
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 1,508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 1,508人 ） (3)12時15分～21時15分
～ 就業場所 村上市

月給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

TEL 025-757-8542 （従業員数 29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 025-757-8542 （従業員数 29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 025-757-8542 （従業員数 29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 025-757-8542 （従業員数 29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 025-757-8542 （従業員数 29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 025-752-7055 （従業員数 0人 ）
H31.4.1 ～ 就業場所 十日町市

月給 変形（１年単位）
(1) 8時10分～17時30分

TEL 025-765-4881 （従業員数 12人 ）
～ 就業場所 津南町

確定拠出年金
月給 変形（１年単位）

(1) 8時10分～17時30分

TEL 025-765-4881 （従業員数 12人 ）
～ 就業場所 津南町

確定拠出年金
月給 変形（１年単位）

(1) 8時10分～17時30分

TEL 025-765-4881 （従業員数 12人 ）
～ 就業場所 津南町

確定拠出年金
日給 変形（１年単位）

(1) 7時30分～17時00分

TEL 025-761-7277 （従業員数 5人 ）
～ 就業場所 十日町市

日給 変形（１年単位）
(1) 7時40分～17時00分

TEL 025-757-9181 （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30分～17時30分

TEL 025-757-5177 （従業員数 60人 ）
～ 就業場所 十日町市

月給 変形（１年単位）
(1) 7時40分～17時00分

TEL 025-757-9181 （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30分

TEL 025-761-0222 （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30分～17時30分

TEL 025-757-0003 （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00分

TEL 025-768-2379 （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20分

TEL 025-757-9181 （従業員数 16人 ）
～ 就業場所 十日町市
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【 3月8日(金) 号 】
≪次回の発行は3/15(金)です.≫

雇用期間の定めなし

1人 15080-  597991正社員

一般事務 不問 カネコ工業　株式会
社

十日町市美雪町１－３７ 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～
190,000円

雇用期間の定めなし

2人 15080-  595391正社員

現場作業員 45歳以下 Ｒａｋｕｓｅｔｓｕ（らくせ
つ）　株式会社

十日町市新町新田８０３－１ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＭＴ）

（ 省令３号のイ ） 225,000円～
337,500円

雇用期間の定めなし

2人 15080-  594091正社員

農機具販売、修理 40歳以下 株式会社　片桐寅蔵
商店

十日町市高田町二丁目９４－３ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＭＴ
車）

（ 省令３号のイ ） 210,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  590891正社員

販売営業員 45歳以下 株式会社　シーエス
川西

十日町市中屋敷１３９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 ） 162,000円～
217,000円

雇用期間の定めなし

2人 15080-  630191正社員

現場管理及び現場管理補助 64歳以下 カネコ工業　株式会
社

十日町市美雪町１－３７ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＭＴ）

（ 省令１号 ） 230,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

2人 15080-  628791正社員 ・十日町本店　　・松代

自動車整備士 59歳以下 株式会社　ぴっとラン
ド

十日町市寅乙４１６番地１ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＭＴ）
二級自動車整備士

（ 省令１号 ） 160,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

2人 15080-  627491正社員

法面作業者 64歳以下 カネコ工業　株式会
社

十日町市美雪町１－３７ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＭＴ）

（ 省令１号 ） 180,800円～
271,200円

雇用期間の定めなし

3人 15080-  626991正社員

土木建設作業員（雑工　土
工）【急募】

不問 株式会社　マシモ 十日町市城之古８１６－３ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＭＴ）

（ 年齢不問 ） 185,600円～
232,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  621591正社員

資材管理事務（正社員） 30歳以下 サイエンス　株式会
社　生産部

津南町大字秋成　４６２６－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問

（ 省令３号のイ ） 177,238円～
206,560円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  618991正社員

部品加工・装置組立（正社
員）

59歳以下 サイエンス　株式会
社　生産部

津南町大字秋成　４６２６－１ 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 ） 177,238円～
206,560円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  615091正社員

設計・開発業務 45歳以下 サイエンス　株式会
社　生産部

津南町大字秋成　４６２６－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問

（ 省令３号のイ ） 182,338円～
300,177円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  614191正社員

事務作業及び現場管理 59歳以下 十日町管工事業協同
組合

十日町市高山乙４５２番地３ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＭＴ）

（ 省令１号 ） 155,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

2人 15080-  613591正社員

ダンプ運転手 18歳～64歳 株式会社　村山興業 十日町市北新田１３２ 雇用・労災・
健康・厚生

大型自動車免許一種、
車両系建設機械（整地
掘削）いずれも必要（ 省令１号 ） 185,000円～

230,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  612291正社員

重機等の運搬 18歳～64歳 株式会社　村山興業 十日町市北新田１３２ 雇用・労災・
健康・厚生

大型自動車免許一種、
車両系建設機械（整地
掘削）、移動式クレーン
（５ｔ未満）、玉掛け　い
ずれも必要

（ 省令１号 ） 185,000円～
230,000円

営業員 64歳以下 株式会社　村山興業 十日町市北新田１３２ 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 ） 200,000円～
350,000円

雇用期間の定めなし

2人 15080-  611891正社員

重機オペレーター 18歳～64歳 株式会社　村山興業 十日町市北新田１３２ 雇用・労災・
健康・厚生

大型自動車免許一種、
車両系建設機械（整地
掘削）、
車両系建設機械（解体）
いずれも必要

（ 省令１号 ） 185,000円～
260,000円

雇用期間の定めなし

2人 15080-  609391正社員

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 ） 160,000円～
212,000円

） 160,000円～
212,000円

雇用期間の定めなし

2人 15070- 2840991正社員 ハード＆グリーン十日町店（十日町市寅乙４４６番）

土木工事オペレーター 18歳～64歳 株式会社　村山興業 十日町市北新田１３２ 雇用・労災・
健康・厚生

大型自動車免許一種
車両系整地掘削用運転
資格
車両系建設機械（解体）
いずれも必要

（ 省令１号 ） 183,600円～
237,600円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  608091正社員

