
月給
(1) 8時30分～17時30分

TEL 025-757-1151 （従業員数 9人 ）
～ 就業場所 十日町市

月給 変形（１年単位）
(1) 8時30分～17時30分

TEL 025-752-4131 （従業員数 26人 ）
～ 就業場所 十日町市

月給 変形（１年単位）
(1) 8時30分～17時30分

TEL 025-752-4131 （従業員数 26人 ）
～ 就業場所 十日町市

月給 変形（１年単位）
(1) 8時30分～17時30分

TEL 025-752-4131 （従業員数 60人 ）
～ 就業場所 十日町市

月給 変形（１年単位）
(1) 8時30分～17時50分

TEL 025-768-4186 （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30分～17時30分

TEL 025-752-2734 （従業員数 25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 025-768-2247 （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～17時45分
(2) 9時00分～17時30分

TEL 048-527-8811 （従業員数 7人 ）
～ 就業場所 十日町市

確定給付年金
月給

(1) 8時00分～17時30分

TEL 025-752-2650 （従業員数 14人 ）
～ 就業場所 十日町市

月給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時30分

TEL 025-597-2821 （従業員数 25人 ）
～ 就業場所 十日町市

月給
(1) 9時00分～17時30分
(2)10時00分～18時30分

TEL 048-662-5360 （従業員数 6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

月給
(1) 9時15分～17時00分

TEL 0257-21-0644 （従業員数 14人 ）
～ 就業場所 十日町市

月給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時15分

TEL 025-752-5600 （従業員数 9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

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～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
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【 12月6日(金) 号 】
≪次回の発行は12/13(金)です.≫

加入保険等 必要な免許資格

受付、事務全般 45歳以下 株式会社　田村自動
車　スバルショップ

十日町市河内町５番地１３ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

（ 省令３号のイ

職　　　　　種
雇用形態・雇用期間

年齢・指針
・求人数 賃　　　金 求　人　者　名 所 在 地 ・ 就 業 場 所 就　業　時　間

雇用・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

） 153,000円～
185,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 2791891正社員

雇用期間の定めなし

1人 15080- 2794191正社員

経理事務員 44歳以下 吉澤織物　株式会社 十日町市本町１丁目下６８６

営業員（ルートセールス） 44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

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＭＴ）

（ 省令３号のイ ） 150,000円～
170,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 2795091正社員

雇用期間の定めなし

1人 15080- 2796391正社員 十日町市昭和町１丁目　　吉澤織物㈱　昭和町工場

きもの加工生産 45歳以下 吉澤織物　株式会社 十日町市本町１丁目下６８６

自動車整備工 40歳以下 株式会社　井川自動
車

十日町市新町新田２０７－２ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＭＴ）
自動車整備士３級以上

（ 省令３号のイ ） 162,500円～
222,500円

雇用・労災・
健康・厚生

不問

（ 省令１号 ） 165,000円～
230,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 2799491正社員

雇用期間の定めなし

1人 15080- 2806291正社員

仕上工 59歳以下 魚沼整染　株式会社 十日町市山谷１２５３－２

重機オペレーター及び土木
作業員

不問 株式会社　北野工務
店

十日町市山野田４１１－５ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（Ｍ
Ｔ）・大型特殊免許

（ 年齢不問 ） 217,000円～
260,400円

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

普通自動車運転免許
（ＡＴ限定可）

（ 省令１号 ） 160,000円～
165,000円

雇用期間の定めなし

2人 15080- 2808191正社員

雇用期間の定めなし

1人 11020-10928391正社員 十日町市下条１丁目２２－２　「十日町支店」

営業事務（十日町支店） 59歳以下 ヤンマーアグリジャパ
ン株式会社　関東甲
信越支社

埼玉県熊谷市久下字上分１２４３番地１

消防用設備の保守点検 44歳以下 タナベ防災　株式会
社

十日町市西本町１丁目４０６－８ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＭＴ）

（ 省令３号のイ ） 170,000円～
190,000円

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

普通自動車免許（ＡＴ限
定不可）

（ 年齢不問 ） 160,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 2787191正社員

雇用期間の定めなし

1人 15080- 2788091正社員

事務職 不問 ダイワ電気工事　株
式会社

十日町市松代３７７３－２５

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 ） 230,000円～
230,000円

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

5人 11030-40756291
又は 9時00分～21時00分
の間の7時間程度正社員 展示会場（「松之山温泉ナステビュウ湯の山」他）

雇用期間の定めなし

2人 15022- 2082091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

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・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＭＴ）

