
月給
(1) 8時00分～18時00分

TEL 025-750-5580 （従業員数 7人 ）
～ 就業場所 十日町市

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

TEL 025-597-2020 （従業員数 62人 ） (3) 9時00分～18時00分
～ 就業場所 十日町市

月給 変形（１年単位）
(1) 7時30分～17時30分
(2) 7時50分～17時00分

TEL 025-765-3075 （従業員数 8人 ）
～ 就業場所 津南町

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

TEL 025-597-2020 （従業員数 62人 ） (3)10時00分～19時00分
～ 就業場所 十日町市

月給 交替制あり
(1) 9時30分～18時30分
(2) 5時30分～14時30分

TEL 025-752-3952 （従業員数 6人 ）
～ 就業場所 津南町

月給 変形（１年単位）
(1) 7時30分～17時00分

TEL 025-757-8128 （従業員数 25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 025-758-2853 （従業員数 12人 ）
～ 就業場所 十日町市

月給
(1) 8時00分～17時30分
(2) 8時00分～17時00分

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

月給
(1) 8時00分～17時30分
(2) 8時00分～17時00分

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

月給
(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30分～17時30分

TEL 025-757-2217 （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30分～17時00分

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

月給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

TEL 025-596-2121 （従業員数 12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 025-755-2108 （従業員数 3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 025-755-2108 （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 9人 ） (3)12時00分～21時00分
～ 就業場所 十日町市

確定拠出年金
月給 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分

TEL 025-757-2171 （従業員数 37人 ）
～ 就業場所 十日町市

月給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

TEL 025-596-3145 （従業員数 30人 ）
～ 就業場所 十日町市

月給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

TEL 025-596-3145 （従業員数 30人 ）
～ 就業場所 十日町市
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。一般土工 18歳～64歳 株式会社　大海組 十日町市松之山天水越８０７番地 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＭＴ）

（ 省令１号 ） 160,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1589491正社員

染色作業 59歳以下 株式会社　青柳 十日町市栄町２６番地６ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問

（ 省令１号 ） 180,000円～
200,000円

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＭＴ）

（ 省令１号 ） 160,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1587691正社員 （株）青柳　明石町工房

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1588991正社員

型枠大工 18歳～64歳 株式会社　大海組 十日町市松之山天水越８０７番地

理容師（アシスタントも可） 不問 クラッチヘアデザイン 十日町市下条４－３５２ 雇用・労災 理容師

（ 年齢不問 ） 155,000円～
300,000円

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

（ 省令１号 ） 154,000円～
175,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1584191正社員 『クラッチヘアデザイン』

雇用期間の定めなし

3人 15080- 1585091正社員 十日町市妻有町西３丁目１－１７　　とこしえ　りあん

介護職員（小規模多機能型
居宅介護）【とこしえ　りあん】

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

土木一般業務 18歳～59歳 有限会社　松里建設 十日町市松之山天水越７９３－３ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＭＴ）

（ 省令１号 ） 190,000円～
230,000円

雇用・労災 美容師

（ 年齢不問 ） 155,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

2人 15080- 1581891正社員

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1582291正社員 『クラッチヘアデザイン』

美容師（アシスタントも可） 不問 クラッチヘアデザイン 十日町市下条４－３５２

服地・スカーフ等加工【急募】 59歳以下 ジャパナクラフト　株
式会社

十日町市袋町西８１番地 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問

（ 省令１号 ） 195,000円～
245,000円

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＡＴ限
定不可）

（ 省令１号 ） 187,000円～
212,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1578091正社員 ジャパナクラフト川治工場　　十日町市川治２１９０－

雇用期間の定めなし

4人 15080- 1580791正社員

農作業 18歳～64歳 株式会社　千手 十日町市中屋敷５８１番地

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

普通自動車免許（ＭＴ
車）

（ 省令１号 ） 164,000円～
228,000円

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

普通自動車免許（ＭＴ
車）

（ 省令３号のイ ） 154,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1576591正社員

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1577191正社員

電気工事士見習い 45歳以下 大島電気　株式会社 十日町市明石町２５番地

足場組立及び解体作業
（見習い可）

45歳以下 有限会社　当間工業 十日町市馬場壬７１３ 雇用・労災・
健康・厚生

不問

（ 省令３号のイ ） 176,800円～
408,850円

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

普通自動車免許（ＭＴ）

（ 省令１号 ） 164,000円～
228,000円

雇用期間の定めなし

5人 15080- 1574891正社員

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1575291正社員

電気工事士及び管理スタッ
フ（幹部候補）

59歳以下 大島電気　株式会社 十日町市明石町２５番地

（請）調理員【津南病院】 不問 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

（ 年齢不問 ） 170,000円～
230,000円

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＭＴ）

（ 省令２号 ） 150,000円～
180,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1600991正社員 津南町大字下船渡丁２６８２　津南町立　津南病院

