
時給
(1) 8時30分～17時30分

TEL 025-765-2369 （従業員数 7人 ）
～ 就業場所 津南町

月給 変形（１年単位）
(1) 8時30分～17時30分

TEL 025-752-4131 （従業員数 26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45分～17時00分

TEL 025-752-2275 （従業員数 32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) 7時45分～17時00分
(2) 7時45分～17時15分

TEL 025-752-2275 （従業員数 32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00分～17時00分

TEL 025-768-2318 （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00分～17時00分

TEL 025-768-2318 （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10分～17時20分

TEL 025-752-5330 （従業員数 51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 51人 ）
～ 就業場所 十日町市

日給 変形（１年単位）
(1) 7時45分～17時15分

TEL 025-597-2206 （従業員数 18人 ）
～ 就業場所 十日町市

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

TEL 025-765-4834 （従業員数 13人 ）
～ 就業場所 津南町

日給 変形（１年単位）
(1) 8時45分～18時00分

TEL 025-758-2143 （従業員数 22人 ）
～ 就業場所 十日町市

時給
(1) 8時00分～17時00分
(2) 8時00分～12時00分

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

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) 8時00分～17時30分

TEL 025-765-3713 （従業員数 15人 ）
～ 就業場所 津南町

月給
(1) 9時00分～18時00分

TEL 025-752-5493 （従業員数 0人 ）
R1.9.1 ～ 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
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雇用期間の定めなし

1人 15080- 1345891正社員 十日町市伊達１０２７　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- 1344791正社員 十日町市高山１０１－１　敷地内（卸団地入り口）

事務・受付補佐 40歳以下 株式会社　水建 十日町市下川原町２５－２ 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 ） 170,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

2人 15080- 1341691正社員

木材加工員 59歳以下 苗場木材加工　協同
組合

津南町大字中深見乙１７４４－３ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＭＴ）

（ 省令１号 ） 143,000円～
163,000円

雇用期間の定めなし

2人 15080- 1339591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- 1338291正社員

製造員・配達員【急募】 45歳以下 株式会社　大又食品 十日町市川治９８４ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

（ 省令３号のイ ） 165,240円～
204,000円

雇用期間の定めなし

2人 15080- 1336791正社員

自動車整備工 45歳以下 株式会社　吉田商会
（ホンダ・カーズ十日
町）

十日町市馬場丁１２４０－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

普通自動車免許（ＡＴ限
定可）
自動車整備士３級資格
以上

（ 省令３号のイ ） 159,800円～
187,200円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1333691正社員 津南町大字中深見乙１７４０－１　事務所

事務員 40歳以下 株式会社　ごはん 津南町大字下船渡己５８９５ 雇用・労災・
健康・厚生

不問

（ 省令３号のイ ） 181,488円～
181,488円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1331091正社員

土木技術員（見習可）【急募】 18歳～64歳 株式会社　高澤組 十日町市太平６２－１ 雇用・労災・
健康・厚生

土木施工管理技士の１
級または２級

（ 省令１号 ） 238,700円～
303,800円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1363291正社員

貴金属製品の製造及び加工（品
質保証：検品及び営業事務）

35歳以下 株式會社　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 15080- 1362891正社員

営業 35歳以下 株式會社　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- 1361791正社員

プラントメンテナンス【急募】 59歳以下 （株）田代屋工業 十日町市野口５５３ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＭＴ）

（ 省令１号 ） 198,000円～
264,000円

雇用期間の定めなし

3人 15080- 1360491正社員

鳶工事【急募】 59歳以下 （株）田代屋工業 十日町市野口５５３ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＭＴ）

（ 省令１号 ） 198,000円～
264,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1354291正社員

営業員（ルートセールス） 40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）

（ 省令３号のイ ） 155,000円～
200,000円

土木作業員 18歳～59歳 南雲土建　株式会社 十日町市川治１１７０－３ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

普通自動車免許（ＭＴ）

（ 省令１号 ） 180,000円～
242,000円

雇用期間の定めなし

2人 15080- 1353891正社員

土木施工管理技士 59歳以下 南雲土建　株式会社 十日町市川治１１７０－３ 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（ＭＴ）（ 省令１号 ） 250,000円～

330,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1352791正社員 吉澤織物株式会社　昭和町工場

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（ＡＴ限
定可）

（ 省令３号のイ ） 160,000円～
180,000円

） 135,788円～
135,788円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1348191正社員