（ 年齢不問 ） 200,000円～
270,000円

雇用期間の定めなし

1人 15050- 4815591正社員 十日町市駅通り１７　エコマール十日町１Ｆ

雇用期間の定めなし

2人 15080- 2733891正社員

現場作業員 不問 新栄工業　株式会社 十日町市中条丙９８２－８

土木技術者（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 ） 239,800円～
305,200円

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車（ＭＴ）　大
型特殊１種　車両系整
地掘削運転免許（ 省令１号 ） 218,000円～

283,400円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 2735591正社員

雇用期間の定めなし

1人 15080- 2737091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

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 ） 196,200円～
283,400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 ） 168,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 2738391正社員

雇用期間の定めなし

1人 15080- 2739691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

管工事施工管理（上下水道） 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 ） 168,000円～
260,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 2740491正社員

11月28日(木)～12月4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)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ヶ月単位）
(1)23時00分～ 8時00分
(2)11時00分～20時00分

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

月給 変形（１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30分

TEL 025-757-1525 （従業員数 45人 ）
～ 就業場所 十日町市

月給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

TEL 025-757-8542 （従業員数 22人 ）
～ 就業場所 十日町市

月給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

TEL 025-757-8542 （従業員数 22人 ）
～ 就業場所 十日町市

月給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

TEL 025-757-8542 （従業員数 22人 ）
～ 就業場所 十日町市

月給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

TEL 025-757-8542 （従業員数 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 025-757-8542 （従業員数 22人 ）
～ 就業場所 十日町市

月給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

TEL 025-757-8542 （従業員数 22人 ）
～ 就業場所 十日町市

月給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

TEL 025-757-8542 （従業員数 22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 025-752-3146 （従業員数 31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) 7時00分～16時00分

TEL 025-752-3146 （従業員数 31人 ）
～ 就業場所 十日町市

時給
(1)17時00分～ 2時00分

TEL 025-752-3146 （従業員数 31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

年俸 変形（１ヶ月単位）
(1) 6時30分～15時30分
(2) 7時00分～16時00分

TEL 025-761-7400 （従業員数 0人 ） (3) 9時30分～18時30分
～ 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
(2)17時00分～ 9時00分

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

月給 変形（１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
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雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

（ 省令１号 ） 178,000円～
178,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 2741791
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

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 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

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

普通自動車免許（ＭＴ）

（ 省令３号のイ ） 168,000円～
260,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 2742891
又は 6時00分～20時00分
の間の8時間程度正社員

雇用期間の定めなし

1人 15080- 2743291正社員

管工事施工管理（未経験者） 35歳以下 株式会社　美佐伝 十日町市四日町新田２２２－５

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 ） 175,000円～
260,000円

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

（ 省令１号 ） 205,000円～
205,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 2744591正社員

雇用期間の定めなし

1人 15080- 2745191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

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 ） 168,000円～
250,000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 ） 168,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 2746091正社員

雇用期間の定めなし

1人 15080- 2747391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

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・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＭＴ）

（ 省令１号 ） 250,000円～
380,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 2748691正社員

雇用期間の定めなし

1人 15080- 2751291正社員

土木施工管理 18歳～64歳 株式会社　村山興業 十日町市北新田１３２

解体・土木作業員 18歳～64歳 株式会社　村山興業 十日町市北新田１３２ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（Ｍ
Ｔ）・中型自動車免許

（ 省令１号 ） 190,000円～
250,000円

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車運転免許
（ＡＴ限定可）

（ 省令１号 ） 250,000円～
380,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 2753191正社員

