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

TEL 025-267-1200 （従業員数 23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11,330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11,330人 ） (3)12時15分～21時15分
～ 就業場所 津南町

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

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 6人 ）
～ 就業場所 十日町市

月給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時30分

TEL 025-757-8279 （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

TEL 025-757-8279 （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 0276-46-1111 （従業員数 4人 ）
～ 就業場所 十日町市

確定給付年金

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) 8時00分～17時00分
(2) 8時30分～17時30分

TEL 0258-89-3600 （従業員数 1人 ） (3) 9時00分～18時00分
～ 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年単位）
(1) 7時30分～17時00分
(2) 3時00分～ 7時00分

TEL 025-768-2527 （従業員数 14人 ）
～ 就業場所 十日町市

時給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

TEL 025-597-2518 （従業員数 11人 ）
～ 就業場所 十日町市

月給
(1) 9時00分～18時30分
(2) 9時00分～13時00分

TEL 025-757-2263 （従業員数 3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
(2) 7時15分～16時15分

TEL 025-765-5322 （従業員数 16人 ） (3)12時00分～21時00分
～ 就業場所 十日町市

確定拠出年金

介護職員（小規模多機能型
居宅介護）【とこしえ　かの
ん】

18歳～64歳 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・
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

2人 15080- 1044691正社員 十日町市荒屋ホ１６－１　『ケアセンターとこしえ　かのん』


自動車部品組立・検査工 45歳以下 有限会社　東頸精密 十日町市松代３９５７番地１ 雇用・労災・
健康・厚生

不問

（ 省令３号のイ ） 136,416円～
146,160円

雇用・労災・
健康

歯科衛生士

（ 省令３号のイ ） 180,000円～
220,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1042091正社員

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1043391正社員

歯科衛生士 40歳以下 鈴木歯科医院 十日町市錦町１丁目４８－１

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

不問

（ 省令１号 ） 127,720円～
164,800円

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

普通自動車免許（ＭＴ）

（ 省令１号 ） 220,000円～
280,000円

雇用期間の定めなし

3人 15030- 4101391正社員 十日町市松之山小谷６８－２　松之山なめこ工場

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1038491正社員

土木作業員 18歳～59歳 羽鳥建設　株式会社 十日町市木落５３１－１

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・労災 普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

（ 省令３号のイ ） 170,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

1人 15022-  781091正社員 十日町市松代３６４９－１「エム・ケイ薬局まつだい

雇用期間の定めなし

3人 15022-  785491正社員 本社又は十日町センター（十日町市中条甲４５５－３

サービススタッフ 44歳以下 ＪＩＭＯ　株式会社（お
そうじ本舗小千谷十
日町店）

長岡市川口中山１７６

事務（十日町営業所） 30歳以下 株式会社　カネコ・
コーポレーション

群馬県太田市東矢島町２０２番地 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

普通自動車第１種免許
（ＡＴ限定可）

（ 省令３号のイ ） 140,000円～
237,000円

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 10050- 4166591正社員 十日町市尾崎２－４（十日町営業所）

雇用期間の定めなし

1人 15022-  780191正社員 「エム・ケイ薬局　とおかまち店」

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

自動車整備士 45歳以下 十日町自動車　株式
会社

十日町市子７７７番地１ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＭＴ）
２級自動車整備士

（ 省令３号のイ ） 160,000円～
230,000円

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＭＴ）

（ 年齢不問 ） 145,000円～
210,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1112591正社員

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1116691正社員

自動車整備 不問 十日町自動車　株式
会社

十日町市子７７７番地１

調理員（健康倶楽部たちば
な）

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）
調理師または栄養士（ 省令１号 ） 178,000円～

214,000円

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

いずれかの資格→介護支援
専門員、社会福祉士、社会
福祉主事（３年以上の経験）
保健師、看護師（経験者）
普通自動車免許（ＡＴ限定
可）

（ 省令３号のイ ） 155,900円～
217,630円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1109991正社員 十日町市仁田２３１１－４　　健康倶楽部　たちばな

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1110891正社員 十日町南地域包括支援センター

介護支援専門員 44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）

（ 省令３号のイ ） 172,000円～
224,000円

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

普通自動車免許（ＡＴ
可）

（ 省令１号 ） 154,000円～
188,000円

雇用期間の定めなし

2人 15070- 5074991正社員 ハード＆グリーン村上店、中条店本館店、津南店

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1103291正社員 津南町大字芦ヶ崎乙３２９番地１「かりん訪問入浴介