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

3人 15080- 1351491正社員

加入保険等 必要な免許資格

食肉加工 不問 有限会社　鳥壮商店 津南町大字下船渡戊４０１－１ 雇用・労災・
健康・厚生

不問

（ 年齢不問

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

1人 15080- 1350991正社員

経理事務員 35歳以下

【 6月7日(金) 号 】
≪次回の発行は6/14(金)です.≫

5月30日(木)～6月5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

日給 変形（１年単位）
(1) 8時45分～18時00分

TEL 025-758-2143 （従業員数 22人 ）
～ 就業場所 十日町市

月給
(1)10時00分～18時30分
(2) 9時00分～17時30分

TEL 048-662-5360 （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

(1) 9時50分～18時40分

TEL 0258-81-1485 （従業員数 3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 3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 6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 164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 164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 164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 37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 1,497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 1,497人 ） (3)12時15分～21時15分
～ 就業場所 津南町

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
(1) 8時00分～17時00分

TEL 025-752-3245 （従業員数 3人 ）
～ 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) 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

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) 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

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
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雇用期間の定めなし

2人 15080- 1273891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

3人 15080- 1272791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- 1271491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

5人 15080- 1270991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 15080- 1268191
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

2人 15080- 1267591正社員 十日町市中条甲１２６７－１０　ゴミ収集車車庫

（請）ゴミ収集作業員 不問 合資会社　中条清掃
事業所

十日町市中条甲１５８２ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車運転免許
（ＭＴ）

（ 年齢不問 ） 170,000円～
190,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1266291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

2人 15070- 6163191正社員 ハード＆グリーン村上店、中条店、津南店

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 ） 160,000円～
212,000円

雇用期間の定めなし

2人 15070- 6159991正社員 ハード＆グリーン十日町店（十日町市寅乙４４６番）

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 ） 160,000円～
212,000円

雇用期間の定めなし

1人 15050- 2396791正社員 　十日町市駅通り１７　エコマール十日町１Ｆ

商工会議所共済・福祉制度
推進スタッフ【十日町分室】

64歳以下 アクサ生命保険株式
会社　柏崎営業所

柏崎市東本町１－２－１６モーリエ２　５Ｆ 雇用・労災・
健康・厚生

不問

（ 省令１号 ） 180,000円～
240,000円

雇用期間の定めなし

1人 15030- 5215791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
（上越本店）

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- 5200591正社員 本社、長岡営業所、十日町支店、上越本店、福島営業所

型枠職長（新潟・長岡・十日
町・上越・福島）

59歳以下 株式会社　竹田工務
店

上越市四辻町２３４６番地
（上越本店）

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- 5170191正社員 本社、長岡営業所、十日町支店、上越本店、福島営業所

型枠大工（新潟・長岡・十日
町・上越・福島）

59歳以下 株式会社　竹田工務
店

上越市四辻町２３４６番地
（上越本店）

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- 5166991正社員 本社、長岡営業所、十日町支店、上越本店、福島営業所

型枠大工（見習い）（新潟・長
岡・十日町・上越・福島）

40歳以下 株式会社　竹田工務
店

上越市四辻町２３４６番地
（上越本店）

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

2人 15022- 1004591正社員 県内各地及び関東地区の水力発電所での作業で

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 ） 171,600円～
209,000円

雇用期間の定めなし

2人 15022-  964291正社員 十日町市本町３丁目「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-  963891正社員 十日町市本町３丁目「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 ） 187,200円～
187,200円

雇用期間の定めなし

1人 15020- 8987491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 15020- 8807491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

5人 11030-18493591
又は 9時00分～21時00分
の間の7時間程度正社員 新潟支店・その他展示会場（「松之山温泉ナステビュウ湯の山」他）

展示会スタッフ［十日町市
他］

不問 株式会社　フランス・
ヘルスケア

埼玉県さいたま市北区宮原町３－３１６
宮原太田ビル２階

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車運転免許
（ＡＴ限定可）必須

（ 年齢不問 ） 220,000円～
220,000円

雇用期間の定めなし

2人 15080- 1346291正社員

営業スタッフ 45歳以下 株式会社　吉田商会
（ホンダ・カーズ十日
町）

十日町市馬場丁１２４０－１ 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 ） 156,800円～
179,200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
(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 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

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

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

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 変形（１ヶ月単位）
(1) 7時00分～16時15分
(2) 8時30分～17時45分

TEL 025-758-2050 （従業員数 20人 ） (3) 9時30分～18時45分
～ 就業場所 十日町市

月給
(1) 8時00分～17時00分

TEL 025-757-1949 （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10分～17時30分