雇用期間の定めなし

1人 15080- 2754091正社員

解体工事施工管理 18歳～64歳 株式会社　村山興業 十日町市北新田１３２

産業廃棄物の処理及び管理
（新宮工場）

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

普通自動車運転免許
（ＭＴ）　車両建設機械
（整地）（ 省令１号 ） 230,000円～

280,000円

雇用・労災・
健康・厚生

大型自動車免許一種、
車両系建設機械（整地
掘削）（ 省令１号 ） 220,000円～

300,000円

雇用期間の定めなし

2人 15080- 2755391正社員 十日町市馬場丙１５８１番地　がれき類リサイクルプラント（新宮工場）

雇用期間の定めなし

2人 15080- 2756691正社員

重機オペレーター 18歳～64歳 株式会社　村山興業 十日町市北新田１３２

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

大型自動車免許一種、
車両系建設機械（整地
掘削）（ 省令１号 ） 220,000円～

280,000円

雇用・労災・
健康・厚生

大型自動車免許一種、
車両系建設機械（整地
掘削）＊備考欄（ 省令１号 ） 220,000円～

280,000円

雇用期間の定めなし

2人 15080- 2757991正社員

雇用期間の定めなし

1人 15080- 2759791正社員

重機等の運搬 18歳～64歳 株式会社　村山興業 十日町市北新田１３２

タクシー運転手 18歳～59歳 十日町交通　株式会
社

十日町市本町２丁目２２０番地 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

普通自動車免許（ＭＴ）

（ 省令１号 ） 203,977円～
210,701円

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

普通自動車運転免許
（ＭＴ）

（ 省令１号 ） 156,960円～
156,960円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 2761191正社員

雇用期間の定めなし

1人 15080- 2762091正社員

タクシー運転手（日中勤務） 59歳以下 十日町交通　株式会
社

十日町市本町２丁目２２０番地

タクシー運転手（夜間勤務） 18歳～59歳 十日町交通　株式会
社

十日町市本町２丁目２２０番地 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

普通自動車運転免許
（ＭＴ）

（ 省令１号 ） 190,602円～
196,836円

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問

（ 省令１号 ） 150,000円～
170,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 2763391正社員

雇用期間の定めなし

2人 15080- 2766491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

調理員「なの花」 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

不問

（ 省令１号 ） 154,000円～
166,400円

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

看護師又は准看護師免
許

（ 省令１号 ） 192,000円～
260,000円

雇用期間の定めなし

5人 15080- 2767791正社員 十日町市中条己２９５８番地　「特別養護老人ホーム　なの花」

雇用期間の定めなし

1人 15080- 2769291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

土木作業員及び重機オペ
レーター

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

4人 15080- 2770091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) 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

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 0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) 7時00分～16時00分
(2) 8時00分～17時00分

TEL 025-761-7400 （従業員数 0人 ） (3)17時00分～ 9時00分
～ 就業場所 十日町市

確定拠出年金
年俸 変形（１ヶ月単位）

(1) 7時00分～16時00分
(2) 8時00分～17時00分

TEL 025-761-7400 （従業員数 0人 ） (3)17時00分～ 9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 025-750-7390 （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45分～17時00分

TEL 025-763-2541 （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 025-763-2541 （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 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00分

TEL 025-755-2224 （従業員数 6人 ）
～ 就業場所 十日町市

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 22人 ）
～ 就業場所 十日町市

月給
(1) 9時00分～18時00分

TEL 025-750-1147 （従業員数 15人 ）
～ 就業場所 十日町市

月給 交替制あり
(1) 8時45分～18時15分
(2) 9時30分～19時00分

TEL 025-770-2026 （従業員数 21人 ） (3)10時00分～19時30分
～ 就業場所 十日町市

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

TEL 076-461-5610 （従業員数 4人 ）
～ 就業場所 十日町市

その他 変形（１ヶ月単位）
(1) 9時00分～19時30分

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

その他 変形（１ヶ月単位）
(1) 9時00分～19時30分

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

日給 変形（１年単位）
(1) 7時30分～17時20分

TEL 025-756-2022 （従業員数 6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 025-752-3436 （従業員数 9人 ）
～ 就業場所 十日町市

