
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 フレックス
(1) 9時00分～18時00分

TEL 025-752-0330 （従業員数 5人 ）
～ 就業場所 十日町市

月給
(1) 9時00分～18時30分

TEL 025-752-6451 （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 025-757-1585 （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 025-766-2688 （従業員数 26人 ）
～ 就業場所 津南町

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
(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 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

月給
(1) 8時30分～17時15分

TEL 025-757-3111 （従業員数 900人 ）
R2.4.1 ～ 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 025-752-4437 （従業員数 16人 ）
～ 就業場所 十日町市

医師 不問 十日町市役所 十日町市千歳町３丁目３ 公災・健康・
厚生

医師免許
普通自動車運転免許
（ＡＴ限定可）（ 年齢不問 ） 300,000円～

350,000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- 2257391正社員 十日町市高原田２０１－４　川西診療所又は、他の診療所

雇用期間の定めなし

3人 15080- 2258691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

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 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・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＭＴ）

（ 省令２号 ） 167,000円～
206,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 2252891正社員

雇用期間の定めなし

1人 15080- 2255191正社員

電気工事・電気通信工事（見
習い可）

18歳～30歳 信栄電機工業　株式
会社

十日町市稲葉４５３番地１

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 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・労災・
健康・厚生・
財形

作業療法士または理学
療法士資格
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

（ 省令１号 ） 180,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 2250491正社員

雇用期間の定めなし

1人 15080- 2251791正社員

機能訓練士（通所リハビリ
テーション）

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

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・
財形

普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

（ 省令１号 ） 165,000円～
230,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 2248391正社員

雇用期間の定めなし

1人 15080- 2249691正社員

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

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 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・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

雇用期間の定めなし

1人 15080- 2246191正社員

雇用期間の定めなし

1人 15080- 2247091正社員

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

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 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・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

2人 15080- 2243891正社員

雇用期間の定めなし

2人 15080- 2245591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

プログラマー・システムエン
ジニア

28歳以下 有限会社　フロンティ
ア十日町

十日町市千代田町１番地６　古田島ビル
２階

雇用・労災・
健康・厚生

不問

（ 省令３号のイ ） 135,000円～
300,000円

雇用・労災 美容師

（ 省令３号のイ ） 135,000円～
230,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 2241491正社員

雇用期間の定めなし

1人 15080- 2242791正社員

美容師【急募】 45歳以下 美容室　ティアラ 十日町市高山１４２６－２

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（ＭＴ）

（ 省令１号 ） 190,000円～
280,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 2237591正社員

雇用期間の定めなし

1人 15080- 2238191正社員

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

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- 2235891正社員

雇用期間の定めなし

1人 15080- 2236291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

必要な免許資格

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 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

普通自動車免許（ＭＴ）

（ 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

） 190,000円～
280,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 2234791正社員

加入保険等

【 10月4日(金) 号 】
≪次回の発行は10/11(金)です.≫
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9月26日(木)～10月2日(水)受理分 

  Tel 025-757-2407  Fax 025-752-6402 

    ◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。 

    ◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。 

    ◎ パートタイム求人の場合、賃金は時間給です。また、労働時間によって記載されている各種社会保険に加入できない場合があります。 

    ◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに取消となっている場合があります。ご了承ください。 

    ◎ 「ハローワークインターネットサービス」でも求人をご覧いただけます。 https://www.hellowork.go.jp 
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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 加入保険等

月給 変形（１年単位）
(1) 7時30分～17時00分

TEL 025-596-3003 （従業員数 17人 ）
～ 就業場所 十日町市

月給 変形（１年単位）
(1) 8時45分～17時45分

TEL 025-750-1040 （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 025-596-3125 （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45分～17時45分

TEL 025-750-1040 （従業員数 37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
(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 025-757-8131 （従業員数 17人 ）
～ 就業場所 十日町市

月給 フレックス
(1) 9時00分～18時00分

TEL 025-752-0330 （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 025-755-5156 （従業員数 15人 ）
～ 就業場所 十日町市

月給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

TEL 025-757-5844 （従業員数 22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 025-757-8777 （従業員数 7人 ）
～ 就業場所 十日町市