加入保険等 必要な免許資格

販売・店舗運営職
（リージョナル社員）

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

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

雇用期間の定めなし

2人 15070- 2844291正社員 ハード＆グリーン津南店（津南町大字下船渡１１３９）

販売・店舗運営職
（リージョナル社員）

35歳以下

2月28日(木)～3月6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 
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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
(1) 8時45分～18時00分

TEL 025-752-5522 （従業員数 2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 025-752-4131 （従業員数 26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 025-757-2191 （従業員数 20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 025-752-4131 （従業員数 60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 025-757-2191 （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00分～18時00分
(2)10時00分～20時00分

TEL 0258-46-3161 （従業員数 5人 ） (3)12時00分～22時00分
～ 就業場所 十日町市

確定給付年金
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 025-528-4848 （従業員数 197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 025-528-4848 （従業員数 197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 025-528-4848 （従業員数 197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 025-528-4848 （従業員数 38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
(2) 8時30分～12時00分

TEL 0776-41-3225 （従業員数 14人 ）
～ 就業場所 十日町市

月給 変形（１年単位）
(1)10時30分～19時30分

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

月給 変形（１年単位）
(1) 8時40分～17時20分

TEL 0258-29-1113 （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40分～17時30分

TEL 0258-33-8400 （従業員数 5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10分～17時20分

TEL 025-752-5330 （従業員数 49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～18時00分

TEL 025-756-2752 （従業員数 11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00分～17時30分
(2) 8時30分～17時30分

TEL 025-765-2510 （従業員数 150人 ）
～ 就業場所 津南町

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 7人 ） (3)10時00分～19時30分
～ 就業場所 津南町

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 21人 ） (3)10時00分～19時30分
～ 就業場所 十日町市

月給 変形（１年単位）
(1)10時00分～19時00分
(2)11時00分～20時00分

TEL 076-461-5610 （従業員数 4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
～ 就業場所 十日町市
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雇用期間の定めなし

1人 15010- 9271391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 公災・健康・
厚生・財形

不問

（ 適用除外 ） 224,518円～
224,518円

雇用期間の定めなし

1人 16010- 6173491正社員 十日町市山本町５丁目８３６番地　Ｐａｒａｄｅ十日町店

販売（Ｐａｒａｄｅ十日町） 59歳以下 株式会社　ワシントン
靴店

富山県富山市婦中町青島４０１ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（通勤
用）

（ 省令１号 ） 164,860円～
198,750円

雇用期間の定めなし

3人 15120- 1236991正社員 十日町市下平寅乙３７６－８　ドコモショップ十日町店

店頭及びカウンターでの接客業
務（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・
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 15120- 1234391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 15080-  580491正社員

加工食品・きのこの営業及
び管理事務

45歳以下 津南町森林組合 津南町大字中深見乙２１７６ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車運転免許
（ＭＴ）

（ 省令３号のイ ） 155,000円～
175,000円

雇用期間の定めなし

2人 15080-  578391正社員

建築大工 45歳以下 山田建工株式会社 十日町市下条２丁目１５３－５ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車運転免許
（ＭＴ）

（ 省令３号のイ ） 170,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  575591正社員

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 ） 148,000円～
180,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  574291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

1人 15020- 4308491正社員 十日町市四日町１４１６－１３　㈱信越自動車商会　十日町営業所

ルート営業配送係［十日町
営業所］

35歳以下 株式会社　信越自動
車商会

長岡市美沢２丁目５１番地１ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車運転免許

（ 省令３号のイ ） 190,000円～
220,000円

雇用期間の定めなし

1人 15020- 4195691正社員 十日町市下川原町２７　十日町営業所

営業員（十日町営業所） 40歳以下 越後交通　株式会社 長岡市千秋２丁目２７８８番地１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

普通自動車運転免許
（ＡＴ限定不可）

（ 省令３号のイ ） 163,500円～
191,900円

雇用期間の定めなし

1人 14070- 2056191正社員 十日町市高山６４８－１　こやまテナント

メガネの販売員（十日町） 59歳以下 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・
財形

不問

（ 省令１号 ） 150,000円～
219,200円

雇用期間の定めなし

1人 18010- 5326291正社員 ご自宅から近隣のＪＡへ（十日町市、南魚沼市六日

営業販売（十日町市、南魚
沼市六日町）

59歳以下 有限会社　ひまわり
めがね

福井県福井市栃泉町２８－２－６ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＡＴ車
限定は不可）
栄養士資格所持者優遇（ 省令１号 ） 230,000円～

280,000円

雇用期間の定めなし

1人 15030- 2545491正社員 十日町市高田町６丁目７３番地　十日町支店

大型運転手（十日町支店） 59歳以下 株式会社　竹田工務
店

上越市四辻町２３４６番地 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

大型自動車免許・玉掛・
小型移動式クレーン・
フォークリフト（ 省令１号 ） 244,017円～

332,751円

雇用期間の定めなし

5人 15030- 2543691正社員 本社、長岡営業所、十日町支店、新潟支店、福島営業所

型枠職長（上越・長岡・十日
町・新潟・福島）

59歳以下 株式会社　竹田工務
店

上越市四辻町２３４６番地 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

職長教育資格
普通自動車免許（ＡＴ）

（ 省令１号 ） 300,000円～
400,000円

雇用期間の定めなし

5人 15030- 2540191正社員 本社、長岡営業所、十日町支店、新潟支店、福島営業所

型枠大工（上越・長岡・十日
町・新潟・福島）

59歳以下 株式会社　竹田工務
店

上越市四辻町２３４６番地 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

普通自動車免許（ＡＴ）

（ 省令１号 ） 194,650円～
320,600円

雇用期間の定めなし

5人 15030- 2539891正社員 本社、長岡営業所、十日町支店、新潟支店、福島営業所

型枠大工（見習い）（上越・長岡・
十日町・新潟・福島）

40歳以下 株式会社　竹田工務
店

上越市四辻町２３４６番地 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

普通自動車免許（ＡＴ）

（ 省令３号のイ ） 160,300円～
229,000円

雇用期間の定めなし

1人 15020- 4410691正社員 十日町市字樋越寅乙３９５－１　セルフ十日町中央給油所

サービススタッフ［セルフ十
日町中央給油所］

不問 株式会社　ナカザワ 長岡市石動町５５５番地 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車運転免許
危険物取扱者（乙種四
類）（ 年齢不問 ） 160,000円～