訪問入浴介護員（かりん訪
問入浴介護）

64歳以下 社会福祉法人　苗場
福祉会

十日町市川治４５２５番地

雇用期間の定めなし

2人 15010-18152291正社員 小出、十日町検診センターのいずれか

雇用期間の定めなし

2人 15070- 5069891正社員 ハード＆グリーン十日町店（十日町市寅乙）

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

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

加入保険等 必要な免許資格

診療放射線技師（魚沼市・十
日町市）

59歳以下 一般社団法人　新潟
県労働衛生医学協会

新潟市中央区川岸町１丁目３９－５ 雇用・労災・
健康・厚生

診療放射線技師免許
普通自動車免許（ＡＴ
可）（ 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

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

） 219,253円～
262,320円

【 5月10日(金) 号 】
≪次回の発行は5/17(金)です.≫

4月25日(木)～5月8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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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) 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

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

月給 変形（１年単位）
(1) 8時30分～17時00分
(2)16時30分～ 1時00分

TEL 025-755-5257 （従業員数 33人 ） (3) 0時30分～ 9時00分
～ 就業場所 津南町

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

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
(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

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

TEL 025-758-2224 （従業員数 44人 ）
～ 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) 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) 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 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) 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 55人 ） (3) 9時00分～18時00分
～ 就業場所 十日町市

月給 変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～17時30分

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) 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) 8時30分～17時30分

TEL 025-757-3999 （従業員数 156人 ）
～ 就業場所 十日町市

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

TEL 025-757-3999 （従業員数 156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) 8時30分～17時30分

TEL 025-763-2555 （従業員数 91人 ） (3)16時30分～ 8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) 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

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

1人 15080- 1089891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

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

（ 省令１号 ） 140,500円～
230,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1085691正社員

雇用期間の定めなし

4人 15080- 1087491正社員 上村診療所３階　「桜湯の里」

介護職全般 18歳～59歳 社会福祉法人　清津
福祉会

十日町市田中ロ４７５番地１

出荷、梱包、基材の運搬 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 ） 155,000円～
180,000円

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

1人 15080- 1083091正社員

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1084391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

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・労災・
健康・厚生・
財形

作業療法士または理学
療法士資格

（ 省令１号 ） 180,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1079491正社員 「老人ホーム　七川荘」

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1081591正社員

機能訓練士 64歳以下 社会福祉法人　松涛
会　介護老人保健施
設　希望の里　松涛
園

十日町市浦田２９５５－１

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 ） 170,000円～
170,000円

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- 1073591正社員

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1076391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

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・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- 1069391正社員 十日町市沢口丑５１０－１　　新工場

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1072291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

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・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

3人 15080- 1063791正社員 本　　社　十日町市泉９２番地

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1065291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

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・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＭＴ）
車両系建設機械資格
（整地・運搬・積込み・掘
削）

（ 省令１号 ） 170,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

2人 15080- 1054491正社員 「デイサービスセンターまほろばの里川冶」

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1062491正社員

舗装工 18歳～59歳 上越舗道　株式会社 十日町市伊達甲３８－２

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・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＭＴ）

（ 年齢不問 ） 160,000円～
170,000円

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

1人 15080- 1049291正社員 十日町市北鐙坂２１２８－１　工場

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1053991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

介護職員（まほろばの里川
治・通所介護）【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）

（ 省令１号 ） 154,000円～
175,000円

雇用・労災・
健康・厚生

不問

（ 省令２号 ） 155,000円～
230,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1046491正社員 特別養護老人ホームまほろばの里川治

雇用期間の定めなし

2人 15080- 1047791正社員

製造ライン機械オペレー
ター・品質管理職

18歳以上 株式会社　クリアー
ウォーター津南

津南町大字秋成８８９５－１

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- 1045991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
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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) 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 025-761-7877 （従業員数 9人 ）
～ 就業場所 十日町市

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 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 025-757-4100 （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

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年単位）
(1) 8時30分～17時30分

TEL 025-757-6393 （従業員数 4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 19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 025-761-1640 （従業員数 10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00分～17時30分
(2) 8時00分～17時00分