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1601491正社員

電気工事・電気通信工事 18歳～30歳 信栄電機工業　株式
会社

十日町市稲葉４５３番地１

建築大工 59歳以下 株式会社　桑原工務
店

津南町下船渡戊１５８２ 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～
275,000円

雇用・労災・
健康・厚生

介護福祉士

（ 省令１号 ） 174,300円～
233,485円

雇用期間の定めなし

2人 15080- 1595691正社員

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1596991正社員

介護職員（正社員・従来型） 18歳～59歳 社会福祉法人　松代
福祉会

十日町市太平６６４－４

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＡＴ限
定可）
看護師又は准看護師資
格（必須）

（ 省令１号 ） 179,300円～
275,375円

） 180,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

2人 15080- 1591591正社員

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1594391正社員

看護職員 18歳～59歳 社会福祉法人　松代
福祉会

十日町市太平６６４－４

加入保険等 必要な免許資格

ルート配達及び顧客対応 59歳以下 明治けんこう宅配便
十日町店
（株式会社　顯幸）

十日町市川治３３４７ 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

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

【 7月5日(金) 号 】
≪次回の発行は7/12(金)です.≫

6月27日(木)～7月3日(水)受理分 

  Tel 025-757-2407  Fax 025-752-6402 
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    ◎ 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。 
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月給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

TEL 025-596-3145 （従業員数 30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) 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 変形（１年単位）
(1) 8時30分～17時30分

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

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 34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 025-597-2302 （従業員数 31人 ）
～ 就業場所 十日町市

月給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

TEL 025-597-2302 （従業員数 31人 ）
～ 就業場所 十日町市

月給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

TEL 025-597-2302 （従業員数 31人 ）
～ 就業場所 十日町市

月給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

TEL 025-597-2302 （従業員数 31人 ）
～ 就業場所 十日町市

月給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

TEL 025-597-2302 （従業員数 31人 ）
～ 就業場所 十日町市

月給 変形（１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
(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
(1) 8時30分～17時30分

TEL 025-758-4322 （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30分～17時30分
(2) 8時00分～17時00分

TEL 025-757-5300 （従業員数 24人 ）
～ 就業場所 十日町市

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

TEL 025-757-5300 （従業員数 24人 ）
～ 就業場所 十日町市

月給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

TEL 025-757-5844 （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 025-758-4322 （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30分～17時30分

TEL 025-752-4437 （従業員数 16人 ）
～ 就業場所 十日町市

月給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分
(2) 9時00分～18時00分

TEL 025-758-4348 （従業員数 82人 ）
～ 就業場所 十日町市
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（請）ホテル客室管理業務 39歳以下 株式会社　美郷 十日町市馬場癸４３４５－３（珠川） 雇用・労災・
健康・厚生

不問

（ 省令３号のイ ） 180,000円～
220,000円

雇用期間の定めなし

2人 15080- 1561391正社員 十日町市馬場癸１２３９（珠川）　ホテルベルナティオ

ＳＥ・プログラマー 59歳以下 株式会社　新潟ソフト
ストラクチャ

十日町市伊達甲９６０－１ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車運転免許＜
ＡＴ可＞

（ 省令１号 ） 180,000円～
240,000円

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問

（ 省令３号のイ ） 180,000円～
240,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1559291正社員

雇用期間の定めなし

3人 15080- 1560091正社員

システムエンジニア 32歳以下 株式会社　十日町シ
ステムハウス

十日町市春日町３丁目１８３番地１

施工管理 59歳以下 北越融雪　株式会社 十日町市尾崎２２１－２ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＭＴ）
管工事施工技士または
土木施工管理技士（い
ずれも２級以上）

（ 省令１号 ） 190,000円～
300,000円

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

普通自動車免許（ＡＴ限定
可）
測量士補・補償業務管理
士・建築士２級・基本情報技
術者試験のいずれか又は同
等以上

（ 省令３号のイ ） 188,000円～
260,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1551191正社員

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1554691正社員 本社または小千谷支店のいずれか相談により決定します。

測量調査・土木設計・公共用
地補償

35歳以下 株式会社　宮内測量
設計事務所

十日町市川治２０２３番地３

ネットワーク技術者・営業員 40歳以下 株式会社　新潟ソフト
ストラクチャ

十日町市伊達甲９６０－１ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車運転免許
（ＡＴ限定可）

（ 省令３号のイ ） 180,000円～
240,000円

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＭＴ）

（ 省令１号 ） 180,000円～
270,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1549791正社員

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1550591正社員

配管設備工 59歳以下 北越融雪　株式会社 十日町市尾崎２２１－２

支援相談員 64歳以下 社会福祉法人　松涛
会　介護老人保健施
設　希望の里　松涛

十日町市浦田２９５５－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

（ 省令１号 ） 165,000円～
230,000円

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

（ 省令１号 ） 180,000円～
253,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1547991正社員

雇用期間の定めなし

2人 15080- 1548491正社員

土木作業員 18歳～64歳 中野建設工業　株式
会社　十日町支店

十日町市丑１０１４番地

車両・重機オペレーター 18歳～64歳 株式会社　司工務店 十日町市松代３２２８－３ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

大型自動車免許、大型
特殊免許

（ 省令１号 ） 190,000円～
280,000円

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

（ 省令１号 ） 150,000円～
170,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1544091正社員