196,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  605291正社員 十日町市本町２丁目　『文具館タキザワ　十日町店』

ОＡ事務機器の保守・修理 59歳以下 株式会社　滝沢印刷
（文具館タキザワ）

十日町市本町２丁目３２５番地２ 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 ） 178,000円～
240,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  604891正社員 十日町市昭和町１丁目　　吉澤織物㈱　昭和町工場

きもの加工生産 不問 吉澤織物　株式会社 十日町市本町１丁目下６８６ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＭＴ）

（ 年齢不問 ） 150,000円～
170,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  603791正社員 十日町市伊達１０２７　　㈱滝沢印刷　伊達工場

印刷機オペレーター 59歳以下 株式会社　滝沢印刷
（文具館タキザワ）

十日町市本町２丁目３２５番地２ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問

（ 省令１号 ） 170,000円～
220,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  602491正社員

経理事務員 35歳以下 吉澤織物　株式会社 十日町市本町１丁目下６８６ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＭＴ）
簿記２級以上

（ 省令３号のイ ） 160,000円～
180,000円

雇用期間の定めなし

2人 15080-  599791正社員 十日町店、上越店、長岡グレース店、上越ルイズ店のいずれか

エステテイシャン
整体・リフレクソロジスト

59歳以下 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・
健康・厚生

不問

（ 省令１号 ） 175,000円～
215,000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

日給
(1) 9時50分～18時40分

TEL 0258-81-1485 （従業員数 4人 ）
～ 就業場所 十日町市

日給
(1) 9時50分～18時40分

TEL 0258-81-1485 （従業員数 4人 ）
～ 就業場所 十日町市

日給
(1) 8時00分～17時00分

TEL 0258-89-8575 （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

月給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時30分

TEL 025-750-7390 （従業員数 3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 025-758-2155 （従業員数 22人 ）
～ 就業場所 十日町市

月給
(1) 8時30分～17時30分

TEL 025-757-1511 （従業員数 0人 ）
～ 就業場所 十日町市

月給
(1) 8時00分～17時00分

TEL 025-752-5170 （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00分

TEL 025-757-3597 （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

TEL 025-757-1525 （従業員数 49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 025-596-2223 （従業員数 3人 ）
～ 就業場所 十日町市

月給 変形（１ヶ月単位）
(1)23時00分～ 8時00分
(2)11時00分～20時00分

TEL 025-768-3551 （従業員数 8人 ） (3)16時00分～ 1時00分
～ 就業場所 十日町市

月給 変形（１ヶ月単位）
(1)11時00分～20時00分
(2)16時00分～ 1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年単位）
(1) 9時00分～18時30分

TEL 025-752-5411 （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30分～17時30分

TEL 025-752-5411 （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
(1) 8時00分～17時30分

TEL 025-757-0008 （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00分

TEL 025-757-3153 （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 025-755-5156 （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 025-596-2295 （従業員数 8人 ）
～ 就業場所 十日町市

日給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時50分

TEL 025-752-2744 （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00分

TEL 025-765-2056 （従業員数 10人 ）
～ 就業場所 津南町
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雇用期間の定めなし

1人 15080-  543091正社員

貨物自動車運転手 59歳以下 有限会社　津南運輸
商事

津南町大字外丸丁１４４４－３ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

大型１種自動車免許

（ 省令１号 ） 178,000円～
189,000円

雇用期間の定めなし

2人 15080-  540291正社員

伐採作業員 45歳以下 株式会社　佐藤工務
所

十日町市新座甲３８０番地２ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（МТ）

（ 省令３号のイ ） 155,400円～
222,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  539491正社員

土木作業員 18歳～59歳 有限会社　ミサ力 十日町市松之山天水越９５２番地 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＭＴ）

（ 省令１号 ） 170,000円～
210,000円

雇用期間の定めなし

2人 15080-  538991正社員

現場作業員（法面工） 18歳～35歳 株式会社　アース・ク
リエイト

十日町市伊達甲１９２ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＭＴ）

（ 省令３号のイ ） 172,800円～
259,200円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  537691正社員

配送及び倉庫業務 45歳以下 有限会社　ヤナギ商
会　十日町営業所

十日町市高山７４５番地
（十日町市場内）

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 ） 160,000円～
230,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  536391正社員

タイヤメンテンス及び除雪オ
ペ
レーション

18歳～59歳 共栄タイヤサービス
株式会社

十日町市千代田町２１６番地３ 雇用・労災・
健康・厚生

大型自動車、大型特
殊、車両系運転免許

（ 省令１号 ） 200,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  534191正社員

現場管理 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 ） 244,850円～
347,950円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  533591正社員

現場監督（幹部社員） 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

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

（ 省令１号 ） 342,000円～
412,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  532291正社員

営業（幹部社員） 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

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

（ 省令１号 ） 342,000円～
412,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  530791
又は11時00分～ 1時00分
の間の8時間程度正社員

販売員：遅番（正社員） 18歳～69歳 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 ） 178,000円～
178,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  529391正社員

販売員（正社員） 18歳～69歳 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 ） 205,000円～
205,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  527191正社員 十日町市高山７３３－１　石の夢工房丸屋　ショールーム

営業員（又は営業補助員） 不問 株式会社　石の夢工
房　丸屋

十日町市松之山観音寺５１－５ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＭＴ）

（ 年齢不問 ） 180,000円～
210,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  526591正社員

電気工事士 44歳以下 株式会社　村尾電気 十日町市本町６の１丁目２５１番地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 ） 168,800円～
220,000円

雇用期間の定めなし

2人 15080-  524891正社員

電気工事士 40歳以下 十日町電設工業　株
式会社

十日町市明石町２２－２ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＭＴ）

（ 省令３号のイ ） 164,000円～
205,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  523791正社員

一般事務 不問 高木沢企業　株式会
社

十日町市山谷１４０３番地１ 雇用・労災・
健康・厚生

不問

（ 年齢不問 ） 150,000円～
160,000円

雇用期間の定めなし

2人 15080-  522491正社員

営業・企画・販売 45歳以下 株式会社　きはだや 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～
250,000円