月給 交替制あり
(1) 8時30分～17時30分
(2) 7時30分～16時30分

TEL 025-758-3782 （従業員数 24人 ） (3) 9時30分～18時30分
R2.4.1 ～ R3.3.31 就業場所 十日町市

月給
(1) 8時30分～17時30分

TEL 025-758-3782 （従業員数 24人 ）
R2.1.6 ～ R2.3.31 就業場所 十日町市

時給 変形（１年単位）
(1) 9時00分～18時00分

TEL 025-752-3131 （従業員数 3人 ）
～ 就業場所 十日町市
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経理事務員 不問 株式会社　関芳 十日町市山本町５丁目８７３番地１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問

（ 年齢不問 ） 150,336円～
153,790円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15080- 2807591正社員以外

調理員 不問 社会福祉法人　森の
保育園

十日町市大字大黒沢１７８９－２ 雇用・労災・
健康・厚生

不問

（ 年齢不問 ） 163,500円～
163,500円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15080- 2801691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

保育教諭 不問 社会福祉法人　森の
保育園

十日町市大字大黒沢１７８９－２ 雇用・労災・
健康・厚生

保育士免許と幼稚園教
諭免許の両方が必要

（ 年齢不問 ） 168,300円～
211,900円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15080- 2800391正社員以外 令和２年４月～「幼保連携型認定こども園、あおのもり」

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

普通自動車免許（ＭＴ）

（ 省令１号 ） 174,400円～
239,800円

雇用期間の定めなし

2人 15080- 2771391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

正・准看護師「なの花」 64歳以下 社会福祉法人　苗場
福祉会

十日町市川治４５２５番地 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

看護師または准看護師

（ 省令１号 ） 203,000円～
300,000円

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

介護福祉士

（ 省令１号 ） 183,000円～
227,000円

雇用期間の定めなし

3人 15080- 2773991正社員 十日町市中条己２９５８番地　「特別養護老人ホーム　なの花」

雇用期間の定めなし

15人 15080- 2774491正社員 十日町市中条己２９５８番地　「特別養護老人ホーム　なの花」

介護職員【介護福祉士】経験
者「なの花」

18歳～64歳 社会福祉法人　苗場
福祉会

十日町市川治４５２５番地

介護職員「なの花」 18歳～64歳 社会福祉法人　苗場
福祉会

十日町市川治４５２５番地 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問

（ 省令１号 ） 154,000円～
188,000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

10人 15080- 2775791正社員 十日町市中条己２９５８番地　「特別養護老人ホーム　なの花」

雇用期間の定めなし

5人 15080- 2777291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

土木施工管理者 64歳以下 株式会社　三高土木 十日町市田沢本村甲２８０－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

普通自動車免許（ＭＴ）
二級土木施工管理技士

（ 省令１号 ） 250,000円～
350,000円

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

普通自動車運転免許
（МＴ）

（ 省令２号 ） 230,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 2779191正社員

雇用期間の定めなし

1人 15080- 2780691
又は 3時00分～17時00分
の間の8時間程度正社員

土木作業員 18歳～45歳 株式会社　三高土木 十日町市田沢本村甲２８０－１

電気工事士 45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・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＭＴ）

（ 年齢不問 ） 173,600円～
260,400円

雇用期間の定めなし

2人 15080- 2781991正社員

雇用期間の定めなし

3人 15080- 2782491正社員

土木作業員 不問 有限会社　緑陽 十日町市下条４丁目２２４－２８

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

不問

（ 省令３号のイ ） 160,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 2783791正社員

雇用期間の定めなし

1人 15080- 2784891正社員 お酒の専門店てーぶるくろす　十日町店敷地内　事務所


事務員 40歳以下 越路商事　株式会社 十日町市高田町６丁目６１３番地３

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・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（通勤
用）

（ 省令１号 ） 164,860円～
198,750円

雇用期間の定めなし

3人 15120- 5551691正社員 十日町市下平寅乙３７６－８　ドコモショップ十日町店

雇用期間の定めなし

1人 16010-28613191正社員 十日町市山本町５丁目８３６番地　Ｐａｒａｄｅ十日町店

販売（Ｐａｒａｄｅ十日町） 59歳以下 株式会社　ワシントン
靴店

富山県富山市婦中町青島４０１

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・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 27150-25501891正社員 十日町市丑７４９－２　妻有ショッピングセンター