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1546691正社員

介護職員（通所リハビリテー
ション・日中勤務）

64歳以下 社会福祉法人　松涛
会　介護老人保健施
設　希望の里　松涛

十日町市浦田２９５５－１

土木施工管理（未経験） 18歳～35歳 株式会社　司工務店 十日町市松代３２２８－３ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

普通自動車免許（ＭＴ）

（ 省令２号 ） 160,000円～
200,000円

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

普通自動車免許（ＭＴ）

（ 省令１号 ） 160,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1542591正社員

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1543191正社員

土木作業員 18歳～64歳 株式会社　司工務店 十日町市松代３２２８－３

建築施工管理 64歳以下 株式会社　司工務店 十日町市松代３２２８－３ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

普通自動車免許（ＭＴ）

（ 省令１号 ） 190,000円～
280,000円

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

普通自動車免許（ＭＴ）

（ 省令１号 ） 190,000円～
280,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1540891正社員

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1541291正社員

土木施工管理 18歳～64歳 株式会社　司工務店 十日町市松代３２２８－３

機能訓練指導員 不問 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

いずれかの資格→理学療法
士、作業療法士、言語聴覚士、
柔道整復師、あん摩マッサージ
指圧師、看護師または准看護
師
普通自動車免許（ＡＴ限定可）

（ 年齢不問 ） 158,400円～
217,630円

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- 1533291正社員 ・デイサービスセンター　つまりの里

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1537391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

営業員（本社） 39歳以下 株式会社　ノースライ
ン

十日町市山野田２６８番地２
株式会社クローバフォー内

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

（ 省令３号のイ ） 230,100円～
400,000円

雇用・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～
220,000円

雇用期間の定めなし

5人 15080- 1526191正社員

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1527091正社員

営業（きもの加工部） 45歳以下 角屋　株式会社 十日町市本町２丁目３４０番地

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

（ 省令３号のイ ） 230,100円～
400,000円

雇用期間の定めなし

2人 15080- 1521491正社員

雇用期間の定めなし

5人 15080- 1525591正社員

営業員（本社） 39歳以下 株式会社　クローバ
フォー

十日町市山野田２６８番地２

15080- 1590291正社員

運転員 18歳～64歳 株式会社　大海組 十日町市松之山天水越８０７番地

現場作業員（法面工） 35歳以下 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～
280,800円

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＭＴ）

（ 省令１号 ） 160,000円～
200,000円

就　業　時　間 加入保険等 必要な免許資格所 在 地 ・ 就 業 場 所求　人　者　名賃　　　金
年齢・指針
・求人数

職　　　　　種
雇用形態・雇用期間

雇用期間の定めなし

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

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

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

TEL 025-768-3632 （従業員数 9人 ）
～ 就業場所 十日町市

日給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

TEL 025-765-5155 （従業員数 10人 ）
～ 就業場所 津南町

月給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

TEL 025-596-3125 （従業員数 70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 025-766-2688 （従業員数 26人 ）
～ 就業場所 津南町

日給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時30分

TEL 025-757-8777 （従業員数 7人 ）
～ 就業場所 十日町市

月給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

TEL 025-752-2424 （従業員数 6人 ）
～ 就業場所 十日町市

月給
(1) 9時00分～17時00分

TEL 025-773-5008 （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00分～17時00分

TEL 025-265-0191 （従業員数 8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

月給 変形（１年単位）
(1) 9時15分～18時30分

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

確定拠出年金
月給 変形（１年単位）

(1) 9時15分～18時30分

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

確定拠出年金
月給 変形（１年単位）

(1) 7時45分～17時00分

TEL 0258-82-2634 （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30分～17時15分

TEL 0255-72-5191 （従業員数 8人 ）
～ 就業場所 十日町市

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

TEL 026-214-2636 （従業員数 0人 ）
R1.10.1 ～ 就業場所 津南町

確定拠出年金
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) 7時30分～17時30分

TEL 025-757-5003 （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 025-752-6450 （従業員数 16人 ）
～ 就業場所 十日町市

日給
(1) 8時30分～17時00分

TEL 025-211-0303 （従業員数 6人 ）
～ 就業場所 十日町市

月給 変形（１ヶ月単位）
(1) 9時00分～ 8時59分

TEL 025-281-5000 （従業員数 37人 ）
～ 就業場所 津南町
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土木作業員（有資格者）【急
募】

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

普通自動車免許（ＭＴ）
１級土木施工管理

（ 省令１号 ） 256,000円～
324,000円

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＭＴ）

（ 省令３号のイ ） 176,000円～
264,000円

雇用期間の定めなし

2人 15080- 1517591正社員

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1515891正社員

給排水設備工事 45歳以下 有限会社　樋口水道 十日町市上川町６９６－１

ＮＴＴ電話設備の建設及び保
守（魚沼）

不問 日本海通信建設株式
会社

妙高市柳井田町４丁目１５－８ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（必須）
中型自動車免許（８ｔ限
定可）・高所作業車資格
あれば尚良