TEL 025-768-2368 （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 025-768-2368 （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 025-757-3999 （従業員数 38人 ）
～ 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 106人 ） (3)11時00分～20時00分
～ 就業場所 十日町市

厚生年金基金

時給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

TEL 025-763-2297 （従業員数 7人 ）
～ 就業場所 津南町

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

TEL 025-788-0521 （従業員数 5人 ） (3)11時00分～20時00分
～ 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) 8時00分～17時00分

TEL 025-788-0521 （従業員数 4人 ） (3)11時00分～20時00分
～ 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) 8時00分～17時00分

TEL 025-788-0521 （従業員数 4人 ） (3)11時00分～20時00分
～ 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) 8時00分～17時00分

TEL 025-788-0521 （従業員数 10人 ） (3)11時00分～20時00分
～ 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) 8時00分～17時00分

TEL 025-788-0521 （従業員数 9人 ） (3)11時00分～20時00分
～ 就業場所 十日町市

（請）施設調理スタッフ（十日
町市高原田）

59歳以下 株式会社　津山商店 南魚沼市浦佐５５８２－１ 雇用・労災・
健康・厚生

不問

（ 省令１号 ） 145,000円～
205,000円

雇用期間の定めなし

1人 15120- 2218391
又は 5時30分～20時00分
の間の8時間程度正社員 特別養護老人ホーム　あかね園　厨房内

（請）施設調理スタッフ（十日
町市下条）

59歳以下 株式会社　津山商店 南魚沼市浦佐５５８２－１ 雇用・労災・
健康・厚生

不問

（ 省令１号 ） 145,000円～
205,000円

雇用・労災・
健康・厚生

不問

（ 省令１号 ） 145,000円～
205,000円

雇用期間の定めなし

1人 15120- 2214291
又は 5時30分～20時00分
の間の8時間程度正社員 ケアハウス　みよし台　厨房内

雇用期間の定めなし

1人 15120- 2217091
又は 5時30分～20時00分
の間の8時間程度正社員 特別養護老人ホーム　ほくほくの里　厨房内

（請）施設調理スタッフ（十日
町市大平）

59歳以下 株式会社　津山商店 南魚沼市浦佐５５８２－１

（請）施設調理スタッフ（十日
町市新座）

59歳以下 株式会社　津山商店 南魚沼市浦佐５５８２－１ 雇用・労災・
健康・厚生

不問

（ 省令１号 ） 145,000円～
205,000円

雇用・労災・
健康・厚生

不問

（ 省令１号 ） 145,000円～
205,000円

雇用期間の定めなし

1人 15120- 2207591
又は 5時30分～20時00分
の間の8時間程度正社員 ケアセンター三好園しんざ　内厨房

雇用期間の定めなし

1人 15120- 2211491
又は 5時30分～20時00分
の間の8時間程度正社員 複合型介護施設　よしだ　厨房内

（請）施設調理スタッフ（十日
町市南鎧坂）

59歳以下 株式会社　津山商店 南魚沼市浦佐５５８２－１

システムエンジニア・プログ
ラマー【急募】

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 ） 250,000円～
500,000円

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＭＴ）
２トン車の運転が可能
なこと。（ 年齢不問 ） 173,250円～

207,900円

雇用期間の定めなし

5人 15080- 1027391正社員

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1028691正社員

営業配達員　兼　クリーニン
グ作業【急募】

不問 上越インテリアサ－ビ
ス　合同会社

津南町大字三箇乙５２４

施工物件の点検・メンテナン
ス（経験者）

64歳以下 有限会社　協和電業 十日町市上野甲３５－１ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＭＴ）
電気工事士２種以上

（ 省令１号 ） 200,000円～
280,000円

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問

（ 省令１号 ） 143,000円～
147,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1035391正社員

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1036691正社員 十日町市明石町４番地（事業所隣り）

準備工程作業（製造） 59歳以下 新潟アライ　株式会
社

十日町市明石町５

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・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＭＴ）
電気工事士２種以上

（ 省令１号 ） 200,000円～
280,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1033191正社員

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1034091正社員

電気工事士（経験者） 64歳以下 有限会社　協和電業 十日町市上野甲３５－１

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・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

5人 15080- 1031291正社員

雇用期間の定めなし

5人 15080- 1032591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

メタル・キャスティング（鋳造
作業）津南工場

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２号 ） 171,000円～
243,000円

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- 1097891正社員

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1102891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