雇用期間の定めなし

2人 15080-  519191正社員 新潟県内を中心とした各現場

土木作業員 64歳以下 株式会社　昭和建設 十日町市馬場乙１５１６－７ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

中型自動車免許又は普
通自動車免許（ＭＴ）

（ 省令１号 ） 173,600円～
238,700円

雇用期間の定めなし

2人 15080-  518591正社員

現場作業員 不問 株式会社　アキ・ユニ
バーサル・デザイン・
オフィス

十日町市本町１丁目上４１４番地 雇用・労災・
健康・厚生

不問

（ 年齢不問 ） 163,000円～
215,000円

雇用期間の定めなし

1人 15050- 1020991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

2人 15022-  429891正社員 県内各地（小千谷・旧川西町・十日町・湯沢）及び関東地区の水力発電所での作業です

メンテナンス作業 44歳以下 株式会社　風間工業 小千谷市桜町３２３７ 雇用・労災・
健康・厚生

不問

（ 省令３号のイ ） 165,000円～
209,000円

雇用期間の定めなし

2人 15022-  407191正社員 「ボワールインターナショナル　十日町店」

販売スタッフ（十日町店） 不問 株式会社　川かみ 小千谷市東栄１－３－１６ 雇用・労災・
健康・厚生

不問

（ 年齢不問 ） 175,500円～
175,500円

雇用期間の定めなし

2人 15022-  406591正社員 「ボワールインターナショナル　十日町店」

販売スタッフ（十日町店） 不問 株式会社　川かみ 小千谷市東栄１－３－１６ 雇用・労災・
健康・厚生

不問

（ 年齢不問 ） 175,500円～
175,500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
(1) 8時30分～17時30分
(2)17時30分～ 2時30分

TEL 025-765-5226 （従業員数 95人 ）
～ 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)17時00分～ 9時00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30分～16時30分
(2)10時00分～19時00分

TEL 025-596-3015 （従業員数 88人 ） (3)17時00分～ 9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 025-757-2000 （従業員数 25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 025-757-9191 （従業員数 44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 025-757-9191 （従業員数 44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 025-757-9191 （従業員数 44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 025-757-9191 （従業員数 44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 025-757-9191 （従業員数 44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 025-757-9191 （従業員数 44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 025-765-3423 （従業員数 8人 ）
～ 就業場所 津南町

厚生年金基金
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 22人 ） (3)10時00分～19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00分～17時00分
(2) 8時30分～17時30分

TEL 025-761-7400 （従業員数 22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30分～17時30分

TEL 025-752-0350 （従業員数 6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) 9時30分～18時30分

TEL 025-763-2555 （従業員数 91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 025-752-0350 （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 025-752-6450 （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30分
(2) 8時00分～17時15分

TEL 025-597-2821 （従業員数 17人 ）
～ 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)17時00分～ 2時00分

TEL 025-757-3360 （従業員数 28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) 8時30分～17時30分

TEL 025-755-8330 （従業員数 10人 ） (3)10時00分～19時00分
～ 就業場所 十日町市

その他 変形（１ヶ月単位）
(1) 9時00分～19時00分

TEL 072-685-0767 （従業員数 2人 ）
～ 就業場所 十日町市

その他 変形（１ヶ月単位）
(1) 9時00分～19時00分

TEL 072-685-0767 （従業員数 4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

。

雇用期間の定めなし

2人 27150- 4889891正社員 十日町市寅乙４４１－１　原信十日町北

美容師（スタイリスト・十日町
店）【９５５０－２】

不問 株式会社　カットツイ
ン

大阪府高槻市芥川町１－７－２６　カワノ
ビル５階

雇用・労災・
健康・厚生

美容師免許

（ 年齢不問 ） 210,000円～
230,000円

雇用期間の定めなし

1人 27150- 4888791正社員 十日町市寅乙４４１－１　原信十日町北

美容師（店長候補・十日町
店）
【９５５０－１】

不問 株式会社　カットツイ
ン

大阪府高槻市芥川町１－７－２６　カワノ
ビル５階

雇用・労災・
健康・厚生

美容師免許

（ 年齢不問 ） 230,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  568191正社員 ヘルパーセンター・コロネットちとせ・コロネット優・コロネットわだ　　いずれかの施設

介護員【急募】 18歳～64歳 株式会社　コロネット
とおかまち

十日町市高田町２丁目２７９番地２１ 雇用・労災・
健康・厚生

介護職員初任者研修
（ヘルパー２級）以上

（ 省令１号 ） 145,000円～
180,000円

雇用期間の定めなし

3人 15080-  567591正社員

タクシー乗務員【急募】 18歳～59歳 明石交通　株式会社 十日町市昭和町３丁目２２－４ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車一種免許
（ＡＴ限定可）

（ 省令１号 ） 201,246円～
209,892円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  566291正社員

土木工事現場管理 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（ＭＴ
車）

（ 省令１号 ） 220,000円～
350,000円

雇用期間の定めなし

2人 15080-  565891正社員

建築士【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＞
一級建築士、または二
級建築士

（ 省令１号 ） 289,000円～
346,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  564791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 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＡＴ
可）

（ 省令１号 ） 140,024円～
260,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  563491正社員 　「桜湯の里２号館レインボー」「デイサービスセンターレインボー」

調理員 59歳以下 社会福祉法人　清津
福祉会

十日町市田中ロ４７５番地１ 雇用・労災・
健康・厚生

不問

（ 省令１号 ） 150,300円～
200,700円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  562991正社員

企画・営業 59歳以下 株式会社　みらい 十日町市高田町３丁目３０４ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＡＴ
可）

（ 省令１号 ） 140,024円～
260,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  560391正社員 サービス付き高齢者向け住宅「ヴィラあかし」

看護・准看護職員（ヴィラあ
かし）

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

看護師又は准看護師

（ 省令１号 ） 203,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

2人 15080-  559591正社員 サービス付き高齢者向け住宅ヴィラあかし

介護職員（ヴィラあかし） 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

普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

（ 省令１号 ） 154,000円～
188,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  557891正社員