（ 年齢不問 ） 160,300円～
254,550円

雇用・労災・
健康・厚生

不問

（ 省令１号 ） 180,000円～
180,000円

雇用期間の定めなし

1人 15034- 1208191正社員 現場は魚沼・十日町エリア

雇用期間の定めなし

4人 20130- 2312591正社員 津南町大字谷内７６４４　ミスズアグリ野菜カット工場（仮）【１０月１日オープン予定】

カット野菜・加工場（新設）の
スタッフ・作業者【正社員】

64歳以下 株式会社　ミスズアグ
リ

長野県上高井郡小布施町大字小布施１
９１２番地

営業員［十日町店］ 34歳以下 株式会社　日産サ
ティオ新潟西

長岡市下条町６６２番地 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車運転免許

（ 省令３号のイ ） 186,000円～
235,500円

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

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

310,000円

雇用期間の定めなし

1人 15020-10636991正社員 十日町市中条甲５９１番地１　十日町店

雇用期間の定めなし

2人 15022- 1207191正社員 本社、十日町・魚沼営業所のうちいずれか、相談により決定。

土木施工管理技術者 不問 株式会社　北越舗道 小千谷市大字上片貝７６－１

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 ） 184,425円～
224,518円

雇用・労災・
健康・厚生

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

193,000円

雇用期間の定めなし

1人 15010-25561691正社員 警察本部及び県内各警察署・交番・駐在所

雇用期間の定めなし

1人 15020-10633091正社員 十日町市中条甲５９１－１　十日町店

自動車整備士［十日町店］ 34歳以下 株式会社　日産サ
ティオ新潟西

長岡市下条町６６２番地

美容師（とまとはうす十日町
店）

64歳以下 有限会社　ファイズ 南魚沼市六日町２８７１ 雇用・労災・
健康・厚生

美容師免許

（ 省令１号 ） 144,000円～
144,000円

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＡＴ
可）

（ 省令３号のイ ） 160,000円～
230,000円

雇用期間の定めなし

1人 15120- 3366291正社員 とまとうす十日町店

雇用期間の定めなし

1人 15010-26195591正社員 十日町市小根岸４４－１　福田興産　焼土センター

床上・培土製造工場　機械
オペレーター作業員

45歳以下 有限会社　福田興産 新潟市中央区白山浦１丁目６１４番地

土木・建築作業員 45歳以下 有限会社高国建業 十日町市中条丙１３２８－１（八幡） 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＡＴ限
定不可）

（ 省令３号のイ ） 174,000円～
185,600円

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＭＴ）

（ 省令３号のイ ） 160,500円～
196,400円

雇用期間の定めなし

3人 15080- 1571991正社員

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1572491正社員

電気工事士 40歳以下 株式会社　後藤電機 十日町市高田町２－９４－５

土木・建築・圧送一般業務 18歳～35歳 株式会社　高橋組 十日町市松之山湯本１３８０－１ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＭＴ）

（ 省令２号 ） 190,000円～
230,000円

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＭＴ）

（ 省令１号 ） 190,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1569191正社員 現場は主に十日町市及び近隣地域

雇用期間の定めなし

2人 15080- 1570691正社員 十日町市、津南町、中野市を中心とした長野県内の各現場

電気工事士【急募】 64歳以下 株式会社　光成電気 津南町大字上郷宮野原　５４８８－６

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＭＴ）

（ 年齢不問 ） 198,900円～
254,150円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1567291正社員

雇用期間の定めなし

3人 15080- 1568591正社員 津南町大字外丸丁１１９８－１（会社事務所）

土木作業員及びオペレー
ター

不問 有限会社　ホープ建
設

津南町大字外丸丙１７１２

15080- 1562691
又は 6時00分～20時00分
の間の8時間程度正社員

販売員：早番（正社員） 69歳以下 セブン・イレブン　川
西町千手店

十日町市中屋敷２１６－１

土木作業員及びオペレー
ター

18歳以上 株式会社　村越工業 十日町市野口４３９－１ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車運転免許
（МТ）
　　　（ 省令２号 ） 199,500円～

230,000円

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

（ 省令１号 ） 170,000円～
170,000円

就　業　時　間
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 加入保険等 必要な免許資格

雇用期間の定めなし

1人

営業 45歳以下 株式会社　明和 十日町市西本町３丁目３番地６ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

（ 省令３号のロ ） 214,000円～
252,000円

雇用期間の定めなし

2人 15080- 1519091正社員

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

交通誘導警備「急募」（南魚
沼市六日町）

18歳以上 チューリップライフ
株式会社

新潟市西区的場流通２丁目４番地２ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許
警備業の有資格者歓迎

（ 省令２号 ） 151,875円～
172,125円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

2人 15010-26584191正社員以外 南魚沼市六日町８２－１　警備事業部　六日町営業

セキュリティスタッフ（機械警
備・津南町）

18歳以上 セコム上信越　株式
会社

新潟市中央区新光町１番地１０ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許所有
（ＡＴ可）

（ 省令２号 ） 194,000円～
194,000円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15010-26098291正社員以外 ８月に津南町内に開設予定　津南待機所

フルタイム（正社員以外） 
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時給 変形（１ヶ月単位）

TEL 025-249-7788 （従業員数 16人 ）
～ 就業場所 十日町市

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

TEL 025-597-2020 （従業員数 62人 ） (3)10時00分～19時00分
～ R2.3.31 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)12時30分～21時30分