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・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- 1095491正社員

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1096791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

土木施工管理 18歳以上 株式会社クリエイト 十日町市丑１７５６（高田町６丁目） 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＭＴ）
土木施工管理技士２級
以上（ 省令２号 ） 250,000円～

300,000円

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＭＴ）

（ 省令３号のイ ） 200,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1093691正社員

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1094991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・
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- 1091091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
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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) 8時30分～17時00分
(2) 8時30分～17時30分

TEL 025-267-1200 （従業員数 6人 ）
～ 就業場所 十日町市

時給
(1) 8時30分～17時30分

TEL 022-236-3191 （従業員数 8人 ）
R1.6.1 ～ R3.9.30 就業場所 十日町市

時給 変形（１年単位）
(1) 7時00分～16時00分

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

月給
(1) 8時30分～17時00分

TEL 0258-30-1833 （従業員数 1人 ）
～ 就業場所 十日町市

月給 交替制あり
(1)12時10分～21時10分
(2) 8時30分～17時30分

TEL 0258-94-7162 （従業員数 0人 ）
～ 就業場所 十日町市

月給 特定曜日のみ(2)(3)
(1)12時10分～21時10分
(2) 8時30分～17時30分

TEL 0258-94-7162 （従業員数 0人 ）
～ 就業場所 十日町市

月給 特定曜日のみ(2)(3)
(1)12時10分～21時10分
(2) 8時30分～17時30分

TEL 0258-94-7162 （従業員数 0人 ）
～ 就業場所 十日町市

日給
(1) 8時15分～17時15分

TEL 025-757-1571 （従業員数 46人 ）
～ R2.3.31 就業場所 十日町市

日給
(1) 8時15分～17時15分

TEL 025-757-1571 （従業員数 11人 ）
～ R2.3.31 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 025-758-2050 （従業員数 18人 ）
～ 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 変形（１年単位）
(1) 8時30分～17時30分

TEL 025-757-2191 （従業員数 48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

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

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

TEL 025-758-4202 （従業員数 175人 ） (3)11時00分～20時00分
～ R2.3.31 就業場所 十日町市

月給 変形（１ヶ月単位）

TEL 025-758-4202 （従業員数 175人 ）
～ R2.3.31 就業場所 十日町市

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許

（ 省令３号のイ ） 202,128円～
237,320円

雇用期間の定めなし

1人 15010-16894491正社員 十日町市春日町２－１１３　十日町健診センター

一般職（営業）（十日町市） 40歳以下 一般社団法人　新潟
県労働衛生医学協会

新潟市中央区川岸町１丁目３９－５

） 151,200円～
151,200円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 04010-30752591正社員以外 十日町市小泉１５０９－１６

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 ） 156,550円～
156,550円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15020- 7468691正社員以外 ピアレマート　十日町店

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［十日町市］ 不問 株式会社　サンテック
東北支社

宮城県仙台市宮城野区宮千代１丁目１０
－１２

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

（ 年齢不問

（派）診療所事務業務（十日
町）

59歳以下 株式会社　ニチイ学
館　長岡支店

長岡市東坂之上町１－２－５　朝日生命
長岡ビル３階

雇用・労災・
健康・厚生

医療事務資格

（ 省令１号 ） 134,430円～
146,640円

雇用期間の定めなし

1人 15020- 6883691無期雇用派遣 小千谷総合病院　十日町診療所

販売員（青果部）［ピアレマー
ト十日町店］

59歳以下 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１号 ） 148,000円～
148,000円

雇用期間の定めなし

1人 15020- 7490091
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

事務専門職員〔十日町校〕 不問 次世代型個別塾　Ｔｅ
ａｍｓ（チームズ）

長岡市旭町２丁目２－１ 雇用・労災・
健康・厚生

不問

（ 年齢不問 ） 160,000円～
300,000円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

3人 15020- 6851991
又は 8時30分～21時30分
の間の8時間程度正社員以外 十日町市本町３丁目３５３－１　十日町校

塾講師〔十日町校〕 不問 次世代型個別塾　Ｔｅ
ａｍｓ（チームズ）

長岡市旭町２丁目２－１ 雇用・労災・
健康・厚生

不問

（ 年齢不問 ） 250,000円～
500,000円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

3人 15020- 6845791
又は 8時30分～21時30分
の間の8時間程度正社員以外 十日町市本町３丁目３５３－１　十日町校

事務員 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・
財形

栄養士　　普通自動車
免許（ＡＴ可）

（ 年齢不問 ） 160,000円～
170,000円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15080- 1106091正社員以外 ＪＡ十日町営農生活センター　十日町市高山６２７－