月給 変形（１年単位）
(1) 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) 7時45分～17時00分

TEL 025-768-2193 （従業員数 6人 ）
～ 就業場所 十日町市

月給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

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

月給 変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～18時00分

TEL 025-757-8157 （従業員数 5人 ）
～ 就業場所 十日町市

月給 フレックス
(1) 9時00分～18時00分

TEL 025-752-0330 （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 025-752-3964 （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
(2) 8時00分～17時00分

TEL 025-752-3964 （従業員数 6人 ）
～ 就業場所 十日町市

月給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分
(2) 7時30分～16時30分

TEL 025-758-4300 （従業員数 12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

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 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

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

1人 15080- 2226791正社員

雇用期間の定めなし

1人 15080- 2227891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

配管工（未経験者）【急募】 40歳以下 有限会社　技工住設 十日町市新座甲６２４番地１ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＭＴ）

（ 省令３号のイ ） 180,000円～
250,000円

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

普通自動車免許（ＡＴ限
定不可）

（ 省令３号のイ ） 160,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 2222391正社員

雇用期間の定めなし

2人 15080- 2224991正社員

測量助手【急募】 40歳以下 苗場建設サービス
株式会社

十日町市伊達甲１６９６－９

プログラマー・システムエン
ジニア

45歳以下 有限会社　フロンティ
ア十日町

十日町市千代田町１番地６　古田島ビル
２階

雇用・労災・
健康・厚生

不問

（ 省令３号のイ ） 135,000円～
300,000円

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＭＴ）

（ 省令１号 ） 180,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 2283991正社員

雇用期間の定めなし

1人 15080- 2221091正社員

配管工（経験者）【急募】 59歳以下 有限会社　技工住設 十日町市新座甲６２４番地１

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

美容・理容師免許（いず
れか）

（ 年齢不問 ） 150,000円～
230,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 2281391正社員 （株）青柳　明石町工房

雇用期間の定めなし

1人 15080- 2282691正社員 「美容室プチエール」

美容師もしくは理容師【急
募】

不問 有限会社　ベストワン 十日町市千歳町１丁目１番地２１

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

普通自動車免許（ＭＴ）

（ 省令１号 ） 183,600円～
259,200円

雇用期間の定めなし

5人 15080- 2279291正社員

雇用期間の定めなし

2人 15080- 2280091正社員

土木作業員及び重機オペ
レーター

61歳以下 株式会社　魚沼重機
工業

十日町市山野田３１０－１

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（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

3人 15080- 2277791正社員

雇用期間の定めなし

5人 15080- 2278891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

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・
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

2人 15080- 2275991正社員

雇用期間の定めなし

1人 15080- 2276491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

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・
財形

普通自動車免許（ＭＴ）

（ 省令３号のイ ） 180,000円～
220,000円

雇用・労災・
健康・厚生

不問

（ 年齢不問 ） 140,000円～
350,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 2268491正社員

雇用期間の定めなし

1人 15080- 2272091正社員

プログラマー・システムエン
ジニア（経験者）

不問 有限会社　フロンティ
ア十日町

十日町市千代田町１番地６　古田島ビル
２階

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

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

雇用期間の定めなし

1人 15080- 2266691正社員

雇用期間の定めなし

1人 15080- 2267991正社員

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

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

日商簿記２級以上

（ 省令１号 ） 230,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 2263191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

1人 15080- 2264091正社員

経理事務員（経験者） 59歳以下 株式会社　いつ和 十日町市明石町６番地２

土木作業員 18歳～64歳 株式会社　飯塚建設 十日町市浦田７９５０番地２ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＭＴ）

（ 省令１号 ） 208,000円～
260,000円

雇用・労災・
健康・厚生

日商簿記３級

（ 省令１号 ） 155,000円～
160,000円

雇用期間の定めなし

2人 15080- 2260891正社員

雇用期間の定めなし

1人 15080- 2262591正社員

経理事務員 59歳以下 株式会社　いつ和 十日町市明石町６番地２
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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 加入保険等