TEL 025-758-4202 （従業員数 207人 ）
～ R2.3.31 就業場所 十日町市

時給
(1) 9時00分～18時00分

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

日給 変形（１ヶ月単位）
(1) 8時15分～17時15分

TEL 025-757-1571 （従業員数 5人 ）
～ R2.3.31 就業場所 十日町市

時給 変形（１年単位）
(1) 9時50分～19時00分
(2) 7時30分～16時40分

TEL 025-752-7700 （従業員数 254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)10時00分～19時00分

TEL 025-765-4619 （従業員数 111人 ） (3)12時00分～21時00分
R1.7.20 ～ R1.8.31 就業場所 津南町

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

TEL 025-758-2050 （従業員数 7人 ） (3)10時15分～19時15分
～ 就業場所 十日町市

日給 交替制あり
(1) 8時30分～18時15分

TEL 025-757-3111 （従業員数 2人 ）
R1.8.1 ～ R2.3.31 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 025-757-8500 （従業員数 26人 ）
～ 就業場所 十日町市

時給 変形（１ヶ月単位）
(1) 7時00分～16時00分
(2)12時00分～21時00分

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

時給
(1) 8時30分～17時30分

TEL 025-765-5226 （従業員数 29人 ）
～ R1.9.30 就業場所 津南町

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 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

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

日給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

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

日給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

TEL 025-782-4007 （従業員数 30人 ）
～ 就業場所 十日町市

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

TEL 026-214-2636 （従業員数 0人 ）
R1.10.1 ～ 就業場所 津南町

月給 変形（１年単位）
(1) 7時30分～17時30分

TEL 025-757-5003 （従業員数 8人 ）
～ R1.11.30 就業場所 十日町市
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パチンコ店ホールスタッフ
（十日町市／十日町店）

不問 シリウスグループ（株
式会社　シリウス）

新潟市中央区天神１丁目１２番地７　ＬＥ
ＸＮ１　４Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生

不問

（ 年齢不問 ） 222,560円～
291,040円

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）

4人 15010-25757391
又は 8時00分～ 0時00分
の間の8時間程度正社員以外 パチンコＮ－１　十日町店

販売員（売店） 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～
230,000円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15080- 1602791正社員以外 当間高原リゾート　　ベルナティオ

介護職員（有期契約・従来
型）【急募】

18歳以上 社会福祉法人　松代
福祉会

十日町市太平６６４－４ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＡＴ
可）

（ 省令２号 ） 169,300円～
218,485円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15080- 1597491正社員以外

営農センター業務（川西） 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

準中型自動車免許以上

（ 年齢不問 ） 150,000円～
160,000円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15080- 1522791正社員以外 十日町市上野甲１９４　　ＪＡ川西営農センター

データ作成・チェック業務
（パソコン使用）

不問 ジョルダン　株式会社
新潟分室

十日町市寿町３－４－１０　カドヤパーク
オフィス３－Ａ

雇用・労災・
健康・厚生

不問

（ 年齢不問 ） 136,000円～
160,000円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15080- 1583591正社員以外

スポーツ施設係、客室清掃
係、レストランホール係

不問 株式会社　津南高原
開発　（ニュー・グリー
ンピア津南）

津南町大字秋成１２３００番地 雇用・労災 不問

（ 年齢不問 ） 170,000円～
260,000円

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）

20人 15080- 1529691正社員以外 ニュー・グリーンピア津南

社員送迎及び入出荷作業 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）

（ 省令１号 ） 141,696円～
172,800円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1528391正社員以外 十日町市沢口丑５１０－１　　新工場

副センター長（子育て支援課
児童センター）

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

保育士
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）（ 年齢不問 ） 182,400円～

182,400円
雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15080- 1536091正社員以外 十日町市学校町１丁目８０８－６　十日町市児童センター

常勤調理員 不問 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

調理師免許

（ 年齢不問 ） 145,000円～
145,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1532891正社員以外

レストランサービス係（配膳
係）

59歳以下 株式会社　津南高原
開発　（ニュー・グリー
ンピア津南）

津南町大字秋成１２３００番地 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

（ 省令１号 ） 164,920円～
225,680円

雇用期間の定めなし

2人 15080- 1555991正社員以外 ニュー・グリーンピア津南

ネクタイ縫製 59歳以下 株式会社　ドリームク
リエイト

十日町市錦町１丁目３０番地　岡村ピル 雇用・労災・
健康・厚生

不問

（ 省令１号 ） 140,616円～
147,560円

雇用期間の定めなし

3人 15080- 1538691正社員以外

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 15020-10555691
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

軽作業（卯ノ木工場） 不問 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

不問

（ 年齢不問 ） 130,732円～
130,732円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15080- 1573791正社員以外 津南町大字下船渡甲１４０２－１　卯ノ木工場

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 15020-10559891
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 15020-10557491
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