TEL 025-765-4881 （従業員数 13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 13人 ）
～ 就業場所 津南町

確定拠出年金
月給

(1) 7時30分～16時30分
(2) 8時30分～17時30分

TEL 025-761-7340 （従業員数 20人 ）
R1.10.1 ～ 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 13人 ）
～ 就業場所 津南町

確定拠出年金
月給 変形（１年単位）

(1) 7時45分～17時30分

TEL 025-757-1525 （従業員数 46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) 7時45分～17時00分

TEL 025-758-2250 （従業員数 19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) 7時45分～17時00分

TEL 025-758-2250 （従業員数 19人 ）
～ 就業場所 十日町市
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雇用期間の定めなし

1人 15080- 1302491正社員

土木技術職員（未経験・見習
可）

18歳～30歳 宮沢建設　株式会社 十日町市馬場丁１３９２ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＭＴ）

（ 省令2号 ） 180,000円～
215,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1301991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- 1300691正社員

土木技術職員（経験者） 18歳～64歳 宮沢建設　株式会社 十日町市馬場丁１３９２ 雇用・労災・
健康・厚生

土木施工管理１級又は
２級
普通自動車免許（ＭＴ）（ 省令１号 ） 220,000円～

330,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1299791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

1人 15080- 1298491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- 1297991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- 1296691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- 1295391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- 1293191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

1人 15080- 1292591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- 1291291正社員 十日町市上野乙　　認定こども園　うえの　こども園

保育教諭（うえのこども園） 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

保育士及び幼稚園教諭

（ 省令１号 ） 173,850円～
187,500円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1290891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- 1289991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

2人 15080- 1286091正社員

とび工【急募】 不問 小杉機工　株式会社 十日町市甲７１５－３ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車運転免許
（ＭＴ）

（ 年齢不問 ） 160,000円～
346,500円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1285191正社員 養護老人ホーム妻有荘内

支援員 18歳～45歳 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2号 ） 150,900円～
188,100円

雇用期間の定めなし

2人 15080- 1284591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- 1282891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- 1281791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

1人 15080- 1277091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

2人 15080- 1276191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・
財形

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- 1275591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
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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 025-758-2250 （従業員数 19人 ）
～ 就業場所 十日町市

日給 変形（１年単位）
(1) 7時45分～17時15分

TEL 025-597-2206 （従業員数 18人 ）
～ 就業場所 十日町市

日給 変形（１年単位）
(1) 7時45分～17時15分

TEL 025-597-2206 （従業員数 18人 ）
～ 就業場所 十日町市

月給 変形（１ヶ月単位）
(1) 8時15分～17時15分
(2)15時50分～ 8時30分

TEL 025-758-4307 （従業員数 24人 ）
～ 就業場所 十日町市

月給 変形（１年単位）
(1) 7時45分～17時00分

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

月給 変形（１年単位）
(1) 7時45分～17時00分

TEL 025-758-2250 （従業員数 19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) 7時45分～17時00分

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

月給
(1) 8時00分～17時00分

TEL 025-761-7168 （従業員数 0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 交替制あり
(1) 9時00分～18時00分
(2)10時00分～19時00分

TEL 025-773-2778 （従業員数 18人 ）
～ 就業場所 十日町市

月給
(1)10時00分～19時00分

TEL 025-773-2778 （従業員数 18人 ）
～ 就業場所 十日町市

月給 変形（１年単位）
(1) 8時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) 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
(1) 8時30分～17時30分

TEL 0269-87-2612 （従業員数 7人 ）
～ 就業場所 津南町

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
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雇用期間の定めなし

1人 27150-12441391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 27150-12439291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 27150-12438891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

1人 20080- 1923091正社員

自動車、建設機械整備、修
理工

59歳以下 有限会社　カートップ 長野県下水内郡栄村大字豊栄２５９－２ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可）
２級自動車整備士（ 省令１号 ） 150,000円～

250,000円

雇用期間の定めなし

1人 15120- 2702391正社員 津南町大字下船渡丁２１６－１４　ドコモショップ津南

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

3人 15120- 2700191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- 2634791正社員 イオン六日町店内又はイオン十日町内店ピタッとほけん