年俸 変形（１ヶ月単位）
(1) 6時30分～15時30分
(2) 9時30分～18時30分

TEL 025-761-7400 （従業員数 46人 ） (3)11時00分～20時00分
～ 就業場所 津南町

確定拠出年金
月給 変形（１年単位）

(1) 8時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
(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 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 変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～17時30分

TEL 027-233-0522 （従業員数 2人 ）
～ 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

月給 変形（１ヶ月単位）

TEL 045-224-7095 （従業員数 56人 ）
～ 就業場所 十日町市

確定拠出年金
日給

(1) 8時00分～17時30分

TEL 025-761-7719 （従業員数 2人 ）
～ 就業場所 十日町市

月給 変形（１年単位）
(1) 8時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00分～17時00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) 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
(1) 8時15分～17時15分

TEL 025-757-1571 （従業員数 323人 ）
R2.4.1 ～ 就業場所 十日町市

時給 交替制あり
(1) 8時00分～16時30分
(2)10時30分～19時00分

TEL 025-382-0091 （従業員数 7人 ）
～ 就業場所 十日町市

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

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 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
(1) 8時30分～17時15分

TEL 025-597-2006 （従業員数 5人 ）
～ R2.3.31 就業場所 十日町市

時給
(1) 7時30分～16時30分
(2)11時00分～20時00分

TEL 025-758-4348 （従業員数 82人 ） (3)13時00分～22時00分
～ 就業場所 十日町市

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 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問

（ 省令１号 ） 147,000円～
186,000円

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問

（ 省令３号のイ ） 156,450円～
179,200円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 2209491正社員

雇用期間の定めなし

5人 15080- 2210291正社員 本支店または各事業所のいずれか

総合農協としての事務及び
営業等の業務全般

28歳以下 十日町農業協同組合 十日町市高山６４１番地１

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・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

3人 15080- 2206391正社員

雇用期間の定めなし

5人 15080- 2208991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

鳶・土エ 不問 睦工業 十日町市本町６の２丁目６９－２ 雇用・労災 普通自動車免許（ＭＴ）

（ 年齢不問 ） 169,600円～
330,720円

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

5人 15080- 2204191正社員

雇用期間の定めなし

2人 15080- 2205091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

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・労災・
健康・厚生

普通自動車運転免許

（ 省令３号のイ ） 239,862円～
245,344円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 2215691正社員

雇用期間の定めなし

1人 14010-51114191
又は 9時00分～ 0時00分
の間の8時間程度正社員 十日町市島丑５７５－１　かっぱ寿司　十日町店

総合職 18歳～45歳 カッパ・クリエイト　株
式会社

横浜市西区みなとみらい２－２－１　ラン
ドマークタワー１２Ｆ

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・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＡＴ不
可）

（ 省令３号のイ ） 210,001円～
250,001円

雇用期間の定めなし

1人 15120- 4603191正社員 ＦＩＣパートナーズ　「ピタッとほけん」　十日町支店

雇用期間の定めなし

1人 10010-13040591正社員 十日町市中条丙９８２－３　コーエィー（株）十日町営業所

建設レンタル総合職（幹部候
補）【急募】十日町営業所

40歳以下 コーエィ株式会社 群馬県前橋市上小出町１丁目９－１２

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

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

310,000円

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

2人 15022- 1713791正社員 本社（同上）、十日町営業所（十日町市中条丙７９５

雇用期間の定めなし

1人 15120- 4602591正社員 イオン十日町内店　ＦＩＣパートナーズ　ピタッとほけ

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

調理員（かりんの里） 不問 社会福祉法人　苗場
福祉会

十日町市川治４５２５番地 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

（ 年齢不問 ） 154,000円～
166,400円

雇用・労災・
健康・厚生

不問

（ 省令１号 ） 170,000円～
170,000円

雇用期間の定めなし

2人 15080- 2233491正社員 特別養護老人ホーム　かりんの里

雇用期間の定めなし

1人 15080- 2217491正社員

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

） 162,000円～
162,000円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15010-37613991
又は 8時00分～19時00分
の間の7時間以上正社員以外 十日町市丑２７２－６　㈱トヨタレンタリース新潟　十日町店

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 15010-36608191
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