警備員（交通誘導兼イベント
警備）

18歳以上 株式会社　リリーフセ
キュリティ　六日町営
業所

南魚沼市四十日２１番 雇用・労災・
健康・厚生

不問

（ 省令２号 ） 182,750円～
193,500円

雇用期間の定めなし

5人 15120- 3314491正社員以外 作業現場：南魚沼市、魚沼市、十日町市等

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

南魚沼市四十日２１番 雇用・労災・
健康・厚生

不問

（ 省令２号 ） 193,500円～
215,000円

雇用期間の定めなし

5人 15120- 3313991正社員以外 作業現場：南魚沼市、魚沼市、十日町市等

カット野菜・加工場（新設）の
スタッフ・作業者

64歳以下 株式会社　ミスズアグ
リ

長野県上高井郡小布施町大字小布施１
９１２番地

雇用・労災・
健康・厚生

不問

（ 省令１号 ） 154,080円～
205,440円

雇用期間の定めなし

5人 20130- 2311291正社員以外 津南町大字谷内７６４４　ミスズアグリ野菜カット工場（仮）　【１０月１日オープン予定】

交通誘導警備員（十日町営
業所）

18歳以上 東日本警備　株式会
社

南魚沼市塩沢１４０３－２ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＡＴ
可）※必須

（ 省令２号 ） 162,750円～
184,450円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15120- 3113891正社員以外 十日町市中条丙７９５番地１　十日町営業所

給排水設備工事 不問 有限会社　樋口水道 十日町市上川町６９６－１ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＭＴ）

（ 年齢不問 ） 176,000円～
264,000円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15080- 1516291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

求人説明会や就職に関するセミナー等の情報が手軽に確認できます。 

十日町・津南の企業情報等もチェックできます。 

ぜひ、ご利用ください。 新潟ワークナビ 十日町  検 索 
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日給
(1) 8時30分～17時00分

TEL 025-211-0303 （従業員数 6人 ）
～ 就業場所 十日町市

時給
(1)17時00分～21時15分

TEL 025-367-0175 （従業員数 13人 ）
～ R1.9.30 就業場所 十日町市

時給
(1) 8時30分～10時00分
(2) 8時30分～ 9時30分

TEL 025-243-4585 （従業員数 0人 ）
～ R2.3.31 就業場所 十日町市

時給
(1) 7時00分～10時00分
(2)10時00分～14時00分

TEL 025-274-5895 （従業員数 8人 ） (3)14時00分～17時00分
～ 就業場所 十日町市

時給 交替制あり
(1) 9時40分～14時40分
(2)13時10分～18時50分

TEL 025-224-8077 （従業員数 3人 ）
～ 就業場所 十日町市

時給
(1) 8時00分～15時00分

TEL 025-750-5580 （従業員数 7人 ）
～ 就業場所 十日町市

時給

TEL 025-752-3587 （従業員数 38人 ）
～ R1.8.31 就業場所 十日町市

時給

TEL 025-757-5121 （従業員数 30人 ）
～ R2.3.31 就業場所 十日町市

時給

TEL 025-750-5010 （従業員数 55人 ）
～ R2.3.31 就業場所 十日町市

時給

TEL 025-765-3557 （従業員数 17人 ）
～ 就業場所 津南町

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

時給
(1) 8時30分～17時30分

TEL 025-757-5511 （従業員数 13人 ）
～ 就業場所 十日町市

時給
(1)15時00分～18時00分
(2) 8時30分～16時30分

TEL 025-757-5511 （従業員数 17人 ） (3) 8時30分～15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15分
(2)15時15分～22時00分

TEL 025-761-1515 （従業員数 26人 ） (3)10時00分～17時30分
～ R2.3.31 就業場所 十日町市

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

TEL 025-761-1515 （従業員数 25人 ） (3)11時00分～16時00分
～ R2.3.31 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 27人 ）
R1.8.26 ～ R2.3.31 就業場所 十日町市

時給

TEL 025-757-8500 （従業員数 26人 ）
～ 就業場所 十日町市

時給
(1) 9時00分～15時00分

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

時給
(1) 8時30分～16時30分
(2)10時00分～17時00分

TEL 025-768-4363 （従業員数 7人 ）
～ 就業場所 十日町市

時給 交替制あり
(1) 8時00分～17時00分
(2)10時00分～19時00分

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

時給
(1) 8時00分～17時00分

TEL 025-765-4619 （従業員数 111人 ）
～ 就業場所 津南町
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） 1,000円～1,133
円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

2人 15010-26589491パート労働者 ※現場は中越地域

レジ（パート・アルバイト）「十
日町店」（十日町市）

不問 ドラッグトップス（株式
会社　星光堂薬局）

新潟市中央区本馬越２丁目８－２１ 労災 不問

（ 年齢不問 ）
803円～935円雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）

2人 15010-24797991
又は 8時30分～17時00分
の間の4時間程度パート労働者 十日町市江ノ尻乙５０－６　ドラッグトップス十日町店

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

交通誘導警備「急募」（パー
ト／南魚沼市六日町）

18歳以上 チューリップライフ
株式会社

新潟市西区的場流通２丁目４番地２ 労災 普通自動車免許
警備業の有資格者歓迎

（ 省令２号

（請）清掃員（十日町市） 不問 新潟綜合管財保障
株式会社

新潟市東区小金町１丁目１７－１５ 労災 不問

（ 年齢不問 ）
803円～900円雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15010-25234291パート労働者 十日町市旭町　リオンドール十日町店