カウンター業務 45歳以下 ＦＩＣパートナーズ株
式会社

南魚沼市余川３０８９　イオン六日町店内 雇用・労災・
健康・厚生

不問

（ 省令３号のイ ） 165,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

1人 15120- 2633491正社員 ＦＩＣパートナーズ　「ピタッとほけん」

ライフパートナー 45歳以下 ＦＩＣパートナーズ株
式会社

南魚沼市余川３０８９　イオン六日町店内 雇用・労災・
健康・厚生

不問

（ 省令３号のイ ） 165,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1322191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 ） 170,000円～
260,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1321591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 ） 170,000円～
260,000円

雇用期間の定めなし

3人 15080- 1318991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- 1317691正社員

造園・庭園管理補助 45歳以下 こばやし造園 十日町市城之古７８０ 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 ） 180,000円～
270,000円

雇用期間の定めなし

2人 15080- 1316391正社員

作業員（未経験者） 18歳～40歳 宮沢建設　株式会社 十日町市馬場丁１３９２ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＭＴ）
以上

（ 省令2号 ） 175,000円～
215,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1315091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

2人 15080- 1314191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

2人 15080- 1313591正社員

作業員（経験者） 18歳～64歳 宮沢建設　株式会社 十日町市馬場丁１３９２ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＭＴ）
以上

（ 省令１号 ） 183,000円～
256,500円

雇用期間の定めなし

2人 15080- 1310791正社員

重機オペレーター（未経験・
見習可）

18歳～64歳 宮沢建設　株式会社 十日町市馬場丁１３９２ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＭＴ）

（ 省令１号 ） 175,000円～
215,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1308091正社員 十日町市寅甲６８８番地、十日町市子８１５番地

（請）下水道処理施設・上水
道施設の運転管理

18歳～45歳 ミユキメンテナンス
株式会社

十日町市伊達甲１６９６－９ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

第３種電気主任技術者
普通自動車免許（ＭＴ）

（ 省令2号 ） 200,000円～
280,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1305291正社員

重機運転手（見習可）【急募】 18歳～64歳 株式会社　高澤組 十日町市太平６２－１ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＭＴ）
大型特殊１種免許
車両系整地掘削運転免
許（いずれも必須）

（ 省令１号 ） 217,000円～
282,100円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1304891正社員

土木作業員【急募】 18歳～64歳 株式会社　高澤組 十日町市太平６２－１ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＭＴ）

（ 省令１号 ） 195,300円～
282,100円

雇用期間の定めなし

2人 15080- 1303791正社員

重機オペレーター（経験者） 18歳～64歳 宮沢建設　株式会社 十日町市馬場丁１３９２ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＭＴ）
車両系建設機械
大型特殊免許（ 省令１号 ） 206,900円～

253,000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) 9時00分～18時00分

TEL 025-752-4491 （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) 8時30分～17時15分

TEL 025-285-5511 （従業員数 7,000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
(2) 8時30分～17時00分

TEL 025-267-1200 （従業員数 31人 ）
～ R1.11.30 就業場所 十日町市

月給
(1) 8時30分～17時30分

TEL 025-752-4131 （従業員数 6人 ）
～ 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

日給 変形（１ヶ月単位）
(1) 8時00分～17時00分

TEL 025-757-2438 （従業員数 4人 ）
～ R1.12.27 就業場所 十日町市

年俸 変形（１年単位）

TEL 025-766-2860 （従業員数 3人 ）
～ R1.6.30 就業場所 津南町

厚生年金基金
月給 変形（１年単位）

(1) 6時00分～15時00分
(2) 8時00分～17時00分

TEL 0258-47-2700 （従業員数 50人 ） (3)12時30分～21時30分
～ 就業場所 十日町市

時給 変形（１年単位）
(1) 7時00分～21時00分

TEL 0466-27-9786 （従業員数 1人 ）
～ 就業場所 十日町市

日給
(1) 8時00分～17時00分
(2) 8時30分～17時30分

TEL 025-761-7340 （従業員数 20人 ）
R1.8.1 ～ R2.9.30 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 ）
～ R1.12.31 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 93人 ）
～ 就業場所 津南町

時給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分
(2)11時30分～20時30分

TEL 025-763-4822 （従業員数 6人 ）
～ 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
(2)11時00分～20時00分

TEL 025-763-4822 （従業員数 24人 ） (3)12時00分～21時00分
～ 就業場所 十日町市

月給
(1) 8時00分～16時45分

TEL 025-765-3111 （従業員数 50人 ）
R1.7.1 ～ R2.3.31 就業場所 津南町

日給
(1) 8時00分～16時45分

TEL 025-757-3118 （従業員数 4人 ）
R1.8.26 ～ R2.3.31 就業場所 十日町市

日給
(1) 8時00分～16時45分

TEL 025-757-3118 （従業員数 4人 ）
～ R2.3.31 就業場所 十日町市

時給 変形（１ヶ月単位）

TEL 025-758-4202 （従業員数 207人 ）
～ R2.3.31 就業場所 十日町市
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雇用期間の定めなし