事務兼カウンセラー〔十日町
校〕

不問 次世代型個別塾　Ｔｅ
ａｍｓ（チームズ）

長岡市旭町２丁目２－１ 雇用・労災・
健康・厚生

不問

（ 年齢不問 ） 200,000円～
300,000円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15020- 6855291
又は 8時30分～21時30分
の間の8時間程度正社員以外 十日町市本町３丁目３５３－１　十日町校

介護職員 59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）

（ 省令１号 ） 142,000円～
142,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1111291正社員以外 老人デイサービスセンターつまりの里

事務員 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・
財形

普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

（ 年齢不問 ） 140,000円～
160,000円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15080- 1107391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

1人 15080- 1114091正社員以外 障害者支援施設　なかまの家

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- 1113191正社員以外 十日町市内の法人が運営する事業所

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・
健康・厚生・
財形

不問

（ 省令１号 ） 143,424円～
172,800円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1056891正社員以外 十日町市沢口丑５１０－１　新工場

配達員 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（ＭＴ）

（ 省令１号 ） 142,569円～
152,753円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1117991正社員以外

和食調理 不問 株式会社　当間高原
リゾート

十日町市馬場癸１２３９（珠川） 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問

（ 年齢不問 ） 150,000円～
250,000円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

2人 15080- 1060691正社員以外 当間高原リゾート　べルナティオ

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- 1057291正社員以外

宿泊業務（フロント・玄関等）
責任者

不問 株式会社　当間高原
リゾート

十日町市馬場癸１２３９（珠川） 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

（ 年齢不問 ） 200,000円～
300,000円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15080- 1061991
又は 7時00分～20時00分
の間の8時間程度正社員以外 当間高原リゾート　　ベルナティオ

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

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) 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～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 10人 ） (3) 8時45分～17時45分
～ R2.3.31 就業場所 十日町市

月給 変形（１ヶ月単位）
(1) 7時00分～16時00分
(2) 9時30分～18時30分

TEL 025-763-2669 （従業員数 55人 ） (3)10時00分～19時00分
～ R2.3.31 就業場所 十日町市

日給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

TEL 025-761-7877 （従業員数 9人 ）
～ 就業場所 十日町市

月給
(1) 8時30分～16時45分

TEL 025-766-2638 （従業員数 12人 ）
R1.6.1 ～ R1.8.31 就業場所 津南町

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 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

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～12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

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

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- 1064891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- 1067191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- 1066591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- 1070791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- 1068091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- 1074191正社員以外 

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- 1071891正社員以外

土木作業員 18歳以上 株式会社クリエイト 十日町市丑１７５６（高田町６丁目） 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＭＴ）

（ 省令２号 ） 174,400円～
239,800円

雇用期間の定めなし

2人 15080- 1092391正社員以外

介護業務（七川荘） 18歳以上 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）

（ 省令２号 ） 139,000円～
250,000円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

3人 15080- 1077691正社員以外 特別養護老人ホーム　七川荘

）
850円～950円雇用期間の定めなし

1人 15020- 7459691
又は 8時00分～21時30分
の間の6時間パート労働者 ピアレマート　十日町店

家畜飼養管理 不問 新潟県妙法育成牧場 津南町大字上郷宮野原７３２９ 雇用・労災・
健康・厚生

大型特殊免許
中型自動車免許以上

（ 年齢不問 ） 156,000円～
156,000円

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）

1人 15080- 1030891正社員以外

販売員（レジ部：５時間勤務）
［ピアレマート十日町店］

59歳以下 株式会社　スポット　 長岡市新産３－６－１２ 雇用・労災 不問

（ 省令１号 ）
850円～950円雇用期間の定めなし

2人 15020- 7460491
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

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

販売員（レジ部：６時間勤務）
［ピアレマート十日町店］

59歳以下 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１号

販売員（惣菜部）［ピアレマー
ト十日町店］

59歳以下 株式会社　スポット　 長岡市新産３－６－１２ 雇用・労災 不問

（ 省令１号 ）
900円～1,000円雇用期間の定めなし

1人 15020- 7466091パート労働者 ピアレマート　十日町店

販売員（食品部）［ピアレマー
ト十日町店］

59歳以下 株式会社　スポット　 長岡市新産３－６－１２ 雇用・労災 不問

（ 省令１号 ）
850円～950円雇用期間の定めなし

2人 15020- 7464591
又は 7時30分～21時00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（青果部）［ピアレマー
ト十日町店］