雇用期間の定めなし

1人 27150-25502291正社員 十日町市丑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

建築大工【急募】 50歳以下 有限会社　水成工務
店

十日町市下条２丁目１３０－８ 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 ） 163,500円～
261,600円

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

普通自動車免許（ＡＴ
可）

（ 省令１号 ） 181,237円～
228,008円

雇用期間の定めなし

2人 15080- 2730991正社員

雇用期間の定めなし

1人 15080- 2729091正社員

ルート営業 59歳以下 株式会社　富士薬品
十日町営業所

十日町市四日町新田６１８－１

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 交替制あり
(1) 9時15分～18時15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

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

月給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分
(2)13時00分～22時00分

TEL 025-763-4822 （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 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 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 11人 ） (3) 8時45分～17時45分
～ R2.3.31 就業場所 十日町市

時給
(1) 8時00分～17時00分

TEL 025-783-2876 （従業員数 0人 ）
就業場所 十日町市

～ 十日町市下条１－１２０８

時給
(1)18時00分～22時00分

TEL 025-765-2442 （従業員数 7人 ）
～ 就業場所 津南町

時給
(1) 9時00分～16時00分

TEL 025-758-3986 （従業員数 16人 ）
～ 就業場所 十日町市

時給

TEL 025-752-2449 （従業員数 22人 ）
～ 就業場所 十日町市

時給

TEL 025-758-3782 （従業員数 24人 ）
R2.4.1 ～ R3.3.31 就業場所 十日町市

時給

TEL 025-758-3782 （従業員数 24人 ）
R2.1.6 ～ R2.3.31 就業場所 十日町市

時給

TEL 025-752-2734 （従業員数 25人 ）
～ 就業場所 十日町市

時給

TEL 025-752-2449 （従業員数 22人 ）
～ 就業場所 十日町市

時給
(1)10時30分～17時00分

TEL 025-752-3181 （従業員数 26人 ）
R2.1.27 ～ R2.3.31 就業場所 十日町市

時給

TEL 025-752-3181 （従業員数 26人 ）
R2.2.4 ～ R2.3.16 就業場所 十日町市

時給
(1) 9時00分～15時30分

TEL 025-752-3181 （従業員数 26人 ）
R2.2.10 ～ R2.3.31 就業場所 十日町市

時給
(1)14時00分～19時00分

TEL 025-782-0059 （従業員数 13人 ）
～ 就業場所 津南町

時給

TEL 027-345-8725 （従業員数 0人 ）
～ R2.3.15 就業場所 十日町市

時給
(1) 9時00分～15時00分

TEL 025-367-0175 （従業員数 13人 ）
～ R2.3.31 就業場所 十日町市
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（障）清掃員（十日町市・魚沼
市・南魚沼市）

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 雇用・労災 普通自動車免許

（ 年齢不問 ）
830円～830円雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）

1人 15010-45135291パート労働者 十日町市・魚沼市・南魚沼市内の各店舗

パート／店舗スタッフ／十日
町店／１１７７／急募

不問 株式会社　ヤマダ電
機

群馬県高崎市栄町１番１号 雇用・労災・
健康・厚生

不問

（ 年齢不問 ）
900円～1,150円雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 10020-23691391
又は10時00分～21時00
分の間の7時間程度パート労働者 十日町市高山６９８－１　テックランド十日町店