1人 15080- 1260391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～
277,200円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1264791正社員

美容師 不問 ミーク　ヘアー　デザ
イン

十日町市千歳町２－３－６　ビジネスプラ
ザ１階号棟

雇用・労災・
健康・厚生

美容師免許

（ 年齢不問 ） 150,000円～
280,000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

管理栄養士（任期付職員・育
児休業代替）（十日町市）

不問 新潟県　総務管理部
人事課

新潟市中央区新光町４番地１ 公災・健康・
厚生・財形

管理栄養士の免許

（ 年齢不問 ） 171,900円～
171,900円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15010-22459291正社員以外 十日町病院（十日町市）：１人

一般事務（十日町市） 不問 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

普通自動車免許

（ 年齢不問 ） 129,320円～
137,800円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15010-21992091正社員以外 十日町市春日町２丁目１１３　十日町検診センター

営業（訪問販売） 不問 株式会社　きものアイ 十日町市本町１丁目下６８６番地 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

普通自動車免許（ＭＴ）

（ 年齢不問 ） 150,000円～
172,000円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15080- 1359691正社員以外 十日町市寿町３丁目２－１５　きもの絵巻館

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- 1337891正社員以外
大型ダンプ運転手 不問 丸五物産　株式会社 十日町市高島１５８６－１ 雇用・労災・

健康・厚生
大型運転免許

（ 年齢不問 ） 176,000円～
220,000円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15080- 1340391正社員以外
キャンプ場運営スタッフ 不問 無印良品　津南キャ

ンプ場
津南町大字上郷寺石丙７８２－５ 雇用・労災・

健康・厚生
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

（ 年齢不問 ） 208,334円～
333,334円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15080- 1343491
又は 8時00分～20時00分
の間の8時間正社員以外

販売員［県内１２店舗いずれ
か］

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 ） 150,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

3人 15020- 9192491正社員以外 十日町市内・魚沼市内・南魚沼市内いずれかの店舗

調理師（中華） 不問 有限会社　グッドフェ
ローズ

神奈川県藤沢市片瀬海岸１丁目１２番４
号
ヴィルヌーブ２０２

雇用・労災・
健康・厚生

調理師免許

（ 年齢不問 ） 207,360円～
207,360円

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）

2人 14080- 8648591有期雇用派遣 十日町市珠川　『あてま高原リゾート　ベルナティオ』

保育教諭（うえのこども園・
産休代替）

不問 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

保育士及び幼稚園教諭

（ 年齢不問 ） 131,350円～
154,030円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15080- 1278391正社員以外 十日町市上野乙　　認定こども園　うえの　こども園

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 ） 170,400円～
191,700円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15080- 1279691正社員以外
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- 1280491正社員以外
調理補助（ゆくら妻有） 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- 1307191正社員以外 十日町市芋川乙３２６７番地（倉俣）『ゆくら妻有』

ホール係（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 ） 147,560円～
164,920円

雇用期間の定めなし

3人 15080- 1311891正社員以外 十日町市宮中己４１９７　ミオンなかさと

保育士 不問 津南町役場 津南町大字下船渡戊５８５番地 雇用・公災・
健康・厚生

保育士

（ 年齢不問 ） 153,300円～
153,300円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15080- 1320291正社員以外 津南町内の保育園

調理員（中里中学校） 不問 十日町市教育委員会 十日町市水口沢１２番地 雇用・労災・
健康・厚生

不問

（ 年齢不問 ） 143,600円～
143,600円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15080- 1323091正社員以外 十日町市桔梗原キ１３０１　　　中里中学校

調理員（田沢小学校） 不問 十日町市教育委員会 十日町市水口沢１２番地 雇用・労災・
健康・厚生

不問

（ 年齢不問 ） 143,600円～
143,600円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15080- 1324391正社員以外 十日町市上山己１４９２　　　田沢小学校

宿泊業務（フロント・玄関等）
【準社員】

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 ） 154,080円～
205,440円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

2人 15080- 1326991
又は 7時00分～22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

月給 変形（１ヶ月単位）
(1) 5時30分～14時30分
(2)11時00分～20時00分

TEL 025-758-4202 （従業員数 207人 ） (3)14時00分～23時00分
～ R2.3.31 就業場所 十日町市

時給 変形（１ヶ月単位）
(1) 5時30分～14時30分
(2)11時00分～20時00分

TEL 025-758-4202 （従業員数 207人 ） (3)14時00分～23時00分
～ R2.3.31 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