59歳以下 株式会社　スポット　 長岡市新産３－６－１２ 雇用・労災 不問

（ 省令１号 ）
850円～950円雇用期間の定めなし

1人 15020- 7491391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］

59歳以下 株式会社　スポット　 長岡市新産３－６－１２ 雇用・労災 不問

（ 省令１号 ）
850円～950円雇用期間の定めなし

1人 15020- 7477991
又は 7時00分～17時00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（レジ部）［ピアレマー
ト十日町店］

59歳以下 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１号 ）
850円～950円雇用期間の定めなし

1人 15020- 7494491
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

販売員（惣菜部）［ピアレマー
ト十日町店］

59歳以下 株式会社　スポット　 長岡市新産３－６－１２ 雇用・労災 不問

（ 省令１号 ）
900円～1,000円雇用期間の定めなし

1人 15020- 7492691パート労働者 ピアレマート　十日町店

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

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

TEL 025-761-7400 （従業員数 147人 ）
～ 就業場所 津南町

時給

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

時給

TEL 025-757-5220 （従業員数 17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)10時30分～16時15分

TEL 025-597-2064 （従業員数 38人 ）
R1.6.3 ～ R2.1.17 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 18人 ）
～ 就業場所 十日町市

時給
(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
(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 8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 8人 ）
～ 就業場所 十日町市

時給
(1)16時45分～19時45分

TEL 025-371-4125 （従業員数 8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

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～15時00分

TEL 025-752-0500 （従業員数 31人 ）
～ 就業場所 十日町市

時給
(1) 8時00分～12時00分

TEL 025-752-0500 （従業員数 31人 ）
～ 就業場所 十日町市

時給
(1) 9時00分～16時00分

TEL 025-761-7580 （従業員数 9人 ）
～ 就業場所 十日町市

販売員（鮮魚部）［ピアレマー
ト十日町店］

59歳以下 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１号 ）
900円～1,000円雇用期間の定めなし

1人 15020- 7496891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］

59歳以下 株式会社　スポット　 長岡市新産３－６－１２ 雇用・労災 不問

（ 省令１号 ）
850円～950円雇用期間の定めなし

2人 15020- 7495791
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

訪問介護職員（ヘルパース
テーションあおぞら））

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

介護職員初任者研修修
了者、又はホームヘル
パー２級以上　　普通自
動車免許（ＡＴ限定可）

（ 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- 1105191
又は 8時00分～17時30分
の間の6時間以上パート労働者 「ヘルパーステーションあおぞら」

機能訓練士（かりんの里）
（ＰＴ・ＯＴ・ＳＴ）

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

言語聴覚士・理学療法
士・作業療法士のいず
れか
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

（ 年齢不問 ） 1,200円～1,500
円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15080- 1104591
又は 8時00分～17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　かりんの里

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- 1115391
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

エノキ茸製造 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 不問

（ 省令１号 ） 1,000円～1,000
円

雇用期間の定めなし

2人 15080- 1108691
又は 8時45分～15時00分
の間の4時間程度パート労働者

調理・販売／ダイナム十日
町店

不問 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５階

労災 不問

（ 年齢不問 ）
850円～850円雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

2人 13110-10432591パート労働者 ダイナム十日町店　めん六や

非常勤嘱託員（ジョブコー
ディネーター）

不問 新潟県立　松代高等
学校

十日町市松代　４００３－１ 雇用・労災 不問

（ 年齢不問 ） 1,440円～1,440
円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15080- 1118491パート労働者

販売員（コメリハードアンドグ
リーン十日町店）アルバイト

不問 株式会社コメリ　新潟
ストアサポートセン
ター

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- 4424391パート労働者 コメリハードアンドグリーン十日町店

クリーニング店舗受付
［ニューワタナベ十日町ショッ
プ］

不問 株式会社　渡辺ドライ 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- 7116191パート労働者 十日市本町６－１－２５１－３　　　　　　　　