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

レンタルスタッフ（十日町市） 不問 株式会社　トヨタレン
タリース新潟

新潟市江南区下早通柳田２丁目２番１２
号

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＡＴ限
定要相談）

（ 年齢不問

フォークリフト運転手【急募】
（０．９ｔ）

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

フォークリフト運転免許
証
普通自動車免許（ＭＴ）（ 省令１号 ） 143,496円～

155,598円
雇用期間の定めなし

2人 15080- 2239091正社員以外

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 ） 160,370円～

180,670円
雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

2人 15010-37262791正社員以外 ※現場は中越地区

館内清掃（ホテル　ベルナ
ティオ）【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 ） 146,200円～
172,000円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15080- 2274691正社員以外 十日町市馬場癸１２３９（珠川）　ホテル　ベルナティ

記帳指導員 不問 松代町商工会 十日町市松代３２４４－７ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

（ 年齢不問 ） 133,067円～
140,895円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15080- 2273391正社員以外
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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 加入保険等

時給
(1) 8時30分～17時30分

TEL 025-765-5226 （従業員数 29人 ）
～ R2.3.31 就業場所 津南町

日給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

TEL 025-755-5500 （従業員数 50人 ）
～ R1.12.20 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
(1) 8時00分～17時00分

TEL 025-597-2044 （従業員数 14人 ）
～ 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 025-782-4007 （従業員数 30人 ）
～ 就業場所 十日町市

時給
(1) 9時00分～12時00分

TEL 025-288-6468 （従業員数 1人 ）
～ 就業場所 十日町市

時給 交替制あり

TEL 025-249-7788 （従業員数 17人 ）
～ 就業場所 十日町市

時給 交替制あり

TEL 025-249-7788 （従業員数 16人 ）
～ 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) 6時30分～10時30分
(2) 8時00分～12時00分

TEL 025-274-5895 （従業員数 8人 ） (3) 9時30分～12時30分
～ 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

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) 7時00分～11時30分

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

時給
(1)11時00分～14時00分
(2)18時00分～21時00分

TEL 025-761-1515 （従業員数 26人 ）
～ 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) 8時30分～17時00分
(2) 7時30分～11時00分

TEL 025-755-5500 （従業員数 8人 ） (3)21時00分～23時00分
～ 就業場所 十日町市

時給
(1) 8時30分～17時00分
(2) 7時30分～11時00分

TEL 025-755-5500 （従業員数 8人 ） (3)21時00分～23時00分
～ 就業場所 十日町市

時給
(1) 8時30分～17時00分
(2) 7時30分～11時00分

TEL 025-755-5500 （従業員数 8人 ） (3)21時00分～23時00分
～ 就業場所 十日町市

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) 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

警備員 18歳以上 株式会社　クリーンセ
キュリティー

十日町市子７５７番地１（ポートインビル２
Ｆ）

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＭＴ）

（ 省令２号 ） 172,000円～
215,000円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

10人 15080- 2228291正社員以外 警備部門営業所

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 ） 134,792円～
134,792円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15080- 2223691正社員以外 津南町大字下船渡甲１４０２－１　㈱リコーキハラ　卯ノ木工場

舗装工事現場作業員 18歳以上 福田道路株式会社
十日町営業所

十日町市太平字蒲生田５９６－１ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＡＴ限
定可）　※業務上社有
車運転のため（ 省令２号 ） 187,640円～

212,290円
雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

2人 15080- 2230391正社員以外

介護職員（有期契約・従来
型）

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～
228,485円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15080- 2229591正社員以外

）
900円～900円雇用期間の定めなし

1人 15010-37372691パート労働者 十日町エリア

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- 4619291正社員以外 十日町市中条丙７９５番地１　東日本警備㈱　十日町営業所

パチンコ店フレックスホール
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

労災 不問

（ 年齢不問 ） 1,100円～1,300
円

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）

3人 15010-36661991
又は 8時00分～ 0時00分
の間の5時間以上パート労働者 十日町市字下川原寅乙１８８番地　パチンコＮ－１　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

歯科技工物のルート配達及
び梱包（十日町エリア）

不問 株式会社　Ｇ－ＲＥＸ 新潟市江南区丸山ノ内善之丞組７１２ 労災 普通自動車運転免許

（ 年齢不問

（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 15010-36893191パート労働者 十日町市松代３２５５－３　　第四銀行　松代支店