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

時給
(1) 8時15分～16時15分

TEL 025-757-3118 （従業員数 90人 ）
～ R2.3.31 就業場所 十日町市

時給
(1) 7時30分～ 9時30分
(2)14時30分～16時30分

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

時給

TEL 025-768-3311 （従業員数 46人 ）
～ 就業場所 十日町市

時給

TEL 025-768-3311 （従業員数 46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 交替制あり
(1) 8時00分～17時00分
(2) 9時00分～18時00分

TEL 025-766-2860 （従業員数 3人 ）
～ R1.11.15 就業場所 津南町

時給 交替制あり
(1) 8時00分～12時10分
(2)14時30分～19時15分

TEL 025-752-7678 （従業員数 4人 ）
～ 就業場所 十日町市

時給
(1) 8時30分～13時00分
(2) 8時30分～15時00分

TEL 0258-21-4888 （従業員数 5人 ） (3) 8時30分～17時00分
～ 就業場所 十日町市

時給
(1) 7時30分～ 9時30分
(2) 7時30分～ 9時15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00分～19時30分

TEL 0258-27-5454 （従業員数 3人 ） (3)14時00分～19時00分
～ 就業場所 十日町市

時給
(1) 9時50分～18時40分

TEL 0258-81-1485 （従業員数 3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) 8時30分～16時30分

TEL 025-752-4959 （従業員数 8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

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

「
紹
 
介
 
状

」
　
が
 
必
 
要
 
で
 
す

。

ホールサービス係【契約社
員】

18歳以上 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

（ 省令２号 ） 150,000円～
220,000円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

3人 15080- 1327491正社員以外 当間高原リゾート　　ベルナティオ

ホールサービス係【準社員】 18歳以上 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

（ 省令２号 ） 154,080円～
205,440円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

3人 15080- 1328791正社員以外 当間高原リゾート　　ベルナティオ

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- 1329891正社員以外

15080- 1356191パート労働者

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- 1330191正社員以外

職　　　　　種
雇用形態・雇用期間

年齢・指針
・求人数 賃　　　金 求　人　者　名 所 在 地 ・ 就 業 場 所 就　業　時　間 加入保険等 必要な免許資格

15080- 1358391
又は 9時00分～21時00分
の間の6時間程度パート労働者 小嶋屋総本店　本店

教育支援員（介助員） 不問 十日町市教育委員会 十日町市水口沢１２番地 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