土質調査・地盤調査員（正社
員）

59歳以下 株式会社　滝沢技研 津南町大字下船渡丁２４８５ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＭＴ）

（ 省令１号 ） 180,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  554991正社員

配管工 35歳以下 株式会社　美佐伝 十日町市四日町新田２２２－５ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

普通自動車免許（ＭＴ）

（ 省令３号のイ ） 153,000円～
240,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  553691正社員

リフォーム及びメンテナンス 35歳以下 株式会社　美佐伝 十日町市四日町新田２２２－５ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

普通自動車免許（ＭＴ）

（ 省令３号のイ ） 153,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  552391正社員

金属施工管理 35歳以下 株式会社　美佐伝 十日町市四日町新田２２２－５ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

普通自動車免許（ＭＴ）

（ 省令３号のイ ） 163,000円～
230,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  551091正社員

管工事施工管理（経験者） 59歳以下 株式会社　美佐伝 十日町市四日町新田２２２－５ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

普通自動車免許（ＭＴ）

（ 省令１号 ） 163,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  550191正社員

管工事施工管理 45歳以下 株式会社　美佐伝 十日町市四日町新田２２２－５ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

普通自動車免許（ＭＴ）

（ 省令３号のイ ） 163,000円～
240,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  549891正社員

管工事施工管理（未経験者） 30歳以下 株式会社　美佐伝 十日町市四日町新田２２２－５ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

普通自動車免許（ＭＴ）

（ 省令３号のイ ） 158,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

2人 15080-  548791正社員

営業 59歳以下 株式会社　滝泰 十日町市四日町１６５８ 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 ） 170,000円～
210,000円

雇用期間の定めなし

2人 15080-  547491正社員

介護職員 18歳～64歳 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

不問

（ 省令１号 ） 150,000円～
170,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  546991正社員

看護師（准看護師） 18歳～64歳 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

看護師又は准看護師免
許

（ 省令１号 ） 192,000円～
260,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  544391正社員

機械部品加工（津南本社工
場）

18歳～39歳 株式会社　リコーキ
ハラ

津南町芦ヶ崎乙８８７ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問

（ 省令３号のイ ） 161,000円～
233,000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

その他 変形（１ヶ月単位）
(1) 9時00分～19時00分

TEL 072-685-0767 （従業員数 4人 ）
～ 就業場所 十日町市

その他 変形（１ヶ月単位）
(1) 9時00分～19時30分

TEL 072-685-0767 （従業員数 4人 ）
～ 就業場所 十日町市

その他 変形（１ヶ月単位）
(1) 9時00分～19時30分

TEL 072-685-0767 （従業員数 4人 ）
～ 就業場所 十日町市

その他 変形（１ヶ月単位）
(1) 9時00分～19時30分

TEL 072-685-0767 （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 025-758-3141 （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30分～17時30分

TEL 025-757-5177 （従業員数 8人 ）
～ H31.3.31 就業場所 十日町市

月給 変形（１ヶ月単位）
(1)22時00分～ 7時00分
(2) 0時00分～ 9時00分

TEL 03-6833-5064 （従業員数 19人 ）
～ 就業場所 十日町市

時給 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 93人 ）
～ 就業場所 津南町

時給 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

時給
(1) 8時15分～17時15分

TEL 025-757-1571 （従業員数 10人 ）
～ H32.3.31 就業場所 十日町市

月給
(1) 8時30分～17時15分

TEL 025-757-5515 （従業員数 139人 ）
H31.4.1 ～ H31.9.30 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00分～20時00分

TEL 025-757-5121 （従業員数 80人 ）
～ H32.3.31 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 ）
～ H32.3.31 就業場所 十日町市

日給
(1) 8時00分～17時30分

TEL 025-757-8523 （従業員数 3人 ）
H31.3.22 ～ H31.4.30 就業場所 十日町市

時給
(1) 8時00分～17時00分

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

時給 変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～17時30分

TEL 025-765-5322 （従業員数 8人 ）
～ 就業場所 津南町

日給 交替制あり
(1) 5時15分～14時00分
(2) 8時30分～17時15分

TEL 025-757-5566 （従業員数 386人 ） (3) 9時45分～18時30分
～ H31.3.31 就業場所 十日町市

日給
(1) 8時30分～17時30分

TEL 025-761-7340 （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 025-765-3423 （従業員数 8人 ）
～ H31.12.31 就業場所 津南町

日給 変形（１ヶ月単位）
(1) 8時00分～17時00分

TEL 025-750-7577 （従業員数 12人 ）
～ 就業場所 十日町市
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雇用期間の定めなし

1人 27150- 4945291正社員 十日市町丑７４９－２　妻有ショッピングセンター

理容師（未経験者・十日町
店）【４０５０－３】

不問 株式会社　カットツイ
ン

大阪府高槻市芥川町１－７－２６　カワノ
ビル５階

雇用・労災・
健康・厚生

不問

（ 年齢不問 ） 180,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

1人 27150- 4944891正社員 十日市町丑７４９－２　妻有ショッピングセンター

理容師（中習・顔剃り：十日
町店）【４０５０－２】

不問 株式会社　カットツイ
ン

大阪府高槻市芥川町１－７－２６　カワノ
ビル５階

雇用・労災・
健康・厚生

理容師免許

（ 年齢不問 ） 250,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

1人 27150- 4943791正社員 十日市町丑７４９－２　妻有ショッピングセンター

理容師（店長候補・十日町
店）【４０５０－１】

不問 株式会社　カットツイ
ン

大阪府高槻市芥川町１－７－２６　カワノ
ビル５階

雇用・労災・
健康・厚生

理容師免許

（ 年齢不問 ） 300,000円～
380,000円

雇用期間の定めなし

2人 27150- 4890191正社員 十日町市寅乙４４１－１　原信十日町北

美容師（アシスタント・十日町
店）【９５５０－３】

不問 株式会社　カットツイ
ン

大阪府高槻市芥川町１－７－２６　カワノ
ビル５階

雇用・労災・
健康・厚生

不問

（ 年齢不問 ） 170,000円～
200,000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

大型ダンプ運転手・重機運
転手

18歳以上 南陵建設　株式会社 十日町市伊達甲１０４３－２ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