ホームセンター販売員（塩沢
店）

不問 有限会社　大塚金物
店

南魚沼市塩沢１１７－１ 労災 不問

（ 年齢不問 ）
870円～870円雇用期間の定めなし

1人 15120- 5750091パート労働者 ホームマートおおつか塩沢店

事務職（管理運営・徴収部
門）

不問 十日町税務署 十日町市本町１丁目上１－１８
十日町合同庁舎　２階

雇用・労災 不問

（ 年齢不問 ）
900円～900円雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）

5人 15080- 2811491パート労働者

事務職（個人課税部門） 不問 十日町税務署 十日町市本町１丁目上１－１８
十日町合同庁舎　２階

雇用・労災 不問

（ 年齢不問 ）
910円～910円雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）

6人 15080- 2810991
又は 9時00分～17時00分
の間の6時間程度パート労働者

事務職（管理運営・徴収部
門）

不問 十日町税務署 十日町市本町１丁目上１－１８
十日町合同庁舎　２階

雇用・労災 不問

（ 年齢不問 ）
900円～900円雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）

1人 15080- 2809091パート労働者

作業スタッフ【急募】（５Ｈ） 不問 株式会社　高橋ク
リーニング店

十日町市山本町２０２番地８ 雇用・労災 不問

（ 年齢不問 ）
830円～850円雇用期間の定めなし

1人 15080- 2805891
又は 9時00分～17時10分
の間の5時間程度パート労働者

仕上工 59歳以下 魚沼整染　株式会社 十日町市山谷１２５３－２ 雇用・労災 不問

（ 省令１号 ）
830円～900円雇用期間の定めなし

2人 15080- 2804791
又は 8時30分～17時30分
の間の5時間程度パート労働者

調理員 不問 社会福祉法人　森の
保育園

十日町市大字大黒沢１７８９－２ 雇用・労災・
健康・厚生

不問

（ 年齢不問 ）
907円～957円雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15080- 2803491
又は 8時30分～17時30分
の間の6時間以上パート労働者

栄養士 不問 社会福祉法人　森の
保育園

十日町市大字大黒沢１７８９－２ 雇用・労災・
健康・厚生

栄養士資格

（ 年齢不問 ） 1,007円～1,007
円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15080- 2802991
又は 8時30分～17時00分
の間の6時間パート労働者 令和２年４月～「幼保連携型認定こども園、あおのも

作業スタッフ【急募】（７Ｈ） 不問 株式会社　高橋ク
リーニング店

十日町市山本町２０２番地８ 雇用・労災・
健康・厚生

不問

（ 年齢不問 ）
830円～830円雇用期間の定めなし

1人 15080- 2798991
又は 9時00分～17時10分
の間の7時間程度パート労働者

事務員 59歳以下 有限会社ダスキン十
日町

十日町市大黒沢１１３２ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

（ 省令１号 ）
870円～900円雇用期間の定めなし

1人 15080- 2797691パート労働者

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

配膳・片付け【急募】 64歳以下 津南観光　株式会社 津南町大字上郷上田乙２１６３ 労災 不問

（ 省令１号 ）
930円～980円雇用期間の定めなし

1人 15080- 2793591パート労働者 越後田中温泉　『しなの荘』

菊芋の食品加工（十日町） 不問 株式会社　笑うお野
菜畑

不問

（ 年齢不問 ） 147,560円～
173,600円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

2人 15120- 5482791正社員以外 ★令和２年１月より「菊芋チップス製造工場」新規稼働予定★

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 ） 139,000円～
208,000円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15080- 2772691正社員以外 

南魚沼市上一日市４３９


総務・経理（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・
財形

普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

（ 省令１号 ） 180,000円～
210,000円

雇用期間の定めなし

3人 15080- 2765991正社員以外 十日町市宮中己４１９７　　ミオンなかさと

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・
財形

不問

（ 省令１号 ） 147,800円～
164,600円

雇用期間の定めなし

3人 15080- 2758491正社員以外 十日町市宮中己４１９７　　ミオンなかさと

施設清掃管理（ミオンなかさ
と）

18歳～59歳 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・
財形

普通自動車免許（ＭＴ）

（ 省令１号 ） 147,800円～
164,600円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 2750891正社員以外 十日町市宮中己４１９１　　ミオンなかさと

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 14080-17779191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』

（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～
220,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 2786591正社員以外 津南町下船渡丁２６８２　　津南町立　津南病院

パート 
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加入保険等 必要な免許資格
職　　　　　種

雇用形態・雇用期間
年齢・指針
・求人数

賃　　　金 求　人　者　名 所 在 地 ・ 就 業 場 所 就　業　時　間

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

TEL 0256-33-6042 （従業員数 57人 ）
～ 就業場所 十日町市

時給
(1)12時45分～19時30分

TEL 025-752-2300 （従業員数 92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～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 025-750-6131 （従業員数 15人 ）
～ R2.9.10 就業場所 十日町市