（ 年齢不問 ）
910円～970円雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

9人 15080- 1355591パート労働者 ふれあいの丘支援学校

（請）介助員 不問 特定非営利活動法人
支援センター　あんし
ん

十日町市高田町三丁目西３７１番地１ 雇用・労災 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

15080- 1335491
又は 9時00分～19時00分
の間の5時間程度パート労働者

接客【本店】 不問 株式会社　小嶋屋総
本店

十日町市中屋敷７５８－１ 労災 不問

（ 年齢不問 ）
850円～1,000円雇用期間の定めなし

2人 15080- 1357091
又は17時00分～22時00
分の間の4時間程度パート労働者 小嶋屋総本店　本店

接客【本店】 不問 株式会社　小嶋屋総
本店

十日町市中屋敷７５８－１ 雇用・労災・
健康・厚生

不問

（ 年齢不問 ）
850円～1,000円雇用期間の定めなし

2人

15080- 1347591パート労働者

化粧品販売員 64歳以下 イオンリテール　株式
会社　（イオン十日町
店）

十日町市川端丑７８４－１ 労災 不問

（ 省令１号 ）
830円～830円雇用期間の定めなし

1人 15080- 1334991
又は 9時00分～19時00分
の間の3時間程度パート労働者

化粧品販売員 64歳以下 イオンリテール　株式
会社　（イオン十日町
店）

十日町市川端丑７８４－１ 雇用・労災 不問

（ 省令１号 ）
830円～830円雇用期間の定めなし

1人

13110-12185691パート労働者 十日町市字樋越寅甲９２８番　ダイナム十日町店内

キャンプ場の運営及び清掃
スタッフ

不問 無印良品　津南キャ
ンプ場

津南町大字上郷寺石丙７８２－５ 雇用・労災・
健康・厚生

不問

（ 年齢不問 ）
830円～900円雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

5人 15080- 1342991
又は 8時00分～19時00分
の間の3時間以上パート労働者

接骨院内業務 不問 サトウ接骨院 十日町市昭和町４丁目１５６－１６ 労災 不問

（ 年齢不問 ）
840円～920円雇用期間の定めなし

1人

15022-  965591パート労働者 十日町市本町３丁目「ボワールインターナショナル　十日町店」


食肉加工・販売員［十日町
店］

59歳以下 株式会社　ウェイブ 長岡市福山町１０８２ 雇用・労災 不問

（ 省令１号 ）
900円～950円雇用期間の定めなし

2人 15020- 9120191パート労働者 ピアレマート内　（株）ウェイブ　十日町店

清掃／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 ）
930円～930円雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

2人

15080- 1265891パート労働者

クリーニング受付係［原信シ
ルクモール店］

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 ）
815円～815円雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

2人 15020- 8926091パート労働者 十日町市山本町５丁目８３６番地　原信シルクモール

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

1人

販売員（ハードアンドグリー
ン十日町店）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 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- 5714891
又は 8時45分～21時15分
の間の7時間程度パート労働者 コメリハードアンドグリーン十日町店

給食調理 不問 ＮＰＯ法人　しらうめ
保育園

十日町市高田町４丁目３－１ 雇用・労災・
健康・厚生

不問

（ 年齢不問 ）
850円～1,000円雇用期間の定めなし

1人

（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 ）
900円～900円雇用期間の定めなし

2人 15080- 1269091パート労働者 シルクモール

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 025-596-3015 （従業員数 88人 ）
～ 就業場所 十日町市

時給
(1) 8時30分～15時00分
(2) 9時00分～15時00分

TEL 025-759-2330 （従業員数 14人 ） (3) 8時30分～16時00分
～ 就業場所 十日町市

時給
(1) 8時10分～17時00分

TEL 025-765-4881 （従業員数 13人 ）
～ R2.6.15 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 13人 ）
～ R2.6.15 就業場所 津南町

時給
(1) 9時00分～16時00分

TEL 025-752-5791 （従業員数 8人 ）
～ 就業場所 十日町市

時給
(1) 8時10分～15時10分

TEL 025-757-3118 （従業員数 4人 ）
～ R2.3.31 就業場所 十日町市

時給
(1)10時00分～16時00分

TEL 025-773-2778 （従業員数 18人 ）
～ 就業場所 十日町市

時給
(1) 9時00分～16時00分
(2)10時00分～17時00分

TEL 025-792-6290 （従業員数 3人 ）
～ 就業場所 十日町市

時給

TEL 026-229-8490 （従業員数 8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

時給

TEL 025-752-0910 （従業員数 19人 ）
～ 就業場所 十日町市

時給
(1)11時00分～16時00分
(2)19時00分～ 0時00分

TEL 025-752-5744 （従業員数 14人 ） (3)20時00分～ 1時00分
～ 就業場所 十日町市

時給
(1) 8時00分～13時00分
(2)15時00分～20時00分

TEL 025-752-5744 （従業員数 10人 ） (3)20時00分～ 1時00分
～ 就業場所 十日町市

時給
(1) 8時30分～14時00分

TEL 025-752-0910 （従業員数 19人 ）
R1.6.25 ～ R1.11.20 就業場所 十日町市

時給

TEL 025-750-1030 （従業員数 22人 ）
～ R2.3.31 就業場所 十日町市

時給

TEL 025-750-1030 （従業員数 22人 ）
～ R2.3.31 就業場所 十日町市

時給
(1)17時00分～22時00分

TEL 025-750-1030 （従業員数 22人 ）
～ R2.3.31 就業場所 十日町市

面
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「
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状

」
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15080- 1274291
又は 8時30分～17時30分
の間の6時間程度パート労働者

15080- 1287391パート労働者

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- 1312291パート労働者

えのき茸収穫作業 59歳以下 有限会社　藤木きの
こ産業

十日町市中条庚１１３０－１ 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 15080- 1283291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

15120- 2635891パート労働者 イオン六日町店内又はイオン十日町店内　ピタッとほけん

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- 1288691パート労働者
エリンギのカット・包装作業
（土曜日・祝日）

64歳以下 有限会社　グルメッ
シュ野上

十日町市高島甲２９１－５ 労災 不問

（ 省令１号 ）
810円～950円雇用期間の定めなし

1人

20010-12026991
又は 9時00分～22時15分
の間の6時間以上パート労働者 ドラッグストア　マツモトキヨシ　十日町店

調理員（川治小学校） 不問 十日町市教育委員会 十日町市水口沢１２番地 雇用・労災・
健康・厚生

不問

（ 年齢不問 ）
890円～890円雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15080- 1325691パート労働者 十日町市川治６８８－２　　　川治小学校