大型１種自動車免許

（ 省令２号 ） 195,300円～
217,000円

雇用期間の定めなし

2人 15080-  622191正社員以外
自動車車体整備士（本店） 不問 株式会社　ぴっとラン

ド
十日町市寅乙４１６番地１ 雇用・労災・

健康・厚生
普通自動車免許（ＭＴ）

（ 年齢不問 ） 160,000円～
250,000円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

2人 15080-  629891正社員以外
接客・調理／十日町店 18歳以上 株式会社　関東すき

家
東京都港区港南二丁目１８番１号　ＪＲ品
川イーストビル５階

雇用・労災・
健康・厚生

不問

（ 省令２号 ） 169,398円～
189,398円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

2人 13040-32083891正社員以外 十日町市丑６０１－１

食品加工員（フルタイムパー
ト）短時間も相談可

59歳以下 津南町森林組合 津南町大字中深見乙２１７６ 雇用・労災・
健康・厚生

不問

（ 省令１号 ） 134,784円～
134,784円

雇用期間の定めなし

2人 15080-  587391正社員以外
なめこ袋詰め、出荷作業（フルタ
イムパート）短時間も相談可

45歳以下 津南町森林組合 津南町大字中深見乙２１７６ 雇用・労災・
健康・厚生

不問

（ 省令３号のイ ） 134,784円～
134,784円

雇用期間の定めなし

2人 15080-  588691正社員以外 所在地敷地内　　　「共選場」内での作業
なめこのパッケージ業務（松之山
なめこパッケージセンター）

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 ） 140,760円～
140,760円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15080-  591291正社員以外 十日町市松之山新山３５８－１　松之山なめこパッケージセンター

臨時的任用職員（行政事務） 不問 新潟県十曰町地域振
興局企画振興部

十日町市　妻有町西２丁目１番地 雇用・公災・
健康・厚生

不問

（ 年齢不問 ） 180,700円～
180,700円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

2人 15080-  593191正社員以外
調理師 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・
財形

調理師

（ 年齢不問 ） 140,000円～
220,000円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15080-  576191正社員以外
結婚式・宴会の営業係 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・
財形

普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

（ 年齢不問 ） 140,000円～
220,000円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15080-  577091正社員以外
タイヤ交換業務 不問 株式会社　井ノ川タイ

ヤ工業所
十日町市下川原町２２ 雇用・労災 普通自動車免許（ＡＴ限

定可）
（ 年齢不問 ） 220,000円～

220,000円
雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）

1人 15080-  584591正社員以外
豆腐の移動販売員【急募】 不問 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）

（ 年齢不問 ） 134,784円～
141,440円

雇用期間の定めなし

2人 15080-  585191正社員以外
事務職員『つなん』 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・

健康・厚生
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

（ 年齢不問 ） 140,104円～
151,920円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15080-  521991正社員以外 津南町大字下船渡戊９４４－１　『スマイルハウスつなん』

調理師 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

調理師免許

（ 年齢不問 ） 145,992円～
241,857円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15080-  528091正社員以外
事務員 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・
財形

日商簿記３級以上
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）（ 省令１号 ） 141,976円～

166,357円
雇用期間の定めなし

1人 15080-  555491正社員以外
土質調査・地盤調査補助員
（契約社員）

不問 株式会社　滝沢技研 津南町大字下船渡丁２４８５ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＭＴ）

（ 年齢不問 ） 172,000円～
193,500円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15080-  556791正社員以外
警備員 18歳以上 株式会社　サンプラ

ス　十日町営業所
十日町市高山乙５５２ 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 ） 157,500円～
178,500円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

5人 15080-  558291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) 7時30分～17時00分
(2) 8時00分～17時30分

TEL 025-757-3601 （従業員数 100人 ） (3) 8時30分～18時00分
～ 就業場所 十日町市

日給
(1) 8時30分～17時15分

TEL 025-757-3111 （従業員数 6人 ）
H31.4.1 ～ H32.3.31 就業場所 十日町市

月給
(1) 8時30分～17時30分

TEL 025-243-1551 （従業員数 3人 ）
～ H32.3.31 就業場所 津南町

時給 交替制あり
(1) 8時30分～16時45分
(2)11時30分～19時45分

TEL 0256-33-6042 （従業員数 65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

時給
(1)15時00分～17時00分

TEL 025-755-8330 （従業員数 10人 ）
～ 就業場所 十日町市

時給
(1) 8時00分～17時00分

TEL 025-765-1779 （従業員数 2人 ）
H31.3.18 ～ H31.4.13 就業場所 津南町

時給
(1) 8時10分～17時00分

TEL 025-765-4881 （従業員数 12人 ）
～ H31.6.15 就業場所 津南町

時給
(1) 8時10分～17時00分

TEL 025-765-4881 （従業員数 12人 ）
～ H31.6.15 就業場所 津南町

時給
(1) 9時00分～15時30分
(2)10時00分～16時30分

TEL 025-757-2407 （従業員数 17人 ）
H31.4.1 ～ H31.5.31 就業場所 十日町市

時給
(1) 7時30分～14時30分
(2) 5時30分～12時00分

TEL 025-752-3952 （従業員数 30人 ）
～ 就業場所 十日町市

時給 交替制あり
(1) 7時00分～13時00分
(2) 8時00分～14時00分

TEL 025-757-1571 （従業員数 18人 ） (3)10時00分～17時00分
～ H32.3.31 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 32人 ）
～ 就業場所 十日町市

時給
(1) 9時30分～15時00分

TEL 025-752-5900 （従業員数 2人 ）
～ 就業場所 十日町市

時給
(1) 9時00分～17時00分

TEL 025-752-2736 （従業員数 35人 ）
～ 就業場所 十日町市

月給
(1) 8時30分～16時30分

TEL 025-757-3111 （従業員数 8人 ）
H31.4.1 ～ H32.3.31 就業場所 十日町市

時給
(1)17時00分～20時10分

TEL 0584-89-8858 （従業員数 7人 ）
～ 就業場所 津南町

時給
(1)14時00分～18時00分

TEL 025-752-7121 （従業員数 9人 ）
～ 就業場所 十日町市

時給 交替制あり

TEL 025-755-5234 （従業員数 17人 ）
～ 就業場所 十日町市

時給

TEL 025-755-5234 （従業員数 17人 ）
～ 就業場所 十日町市

面
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食肉製造加工 59歳以下 株式会社　ミート・コ
ンパニオン　新潟工
場

