・求職者支援）

不問 十日町公共職業安定
所（ハローワーク十日
町）

十日町市下川原町４３ 雇用・公災・
健康・厚生

普通自動車運転免許
（ＡＴ限定可）
パソコン（ワード、エクセ
ル）の使用が可能な方
（資格は問いません）

（ 年齢不問 ） 1,991円～2,028
円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15080-  289391
又は 8時30分～17時15分
の間の6時間程度パート労働者

販売員 不問 かやもり 十日町市高田町１丁目１６－３ 雇用・労災 普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

（ 年齢不問 ）
803円～820円雇用期間の定めなし

1人 15080-  290791パート労働者

15080-  292291パート労働者 十日町市下島寅乙４０７－１　『和亭』

（請）アクティビティ及びプー
ル監視員

不問 株式会社　美郷 十日町市馬場癸４３４５－３（珠川） 雇用・労災 不問

（ 年齢不問 ）
810円～810円雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

2人 15080-  296391パート労働者 ホテル　ベルナティオ内　フォーラムセンター

介護職員（かりんの里） 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-  306291
又は 7時00分～19時30分
の間の4時間以上パート労働者 特別養護老人ホーム『かりんの里』

調理補助【和亭】 不問 株式会社　小嶋屋 十日町市本町４丁目１６－１ 雇用・労災 不問

（ 年齢不問 ）
810円～810円雇用期間の定めなし

2人

月 日

月 日

月 日

月 日

月 日

11:00 ～ 12:00 職業相談（予約制）

9:30 ～ 11:00 会場： ハローワーク十日町　２Ｆ　相談室
対象：１５歳～３９歳の
無業で就職希望の方

定員： ２０名

2 26 長岡サポステ出張相談会（説明及び職業適性検査）
㊋

２０名

2 19 再就職支援セミナー（基本コース）
㊋

13:30 ～ 15:30 会場： ハローワーク十日町　２Ｆ　会議室

10:00 ～ 11:00 会場： ハローワーク十日町　２Ｆ　会議室 定員：

定員： ４名

2 15 ジョブ・カード活用セミナー
㊎

2 13 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

１０名

☆より良い就職を実現するためのセミナー等☆

2 12 職業訓練受講者セミナー「簿記・電子会計科」
㊋

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

訓練期間
３月１４日～７月１２日

簿記・電子会計科　　　【公共職業訓練】
≪訓練場所：十日町パソコンカレッジ　　十日町市昭和町１丁目≫

募集期間
１月１５日～２月２１日

事務系職種への再就職を希望する方を対象にビジネスソフトの操作
に加え、簿記と電子会計の基本を習得し就職を目指します。

定員１２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。

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

○
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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