カウンター業務 64歳以下 ＦＩＣパートナーズ株
式会社

南魚沼市余川３０８９　イオン六日町店内 労災 不問

（ 省令１号 ）
900円～900円雇用期間の定めなし

1人

15080- 1256791
又は 8時30分～15時00分
の間の4時間程度パート労働者

事務・接客 不問 株式会社　貸衣裳タ
カラ　店名　マリアー
ジュ・タカラ

魚沼市十日町２３５ 雇用・労災・
健康・厚生

不問

（ 年齢不問 ）
810円～850円雇用期間の定めなし

1人 15121-  966591
又は 9時00分～19時00分
の間の5時間以上パート労働者 十日町市珠川　あてま高原リゾート　ベルナティオ内

販売員（十日町） 18歳以上 株式会社　マツモトキ
ヨシ　甲信越販売

長野県長野市鶴賀緑町１３９３番地３　富
士火災長野ビル６階

雇用・労災 不問

（ 省令２号 ）
820円～1,015円雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）

1人

15080- 1258291パート労働者 十日町市川治丙５６－１　　十日町川治店

理容師（十日町店）
【４０５０－４】

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


理容師免許

（ 年齢不問 ）
940円～1,100円雇用期間の定めなし

1人 27150-12442691
又は 9時00分～19時30分
の間の6時間程度パート労働者 十日町市丑７４９－２　妻有ショッピングセンター

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- 1261691
又は 9時00分～17時00分
の間の3時間以上パート労働者

販売員 18歳以上 セブン・イレブン十日
町高田店

十日町市高田町３－２９８－２１ 労災 普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

（ 省令２号 ）
840円～840円雇用期間の定めなし

3人 15080- 1257891パート労働者
販売員（十日町川治店） 18歳以上 セブン・イレブン十日

町高田店
十日町市高田町３－２９８－２１ 労災 普通自動車免許（ＡＴ限

定可）
（ 省令２号 ）

840円～840円雇用期間の定めなし

3人

ハンバーガー製造・販売【遅
番】

不問 クォリティフーズ株式
会社　マクドナルド
イオン十日町店

十日町市字川端丑７８９ 労災 不問

（ 年齢不問 ）
820円～850円雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

2人 15080- 1263491パート労働者

えのき茸収穫作業【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 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）

1人 15080- 1259591パート労働者

ハンバーガー製造・販売
（土・日・祝日）

不問 クォリティフーズ株式
会社　マクドナルド
イオン十日町店

十日町市字川端丑７８９ 労災 不問

（ 年齢不問 ）
820円～850円雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

3人 15080- 1262991
又は 8時00分～22時00分
の間の4時間以上パート労働者

ハンバーガー製造・販売（平
日）

不問 クォリティフーズ株式
会社　マクドナルド
イオン十日町店

十日町市字川端丑７８９ 労災 不問

（ 年齢不問 ）
820円～850円雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

2人

ハローワークの窓口で、就職に向けたお手伝いをいたします。 

自分一人で活動するよりも、何か発見があったり不安を解消できるかもしれません。 

気軽に窓口をご利用ください。 

現在、会社にお勤め中の方も、安心してご利用可能です。 

守秘義務により、個人情報及び相談内容等は外部に漏らしません。 

ハローワーク十日町 〒948-0007 十日町市下川原町43 '025-757-2407 
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月 日

月 日

月 日

月 日

２０名

6 17 職業訓練説明会「事務系デュアルシステム科」
㊊

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
７月１７日～１２月１６日

事務系デュアルシステム科　　　【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
～６月２４日

目標とする取得資格：　Ｅｘｃｅｌ２級　Ｗｏｒｄ２級　パワーポイント初級 定員１５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。

対象：１５歳～３９歳
の無業で就職希望の方

15:00 ～ 16:00 職業相談（予約制）

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

２０名

6 19 長岡サポステ出張相談会（説明及び職業適性検査）
㊌

13:00 ～ 15:00 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：

定員： １５名

6 25 ジョブカード活用セミナー
「ジョブカード」について　＊就職活動のポイントを踏まえた活用方法について㊋

２０名

6 18 再就職支援セミナー（応募書類作成実践コース）
㊋

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）

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：

7 8 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 