パチンコ店カウンター専門ス
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

労災 不問

（ 年齢不問 ）
930円～1,100円雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）

1人 15010-36714091
又は 8時00分～ 0時00分
の間の5時間以上パート労働者 パチンコＮ－１　十日町店

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 ） 1,053円～1,186

円
雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

2人 15010-37253491パート労働者 ※現場は中越地域

（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 ）
830円～900円雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15010-36949091パート労働者 十日町市旭町　リオンドール十日町店

ルート配送（パート） 59歳以下 株式会社　グリーン
エース共和

十日町市高山７４５ 雇用・労災 普通自動車免許（ＭＴ）

（ 省令１号 ） 1,000円～1,000
円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 2244291パート労働者

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 ）
830円～850円雇用期間の定めなし

3人 15080- 2240991パート労働者

（請）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 ）
830円～830円雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15080- 2254591パート労働者 十日町市水口沢１２１－７　千手温泉　千年の湯

（請）ホール係【土曜・日曜・
祝日】

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 ）
830円～830円雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15080- 2253291パート労働者 十日町市水口沢１２１－７　千手温泉　千年の湯

（請）清掃員 18歳以上 株式会社　クリーンセ
キュリティー

十日町市子７５７番地１（ポートインビル２
Ｆ）

雇用・労災 普通自動車免許（ＭＴ）

（ 省令２号 ）
830円～850円雇用期間の定めなし

2人 15080- 2259991パート労働者

（請）清掃員 18歳以上 株式会社　クリーンセ
キュリティー

十日町市子７５７番地１（ポートインビル２
Ｆ）

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＭＴ）

（ 省令２号 ）
830円～900円雇用期間の定めなし

2人 15080- 2256091パート労働者

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 ）
830円～830円雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15080- 2265391パート労働者

（請）清掃員 18歳以上 株式会社　クリーンセ
キュリティー

十日町市子７５７番地１（ポートインビル２
Ｆ）

労災 不問

（ 省令２号 ）
830円～850円雇用期間の定めなし

2人 15080- 2261291パート労働者

（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- 2269791パート労働者 十日町市馬場癸１２３９（珠川）　ホテル　ベルナティ
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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 加入保険等

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

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

時給
(1) 7時30分～14時30分
(2) 5時30分～11時30分

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

時給
(1) 6時30分～ 9時30分
(2)17時00分～20時00分

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

時給 交替制あり
(1) 8時00分～12時00分
(2)13時00分～17時00分

TEL 025-752-3992 （従業員数 6人 ）
～ 就業場所 十日町市

時給

TEL 025-750-1248 （従業員数 0人 ）
～ 就業場所 十日町市

時給
(1) 8時30分～15時30分

TEL 025-757-3111 （従業員数 6人 ）
R1.11.1 ～ R2.3.31 就業場所 十日町市

時給
(1)10時15分～17時15分
(2) 8時30分～15時30分

TEL 025-757-3111 （従業員数 6人 ）
R1.10.21 ～ R2.3.31 就業場所 十日町市

時給
(1)10時00分～16時00分

TEL 025-752-5385 （従業員数 6人 ）
～ 就業場所 十日町市

時給
(1) 8時30分～15時00分

TEL 025-752-0916 （従業員数 15人 ）
～ 就業場所 十日町市

時給
(1) 8時00分～12時00分
(2) 8時15分～12時00分

TEL 025-757-2256 （従業員数 6人 ） (3) 8時30分～12時00分
～ 就業場所 十日町市

時給
(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) 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)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) 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

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)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)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) 7時00分～12時00分
(2)13時30分～18時30分

TEL 025-788-0521 （従業員数 6人 ）
～ 就業場所 十日町市

（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- 2270591パート労働者 十日町市馬場癸１２３９（珠川）　ホテル　ベルナティ

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 ）
830円～1,000円雇用期間の定めなし

2人 15080- 2225491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- 2271191パート労働者 十日町市馬場癸１２３９（珠川）　ホテル・ベルナティ