時給
(1)10時45分～16時15分

TEL 03-3802-8166 （従業員数 18人 ）
～ 就業場所 十日町市

時給
(1) 7時15分～ 9時15分
(2) 7時15分～ 9時30分

TEL 03-3802-8166 （従業員数 18人 ） (3) 7時30分～ 9時15分
～ 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)17時10分～19時10分

TEL 0258-32-4791 （従業員数 40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)19時00分～22時00分

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

時給
(1)19時00分～ 1時00分
(2)20時00分～ 2時00分

TEL 025-752-3146 （従業員数 31人 ）
～ 就業場所 十日町市

時給

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

時給

TEL 025-761-7400 （従業員数 0人 ）
R2.4.1 ～ 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
(1) 8時30分～15時00分

TEL 025-758-3868 （従業員数 7人 ）
～ 就業場所 十日町市

時給
(1)19時00分～ 1時00分

TEL 025-761-7090 （従業員数 1人 ）
～ 就業場所 十日町市

時給
(1) 9時30分～15時30分

TEL 025-757-2674 （従業員数 36人 ）
R1.12.23 ～ R2.2.21 就業場所 十日町市

時給
(1) 9時00分～16時00分

TEL 025-783-2876 （従業員数 0人 ） (2)10時00分～17時00分
就業場所 十日町市 (3) 8時00分～15時00分

～ 十日町市下条１－１２０８

時給

TEL 025-770-2607 （従業員数 5人 ）
～ 就業場所 十日町市
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カラオケボックス受付【夕方
～深夜勤務】（十日町市）

18歳以上 株式会社　エボリュー
ション

南魚沼市水尾１０３３－１ 労災 不問

（ 省令２号 ）
900円～1,000円雇用期間の定めなし

1人 15120- 5486191
又は18時00分～ 3時00分
の間の2時間以上パート労働者 十日町市高山８１３－１　カラオケビーワン　十日町

菊芋の食品加工（十日町） 不問 株式会社　笑うお野
菜畑

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 15120- 5481491
又は 8時00分～17時00分
の間の6時間程度パート労働者 ★令和２年１月より「菊芋チップス製造工場」新規稼働予定★

事務補助 不問 東北電力　株式会社
十日町電力センター

十日町市本町１丁目上１番地５ 雇用・労災 不問

（ 年齢不問 ）
850円～850円雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）

1人 15080- 2728191パート労働者
南魚沼市上一日市４３９


ホール係 18歳以上 有限会社　ひぐま堂 十日町市昭和町４丁目１５６番地２２ 労災 不問

（ 省令２号 ） 1,000円～1,200
円

雇用期間の定めなし

2人 15080- 2727591パート労働者 十日町市本町４－４８－６　　ＺＩＫＫＡ食堂

事務員 不問 株式会社　キョウワ 十日町市新宮乙２２６ 雇用・労災 普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

（ 年齢不問 ）
830円～1,000円雇用期間の定めなし

1人 15080- 2726291パート労働者

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 ）
964円～1,100円雇用期間の定めなし

1人 27150-25503591
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

介護雑務補助「なの花」 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

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 15080- 2776891
又は 8時30分～14時30分
の間の5時間程度パート労働者 十日町市中条己２９５８番地　「特別養護老人ホーム　なの花」

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- 2768891
又は 8時30分～17時30分
の間の6時間程度パート労働者

代行運転手 18歳以上 十日町交通　株式会
社

十日町市本町２丁目２２０番地 雇用・労災 普通自動車運転免許
（ＭＴ）

（ 省令２号 ）
830円～830円雇用期間の定めなし

1人 15080- 2764691パート労働者

プラスチック製造・加工 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 労災 不問

（ 年齢不問 ） 1,000円～1,050
円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15080- 2736191パート労働者

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 ）
883円～883円雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

1人 15070-13286491
又は 8時45分～20時15分
の間の7時間程度パート労働者 十日町市寅乙４４６番　コメリハードアンドグリーン十日町店

（請）食器洗浄［県立十日町
病院］

不問 株式会社　渡辺ビル
サービス

長岡市山田２丁目４番１４号 労災 不問

（ 年齢不問 ）
900円～900円雇用期間の定めなし

2人 15020-17936291パート労働者 十日町市大字高山３２－９　県立十日町病院

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 ）
830円～830円雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