十日町市高山７３５ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問

（ 省令１号 ） 134,784円～
134,784円

雇用期間の定めなし

5人 15080-  573891正社員以外 第２工場　または　第１工場

１７　一般事務補助（松代支
所地域振興課地域振興係）

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）

（ 年齢不問 ） 135,600円～
135,600円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15080-  512691正社員以外 十日町市役所松代支所　地域振興課地域振興係

（請）自家用自動車の運転と
管理（津南町）

不問 日本道路興運　株式
会社　新潟営業所

新潟市中央区鐙西１丁目１０－１５ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（オー
トマ限定不可）
＊大型自動車免許尚可（ 年齢不問 ） 157,000円～

167,000円
雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15010- 9331291正社員以外 津南町大字下船渡戊４３４－４　中津川出張所

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

ペット生体管理（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）

3人 15040- 2762691
又は 8時30分～19時45分
の間の7時間程度パート労働者 ホームセンタームサシ十日町店

（請）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-  616391パート労働者 シルクモール

清掃員【急募】 64歳以下 株式会社　コロネット
とおかまち

十日町市高田町２丁目２７９番地２１ 労災 不問

（ 省令１号 ）
825円～825円雇用期間の定めなし

1人 15080-  619491パート労働者 デイサービス　コロネットとおかまち

雪下人参の収穫 不問 あぐりえ　すずき 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ヶ月未満）

3人 15080-  620291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。

部品加工・装置組立 不問 サイエンス　株式会
社　生産部

津南町大字秋成　４６２６－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問

（ 年齢不問 ）
803円～900円雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15080-  623091パート労働者
資材管理事務 不問 サイエンス　株式会

社　生産部
津南町大字秋成　４６２６－１ 雇用・労災・

健康・厚生・
財形

不問

（ 年齢不問 ）
803円～900円雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15080-  624391パート労働者
臨時職員 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 不問

（ 年齢不問 ）
885円～1,009円雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）

1人 15080-  586091
又は 8時30分～17時15分
の間の6時間程度パート労働者

調理員 69歳以下 株式会社　トックス 十日町市新座甲３９０－１ 雇用・労災・
健康・厚生

不問

（ 省令１号 ）
805円～830円雇用期間の定めなし

1人 15080-  589991パート労働者
パン製造及び販売（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-  592591パート労働者 四季彩館ベジぱーく「パン工房」

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 普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

（ 年齢不問 ）
810円～1,080円雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15080-  600691パート労働者 十日町市仁田２３１１－４　健康倶楽部　たちばな

ホールサービス係【急募】 不問 麺日和そらや 十日町市四日町１６１５－２ 労災 不問

（ 年齢不問 ）
830円～1,000円雇用期間の定めなし

1人 15080-  606591パート労働者
着物の検査及び入出荷業務 不問 株式会社　はぶき 十日町市四日町１７３５番地１ 雇用・労災・

健康・厚生
不問

（ 年齢不問 ）
805円～805円雇用期間の定めなし

2人 15080-  607191パート労働者 本社工場（四日町１７３５－１）第二工場（上川町７４２－２）

研究員（嘱託職員） 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

博士号の学位取得者

（ 年齢不問 ） 1,646円～1,646
円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15080-  610791パート労働者 十日町市立里山科学館　越後松之山「森の学校」キョロロ

販売員（Ｓｅｒｉａ　津南ショッピ
ングセンター店）

不問 株式会社　セリア 岐阜県大垣市外渕２丁目３８番地 労災 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 21020- 3454591パート労働者 Ｓｅｒｉａ　津南ショッピングセンター店

事務員 59歳以下 株式会社　カーショッ
プみなみ

十日町市四日町２１８４ 雇用・労災 普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

（ 省令１号 ）
805円～950円雇用期間の定めなし

1人 15080-  579691パート労働者
ホール係 不問 株式会社　Ａ・ファー

ム　雪の十日町
十日町市南鐙坂２１３２ 労災 不問

（ 年齢不問 ）
830円～900円雇用期間の定めなし

1人 15080-  581791
又は 8時00分～20時00分
の間の5時間程度パート労働者 農家レストラン「そばの郷　Ａｂｕｚａｋａ」

調理スタッフ 不問 株式会社　Ａ・ファー
ム　雪の十日町

十日町市南鐙坂２１３２ 雇用・労災・
健康・厚生

不問

（ 年齢不問 ）
830円～1,200円雇用期間の定めなし

1人 15080-  582891
又は 9時00分～22時00分
の間の8時間程度パート労働者 農家レストラン「そばの郷　Ａｂｕｚａｋａ」

パート 
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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 交替制あり
(1) 7時00分～16時00分
(2)16時00分～21時00分

TEL 025-765-4779 （従業員数 10人 ）
～ 就業場所 津南町

時給

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

時給
(1) 8時00分～10時30分
(2) 8時00分～11時00分

TEL 025-757-1431 （従業員数 2人 ） (3) 8時00分～11時30分
～ H31.3.31 就業場所 十日町市

時給 交替制あり

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

時給 交替制あり
(1) 9時00分～13時00分
(2)11時00分～15時00分

TEL 025-755-8330 （従業員数 10人 ） (3)12時00分～16時00分
～ 就業場所 十日町市

時給

TEL 025-752-4055 （従業員数 80人 ）
～ 就業場所 十日町市

時給 交替制あり
(1)13時00分～14時30分
(2)16時15分～17時30分

TEL 025-758-3343 （従業員数 12人 ）
～ H31.3.31 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 ）
H31.4.1 ～ H32.3.31 就業場所 十日町市