販売員（コメリハードアンドグ
リーン松代店）準社員

不問 株式会社コメリ　新潟
ストアサポートセン
ター

新潟市南区清水４５０１－１ 労災 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- 4511591
又は 8時45分～17時15分
の間の4時間以上パート労働者 コメリ　ハードアンドグリーン松代店

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
ストアサポートセン
ター

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- 4510291パート労働者 コメリハードアンドグリーン津南店

販売員（コメリハードアンドグ
リーン松代店）アルバイト

不問 株式会社コメリ　新潟
ストアサポートセン
ター

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）

2人 15070- 4513091パート労働者 コメリ　ハードアンドグリーン松代店

販売員（コメリハードアンドグ
リーン松代店）アルバイト

不問 株式会社コメリ　新潟
ストアサポートセン
ター

新潟市南区清水４５０１－１ 労災 不問

（ 年齢不問 ）
840円～840円雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15070- 4512191パート労働者 コメリ　ハードアンドグリーン松代店

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
ストアサポートセン
ター

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- 4528291
又は 8時45分～21時15分
の間の4時間以上パート労働者 コメリハードアンドグリーン十日町店

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
ストアサポートセン
ター

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- 4527891
又は 8時45分～21時15分
の間の4時間以上パート労働者 コメリハードアンドグリーン十日町店

えのき茸製造工【急募】 不問 有限会社　妻有農産 十日町市西本町２－９－９ 雇用・労災 不問

（ 年齢不問 ）
810円～850円雇用期間の定めなし

1人 15080- 1040591パート労働者

販売職（自転車担当）
【十日町店】

不問 株式会社コメリ　新潟
ストアサポートセン
ター

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- 4530391
又は 8時45分～21時15分
の間の4時間以上パート労働者 コメリハードアンドグリーン十日町店

テレフォンアポインター 59歳以下 株式会社　ケリー
ハーツ　十日町コー
ルセンター

十日町市寿町二丁目１－１６　ベストワン
２　２階

雇用・労災・
健康・厚生

不問

（ 省令１号 ） 1,100円～1,600
円

雇用期間の定めなし

5人 15080- 1048891パート労働者

えのき茸積み降ろし・整理
【急募】

不問 有限会社　妻有農産 十日町市西本町２－９－９ 雇用・労災 不問

（ 年齢不問 ）
810円～850円雇用期間の定めなし

2人 15080- 1041191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) 8時00分～ 9時30分
(2)15時45分～17時45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 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 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
～ R2.3.31 就業場所 十日町市

時給
(1)13時00分～17時00分

TEL 025-752-3265 （従業員数 61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
(1) 9時00分～15時30分

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

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

時給 交替制あり
(1) 8時00分～13時00分
(2)13時00分～17時00分

TEL 025-763-2555 （従業員数 91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

時給

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

時給 交替制あり

TEL 025-752-0033 （従業員数 150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

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

時給

TEL 0223-35-6616 （従業員数 0人 ）
R1.5.20 ～ R2.11.30 就業場所 十日町市

日給 交替制あり
(1)10時00分～18時00分
(2)11時00分～19時00分

TEL 03-5495-3618 （従業員数 1人 ）
～ 就業場所 十日町市

時給
(1)16時00分～22時00分
(2) 9時00分～17時00分

TEL 0258-94-7162 （従業員数 0人 ）
～ 就業場所 十日町市

時給 特定曜日のみ(2)(3)
(1)16時00分～22時00分
(2) 9時00分～17時00分

TEL 0258-94-7162 （従業員数 0人 ）
～ 就業場所 十日町市

時給 特定曜日のみ(2)(3)
(1)16時00分～22時00分
(2) 9時00分～17時00分

TEL 0258-94-7162 （従業員数 0人 ）
～ 就業場所 十日町市

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- 1052691パート労働者 特別養護老人ホームまほろばの里川治

送迎運転手・清掃（まほろば
の里川治）

不問 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）

（ 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- 1051391パート労働者 特別養護老人ホーム『まほろばの里川治』

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- 1059191パート労働者 四季彩館ベジぱーく

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- 1058591パート労働者

施設管理員 64歳以下 社会福祉法人　松涛
会　介護老人保健施
設　希望の里　松涛
園

十日町市浦田２９５５－１ 雇用・労災 普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

（ 省令１号 ）
937円～937円雇用期間の定めなし

1人 15080- 1080291パート労働者

出荷、梱包 不問 株式会社　イイキ 十日町市山谷１２５３－２　テクノパーク内 労災 不問

（ 年齢不問 ）
900円～900円雇用期間の定めなし

1人 15080- 1078991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- 1086991
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