（請）清掃員（十日町市松代）
「急募」

不問 旭ビル管理　株式会
社

新潟市東区紫竹５－１０－６０ 労災 不問

（ 年齢不問 ） 1,000円～1,000
円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15010-25154791パート労働者 十日町市松代３２５５－３　　第四銀行　松代支店

宅配スタッフ 59歳以下 明治けんこう宅配便
十日町店
（株式会社　顯幸）

十日町市川治３３４７ 雇用・労災 普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

（ 省令１号 ）
820円～1,000円雇用期間の定めなし

2人 15080- 1592191パート労働者

宝くじ販売（南魚沼市、十日
町市）

不問 株式会社　ティーエル
エム　新潟支店

新潟市中央区礎町通一ノ町１９４５番１号

新潟礎町西万代橋ビルディング　２Ｆ

労災 不問

（ 年齢不問 ）
850円～950円雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

2人 15010-25294191パート労働者 六日町チャンスセンター、十日町コメリ店

虹のホール案内・サービス
係（葬祭センター）

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 労災 普通自動車免許（ＡＴ
可）

（ 年齢不問 ）
900円～900円雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15080- 1598791
又は 8時00分～18時00分
の間の4時間程度パート労働者 ラポート十日町葬祭センター　虹のホール

放課後児童支援員 不問 社会福祉法人　八千
代会　慈光こども園

十日町市川治８７７番地１ 労災 不問

（ 年齢不問 ）
900円～1,500円雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）

1人 15080- 1593091
又は 7時30分～18時30分
の間の8時間程度パート労働者

介護員【日勤】 64歳以下 有限会社　五輪
（グループホームゆう
ゆ）

津南町大字外丸　丁１４５８ 雇用・労災 普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

（ 省令１号 ）
900円～1,300円雇用期間の定めなし

1人 15080- 1603891
又は 8時30分～17時30分
の間の6時間程度パート労働者 グループホーム　ゆうゆ

訪問介護員（ホームヘルパー）及
び訪問入浴介護の介護員

不問 社会福祉法人　十日
町市社会福祉協議会

十日町市本町２丁目２２６－１　
　　　　　　十日町市市民交流センター３階

労災 介護職員初任者研修
（ホームヘルパー２級）修
了以上
普通自動車運転免許（ＡＴ
限定可）

（ 年齢不問 ） 1,268円～1,268
円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

5人 15080- 1599891
又は 7時00分～21時00分
の間の3時間程度パート労働者 十日町市本町２－２２６－１　十日町本所

職業指導員 不問 特定非営利活動法人
支援センター　あんし
ん

十日町市高田町三丁目西３７１番地１ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

（ 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- 1523891パート労働者 十日町市高田町３丁目西３７１－３（事業所所在地隣

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- 1579391パート労働者

（請）フロント係【急募】 不問 株式会社　まちづくり
川西

十日町市水口沢７６－１６ 雇用・労災・
健康・厚生

不問

（ 年齢不問 ）
830円～870円雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15080- 1530491パート労働者 十日町市水口沢１２１－７　千手温泉　千年の湯

支援員（日中一時・障害者等
生活支援事業）

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 ）
850円～900円雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15080- 1524291パート労働者 十日町市千代田町７６－５　あんしんケアセンター　「ハーモニー」

一般事務補助
（医療介護課　介護保険係）

不問 十日町市役所 十日町市千歳町３丁目３ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車運転免許
（ＡＴ限定可）

（ 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- 1535191パート労働者

清掃業務（千手温泉　千年
の湯）

不問 株式会社　まちづくり
川西

十日町市水口沢７６－１６ 労災 不問

（ 年齢不問 ）
815円～830円雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15080- 1531791パート労働者 十日町市水口沢１２１－７　千手温泉　千年の湯

えのき茸の収穫・包装・箱詰
め業務

不問 株式会社　柳産業 十日町市乙８００（六箇山谷） 雇用・労災 不問

（ 年齢不問 ）
805円～850円雇用期間の定めなし

3人 15080- 1545391パート労働者

ネクタイ縫製 59歳以下 株式会社　ドリームク
リエイト

十日町市錦町１丁目３０番地　岡村ピル 雇用・労災 普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

（ 省令１号 ）
810円～850円雇用期間の定めなし

1人 15080- 1539991
又は 8時00分～18時00分
の間の5時間程度パート労働者

15080- 1556491パート労働者

プラスチック製造・加工【急
募】

不問 サカエテクノ　株式会
社　新潟工場

十日町市上野甲８３９－２ 雇用・労災・
健康・厚生

不問

（ 年齢不問 ）
810円～900円雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15080- 1552091パート労働者