調理員（かりんの里） 不問 社会福祉法人　苗場
福祉会

十日町市川治４５２５番地 労災 普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

（ 年齢不問 ）
830円～950円雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15080- 2232991パート労働者 特別養護老人ホーム　かりんの里

調理員 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 ）
830円～880円雇用期間の定めなし

1人 15080- 2231691パート労働者

調理及び接客 不問 有限会社　エグゼ 十日町市本町３－３６９－１　
　　ホテルニュー十日町内　１階

労災 不問

（ 年齢不問 ）
850円～900円雇用期間の定めなし

2人 15080- 2218791
又は 9時00分～17時00分
の間の5時間程度パート労働者 十日町市西本町３丁目６－８　　ビストロ　サニーサイド

弁当の盛り付け及び配達 不問 宅配クック１２３　十
日町店

十日町市川治１１８６番地 雇用・労災 普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

（ 年齢不問 ）
830円～850円雇用期間の定めなし

1人 15080- 2216991パート労働者

施設管理事務　森の学校
「キョロロ」

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 ）
830円～830円雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15080- 2213091パート労働者 十日町市松之山松口１７１２－２　森の学校　キョロロ

一般事務補助（議会事務局
議事係）

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

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- 2219891パート労働者

エノキ茸の収穫と包装・箱詰
め

64歳以下 有限会社　きのこハ
ウス白川

十日町市大字四日町新田　３８７番地 雇用・労災 不問

（ 省令１号 ）
830円～850円雇用期間の定めなし

2人 15080- 2202291パート労働者

自動車部品の卸販売・配達
員

59歳以下 有限会社　十日町
パーツ

十日町市高山８２６－６ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

（ 省令１号 ）
850円～950円雇用期間の定めなし

1人 15080- 2201891パート労働者

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 ）
830円～830円雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15020-14646691パート労働者 十日市本町６　㈱渡辺ドライ　ニューワタナベ事業部　十日町ショップ

弁当配達員 不問 有限会社　ハーベス
ト

十日町市寿町３－２－２０ 雇用・労災 普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

（ 年齢不問 ）
870円～870円雇用期間の定めなし

3人 15080- 2203591パート労働者

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 ）
830円～1,200円雇用期間の定めなし

2人 15022- 1731591パート労働者 十日町市、旧川西町、旧中里村、津南町

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- 1705791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- 9884091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- 9883191パート労働者 コメリハードアンドグリーン十日町店

省令１号 ）
900円～900円雇用期間の定めなし

1人 15120- 4601291パート労働者 イオン十日町店内　ＦＩＣパートナーズ　ピタッとほけ

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 ）
830円～830円雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

2人 15070- 9929091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
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。（請）施設調理補助スタッフ
（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 不問

（ 省令１号 ）
830円～830円雇用期間の定めなし

1人 15120- 4610591パート労働者 ケアセンター三好園しんざ　厨房内

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

（

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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月 日

月 日

月 日

月 日

月 日

月 日

定員： ２０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。

10 9 職業訓練説明会「事務応用科」㊌

10:00 ～ 11:00 会場： ハローワーク十日町　２Ｆ　会議室

１５名

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
１１月８日～３月５日

事務応用科　　　【公共訓練】
≪訓練場所：スリーエスＩＴトレーニングセンター　　十日町市伊達甲960-1≫

募集期間
～１０月１６日

目標とする取得資格：　日商簿記３級　Ｅｘｃｅｌ２級　Ｗｏｒｄ３級　 定員１５名

11 27 再就職支援セミナー（中高年齢者対象 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） 定員：

13:30 ～ 15:30 会場： ハローワーク十日町　２Ｆ　相談室
１３：３０～１５：３０の
間で３０分毎の予約相談制

定員： 20名

11 22 看護のお仕事　個別相談会
新潟県ナースセンター相談員との個別相談㊎

２０名

10 18 再就職支援セミナー（基本 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）

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

対象：１５歳～３９歳
の無業で就職希望の方

15:00 ～ 16:00 職業相談（予約制）

10 18 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㊎

☆より良い就職を実現するためのセミナー等☆

10 16 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

○
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
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込
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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 