介護職員（通所リハビリテー
ション・日中勤務）

64歳以下 社会福祉法人　松涛
会　介護老人保健施
設　希望の里　松涛
園

十日町市浦田２９５５－１ 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- 1082191パート労働者

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
園

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- 1090191パート労働者

介護職全般 不問 社会福祉法人　清津
福祉会

十日町市田中ロ４７５番地１ 労災 普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

（ 年齢不問 ）
840円～1,000円雇用期間の定めなし

2人 15080- 1088791
又は 8時30分～17時00分
の間の4時間程度パート労働者 上村病院３階　「桜湯の里」

食品レジ係 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- 1099591
又は 7時00分～22時00分
の間の5時間程度パート労働者

デリカ（揚げ物・寿司） 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- 1098291
又は13時00分～22時00
分の間の5時間パート労働者

早朝オペレーション 不問 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 労災 不問

（ 年齢不問 ）
830円～830円雇用期間の定めなし

1人 15080- 1101791
又は 5時00分～ 8時30分
の間の3時間程度パート労働者

衣料品　くらしの品売場 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

2人 15080- 1100491
又は 9時00分～22時00分
の間の5時間程度パート労働者

婦人服販売員（イオン十日
町店）

不問 イギン　株式会社 東京都港区港南１－８－２３　Ｓｈｉｎａｇａｗ
ａ　ＨＥＡＲＴ４階

労災 不問

（ 年齢不問 ）
928円～1,071円雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）

1人 13040-54781891パート労働者 十日町市川端丑７８４－１　イオン十日町店

（請）調理補助及び清掃［十
日町市］

不問 モリプレゼンス　株式
会社

宮城県亘理郡亘理町字桜小路４０ 労災 不問

（ 年齢不問 ）
900円～950円雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

6人 04010-29138191
又は 5時00分～20時00分
の間の3時間以上パート労働者 十日町市高山７１９

15020- 6854891
又は 9時00分～22時00分
の間の8時間程度パート労働者 十日町市本町３丁目３５３－１　十日町校

塾講師〔十日町校〕 不問 次世代型個別塾　Ｔｅ
ａｍｓ（チームズ）

長岡市旭町２丁目２－１ 労災 不問

（ 年齢不問 ） 1,200円～3,000
円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

3人 15020- 6847291
又は 9時00分～22時00分
の間の6時間程度パート労働者 十日町市本町３丁目３５３－１　十日町校

事務兼カウンセラー〔十日町
校〕

不問 次世代型個別塾　Ｔｅ
ａｍｓ（チームズ）

長岡市旭町２丁目２－１ 労災 不問

（ 年齢不問 ）
900円～1,200円雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15020- 6856591
又は 9時00分～22時00分
の間の5時間程度パート労働者 十日町市本町３丁目３５３－１　十日町校

事務専門職員〔十日町校〕 不問 次世代型個別塾　Ｔｅ
ａｍｓ（チームズ）

長岡市旭町２丁目２－１ 労災 不問

（ 年齢不問 ）
900円～1,200円雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人

ハローワーク十日町　求人情報　20190510（金）発行　7 / 8



月 日

月 日

月 日

対象：１５歳～３９歳
の無業で就職希望の方

14:30 ～ 15:30 職業相談（予約制）

5 15 長岡サポステ出張相談会（説明及び職業適性検査）㊌

13:00 ～ 14:30 会場： ハローワーク十日町　２Ｆ　相談室

２０名13:30 ～ 15:30 会場： 十日町市総合福祉センター（サンクロス十日町） 定員：

定員： １５名

6 3 再就職支援セミナー（基本コース）㊊

13:30 ～ 16:30 会場： 十日町市総合福祉センター（サンクロス十日町）

☆より良い就職を実現するためのセミナー等☆

5 21 再就職支援セミナー（応募書類作成実践コース）㊋

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

○詳細は、各リーフレットをご確認いただくか、ハローワークまでお問

い合わせください。 

○雇用保険を受けている方が参加された場合は、「失業認定の求職

活動実績」として認められます。 新潟ワークナビ 十日町  検 索 