時給

TEL 025-752-2734 （従業員数 1人 ）
～ 就業場所 十日町市

時給
(1) 8時00分～10時00分

TEL 0256-94-8770 （従業員数 0人 ）
H31.4.1 ～ H32.3.31 就業場所 十日町市

日給
(1)13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

時給
(1)16時00分～21時00分

TEL 025-249-3010 （従業員数 40人 ）
～ 就業場所 十日町市

時給
(1) 6時00分～ 7時30分
(2) 6時00分～ 8時00分

TEL 0258-32-4791 （従業員数 40人 ） (3)17時10分～19時10分
～ 就業場所 十日町市

時給
(1) 9時50分～18時40分

TEL 0258-81-1485 （従業員数 4人 ）
～ 就業場所 十日町市

時給

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

時給
(1) 9時00分～19時00分
(2) 9時00分～12時00分

TEL 072-685-0767 （従業員数 3人 ） (3)13時00分～19時00分
～ 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

。

介護員 64歳以下 特定非営利活動法人
地域ケアサポート魚
沼

津南町下船渡己５９１０－１ 労災 不問

（ 省令１号 ）
804円～804円雇用期間の定めなし

1人 15080-  531891パート労働者 グループホーム　いなほ

（請）清掃員（定期清掃） 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

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 15080-  541591
又は 8時00分～16時00分
の間の5時間程度パート労働者

（請）清掃員（日常清掃） 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

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 15080-  542191パート労働者 旧川西地域

看護職員 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 労災 看護師又は准看護師免
許

（ 省令１号 ） 1,300円～1,600
円

雇用期間の定めなし

2人 15080-  545691
又は 8時30分～17時30分
の間の6時間程度パート労働者

看護師【急募】 64歳以下 株式会社　コロネット
とおかまち

十日町市高田町２丁目２７９番地２１ 労災 普通自動車免許（ＡＴ限
定可）
看護師又は准看護師資
格のいづれか

（ 省令１号 ） 1,500円～1,500
円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  569091パート労働者 十日町市高田町２丁目１００番地３５　デイサービスコロネット　とおかまち

加工食品部門スタッフ 不問 株式会社　リオンドー
ル　十日町店

十日町市旭町１６１ 労災 不問

（ 年齢不問 ）
805円～805円雇用期間の定めなし

1人 15080-  570991
又は 9時00分～18時00分
の間の4時間以上パート労働者

体操教室アシスタント 不問 公益財団法人　体力つく
り指導協会　十日町体力
づくり支援センター

十日町市馬場丙１４９５－８ 労災 不問

（ 年齢不問 ） 1,000円～1,000
円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15080-  572791パート労働者
１８　一般事務補助（農林課
農業企画係）

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）

（ 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-  513991パート労働者
繊維製品の製造 不問 デジナプロダクション

株式会社
十日町市山谷１２６２番地３ 雇用・労災 不問

（ 年齢不問 ）
803円～850円雇用期間の定めなし

2人 15080-  515791
又は 8時30分～17時30分
の間の5時間程度パート労働者

（請）日常清掃 不問 カイシンスタッフサー
ビス　株式会社　新
潟営業所

燕市吉田日之出町１２－８ 労災 不問

（ 年齢不問 ）
850円～1,062円雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15110- 1743691パート労働者 十日町市下川原町１６

（請）清掃員（十日町市）（経
験者）

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 雇用・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- 8767591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 15010- 8953291
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）

（急募）家庭教師（十日町市） 不問 有限会社　日本エ
ヂュケイト　日本家庭
教師普及会

新潟市中央区南笹口１－１－３８　コープ
オリンピア　１０７

労災 普通自動車運転免許

（ 年齢不問 ） 1,800円～2,300
円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

5人 15010- 9011191パート労働者 十日町市（中里、川西、松代、津南）

（請）食器洗浄［県立十日町
病院］

不問 株式会社　渡辺ビル
サービス

長岡市山田２丁目４番１４号 労災 不問

（ 年齢不問 ）
900円～900円雇用期間の定めなし

4人 15020- 3772691パート労働者 十日町市大字高山３２－９　　県立十日町病院

販売スタッフ（十日町店・ア
ルバイト）

不問 株式会社　川かみ 小千谷市東栄１－３－１６ 労災 不問

（ 年齢不問 ）
850円～850円雇用期間の定めなし

2人 15022-  408091パート労働者 「ボワールインターナショナル　十日町店」

販売員（ホームセンター十日
町店）準社員

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・
健康・厚生

不問

（ 年齢不問 ）
855円～855円雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15070- 2585891
又は 8時45分～21時15分
の間の7時間程度パート労働者 十日町市寅乙４４６番　コメリホームセンター十日町店

美容師（十日町店）
【９５５０－４】

不問 株式会社　カットツイ
ン

大阪府高槻市芥川町１－７－２６　カワノ
ビル５階

雇用・労災・
健康・厚生


美容師免許

（ 年齢不問 ）
803円～850円雇用期間の定めなし

1人 27150- 4891091
又は 9時00分～19時00分
の間の6時間程度パート労働者 十日町市寅乙４４１－１　原信十日町北

ハローワークインターネットサービス  検 索 

ハローワークで公開中の求人情報が、チェックできます。 

掲載されている「求人番号」を控えていただくと、ハローワークでの就職相談がスムーズに行えます。 

応募の際は、必ず「ハローワーク紹介状」の交付を受けてください。 
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月 日

月 日

月 日

月 日

月 日

月 日

参加予定事業所等詳細も掲載しています。ご覧ください。

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

十日町・津南　就職ガイダンス２０２０

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）

13:30 ～ 16:15 会場：
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。。

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。

3 12 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

11:00 ～ 12:00 職業相談（予約制）

3 26 再就職支援セミナー（中高年齢者対象コース）
㊋

１５名13:30 ～ 16:30 会場： ハローワーク十日町　２Ｆ　会議室 定員：

２０名

3 26 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

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

対象：１５歳～３９歳の
無業で就職希望の方

定員： ４名

3 13 ジョブ・カード活用セミナー
㊌

２０名

3 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

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

3 12 再就職支援セミナー（基本コース）
㊋

☆より良い就職を実現するためのセミナー等☆
○
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。 