清掃作業員 不問 株式会社　津南高原
開発　（ニュー・グリー
ンピア津南）

津南町大字秋成１２３００番地 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問

（ 年齢不問 ）
850円～900円雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

2人 15080- 1557791パート労働者

客室清掃係 不問 株式会社　津南高原
開発　（ニュー・グリー
ンピア津南）

津南町大字秋成１２３００番地 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問

（ 年齢不問 ）
870円～1,000円雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

3人

パート 
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時給
(1)20時00分～ 1時00分

TEL 025-757-3360 （従業員数 28人 ）
～ 就業場所 十日町市

時給
(1) 8時00分～15時00分
(2) 8時30分～15時30分

TEL 025-758-4348 （従業員数 82人 ） (3) 9時00分～16時00分
～ 就業場所 十日町市

時給
(1) 8時00分～15時00分
(2) 8時30分～15時30分

TEL 025-758-4348 （従業員数 82人 ） (3) 9時00分～16時00分
～ 就業場所 十日町市

時給
(1) 8時00分～15時00分
(2) 8時30分～15時30分

TEL 025-758-4348 （従業員数 82人 ） (3) 9時00分～16時00分
～ 就業場所 十日町市

時給
(1) 9時30分～15時00分

TEL 025-758-4348 （従業員数 82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

時給
(1)16時00分～19時00分

TEL 0258-29-2400 （従業員数 10人 ）
～ 就業場所 十日町市

時給
(1) 9時00分～16時00分

TEL 0258-83-3787 （従業員数 9人 ）
～ 就業場所 十日町市

時給
(1)17時00分～20時15分

TEL 025-371-4125 （従業員数 9人 ）
～ 就業場所 十日町市

時給
(1)12時45分～17時00分

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

時給
(1) 8時45分～13時00分

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

面
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運転代行 18歳以上 明石交通　株式会社 十日町市昭和町３丁目２２－４ 労災 普通自動車一種免許
（ＭＴ）

（ 省令２号 ）
803円～803円雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15080- 1558891パート労働者

（請）温泉清掃及び客室清掃
補助【急募】

不問 株式会社　美郷 十日町市馬場癸４３４５－３（珠川） 雇用・労災・
健康・厚生

不問

（ 年齢不問 ）
850円～950円雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15080- 1564491パート労働者 十日町市馬場癸１２３９（珠川）　ホテル・ベルナティ

（請）客室清掃係（土・日・祝
日型）

不問 株式会社　美郷 十日町市馬場癸４３４５－３（珠川） 労災 不問

（ 年齢不問 ）
850円～950円雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15080- 1563991パート労働者 十日町市馬場癸１２３９（珠川）　ホテル　ベルナティ

（請）客室清掃係（ショート） 不問 株式会社　美郷 十日町市馬場癸４３４５－３（珠川） 雇用・労災 不問

（ 年齢不問 ）
850円～950円雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

5人 15080- 1566891パート労働者 十日町市馬場癸１２３９（珠川）　ホテル　ベルナティ

（請）客室清掃補助係（ショー
ト）

不問 株式会社　美郷 十日町市馬場癸４３４５－３（珠川） 雇用・労災・
健康・厚生

不問

（ 年齢不問 ）
850円～950円雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

2人 15080- 1565791パート労働者 十日町市馬場癸１２３９（珠川）　ホテル　ベルナティ

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 15020-10558791
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 15020-10556991
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

珠算指導員（十日町市他） 不問 新潟育英センター 小千谷市大字千谷甲１８９４番地 労災 珠算２級以上・普通自
動車免許

（ 年齢不問 ）
810円～1,200円雇用期間の定めなし

2人 15022- 1163491パート労働者 十日町市、旧川西町、旧中里村

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 15020-10560191
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

販売員（コメリハード＆グ
リーン十日町新座店）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- 6679191パート労働者 コメリ　ハードアンドグリーン十日町新座店

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 雇用・労災・
健康・厚生

薬剤師免許

（ 省令１号 ） 2,000円～3,000
円

雇用期間の定めなし

1人 15022- 1193191パート労働者 十日町市春日１８９「エム・ケイ薬局　とおかまち店」

販売員（コメリハードアンドグ
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～850円雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15070- 6706291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～850円雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15070- 6705891パート労働者 コメリハードアンドグリーン十日町店

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

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。 

守秘義務により、個人情報及び相談内容等は外部に漏れませんので、 

現在、会社にお勤め中の方も、安心してご利用可能です。 

 

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

月 日

☆より良い就職を実現するためのセミナー等☆

8 7 再就職支援セミナー（基本コース）
㊌

定員： ２０名

7 31 再就職支援セミナー（中高年齢者対象 コース）
㊌

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）

１５名

7 31 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㊌

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） 定員：

対象：１５歳～３９歳の
無業で就職希望の方

定員： ２０名

7 17 長岡サポステ出張相談会（説明及び職業適性検査）
㊌

10:00 ～ 11:00 会場： ハローワーク十日町　２Ｆ　会議室

13:00 ～ 15:00 会場： ハローワーク十日町　２Ｆ　相談室

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。

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

訓練期間
９月１９日～１月１７日

パソコンスキル基礎科　　　【求職者支援訓練】
≪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
～８月２８日

目標とする取得資格：　Ｅｘｃｅｌ３級　Ｗｏｒｄ３級　パワーポイント初級 定員１５名

7 19 職業訓練説明会「パソコンスキル基礎科」
㊎

14:00 ～ 15:00 会場： ハローワーク十日町　２Ｆ　会議室 定員： ２０名

○
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 