2人 15020-17884691パート労働者 十日町市山本町５丁目８３６番地　　

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 ）
830円～930円雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

2人 13110-26510591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

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 13110-26509791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　めん六や


ドラッグストア販売員 18歳以上 ウエルシア十日町
住吉店

十日町市高田町４－１５６－２ 雇用・労災 不問

（ 省令２号 ）
850円～900円雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

3人 15080- 2790791
又は11時00分～ 0時00分
の間の5時間程度パート労働者

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- 2789391パート労働者

窓口営業部　窓口応対 不問 日本郵便株式会社
十日町郵便局

十日町市本町６－１丁目６０－５ 雇用・労災・
健康・厚生

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 15080- 2785291パート労働者

ペット生体管理（十日町店・
パート）

不問 ホームセンタームサ
シ　（アークランドサカ
モト（株））

三条市上須頃４４５番地 雇用・労災・
健康・厚生

不問

（ 年齢不問 ）
850円～1,050円雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

3人 15040-11453891
又は 8時30分～19時45分
の間の7時間程度パート労働者 十日町市丑９００－２　ホームセンタームサシ十日町店

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

より良い就職を実現するためのセミナー等 企業見学及び求人説明会 会場：見学先企業（現地集合・現地解散）

12 月 18 日 ㊌ 長岡サポステ出張相談会（説明及び職業適性検査）　　　　　 12 月 12 日 ㊍ 魚沼整染　株式会社

13:30 ～ （５分前
に集合） 主な職種：
仕上工（フルタイム）【15080-2174091】

仕上工（パート） 【15080-2175391】

15:00 ～ 16:00 職業相談（予約制）

12 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

就業場所： 十日町市
山谷１２５３－２
13:00 ～ 15:00 会場： ハローワーク十日町　２Ｆ　相談室

対象：１５歳～３９歳
の無業で就職希望の方

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

求人説明会 会場： ハローワーク十日町 ２Ｆ会議室

㊌
12 月 13 日 ㊎ 中越住電装株式会社　美雪工場２０名

主な職種： ワイヤーハーネス組立作業員【15022-1854091】 就業場所： 十日町市
寺ケ崎１０８－１14:30 ～ 15:10
12 25 再就職支援セミナー（応募書類作成実践 コース）

13:30 ～ 14:10

㊌
１５名 15:30 ～ 16:10

1 15 再就職支援セミナー（基本 コース） 12 月 24

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：

津南町
芦ヶ崎乙８８７13:30 ～ 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： ２０名

日 ㊋ 株式会社　リコーキハラ
㊌

13:00 ～ 主な職種： 鋳造作業【15080-2521391】 就業場所：

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
会場： 津南町公民館（文化センター）　３階　視聴覚室

社会福祉法人　苗場福祉会下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。

12 月 23 日 ㊊

就業場所：
十日町市及び津南町

の各施設14:00 ～ 15:00 会場： ハローワーク十日町　２Ｆ　会議室 定員：

職業訓練説明会「パソコンスキル基礎科」
及び「パソコン経理事務科」

12 月 10 日 ㊋２０名

２０名

訓練期間
２月５日～６月４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１１９番地１１≫

主な職種： 介護福祉士【15080-2397491】【15080-2355991】 就業場所：

10:00 ～ 11:00 株式会社　コロネットとおかまち14:00 ～ 15:00 会場： ハローワーク十日町　２Ｆ　会議室 定員：

1 月 10 日 ㊎
職業訓練説明会「パソコンスキル基礎科」

及び「パソコン経理事務科」

主な職種：

介護職員【15080-2775791ほか】
調理員【15080-2767791ほか】
看護師【15080-2773991ほか】
生活相談員【15080-2303691】

介護支援専門員【15080-2819691ほか】
営繕・清掃【15080-2654791】

介護雑務補助【15080-2776891】
送迎運転手・清掃【15080-2818391】

募集期間
～１月３０日

目標とする取得資格：　ＣＳ検定（ワープロ３級・表計算３級）、日商簿記３級、日商電子会計実務３級 定員１５名

十日町市の各施設

募集期間
～１月１５日

目標とする取得資格：　ＣＳ検定（ワープロ３級・表計算３級）、パワーポイント初級 定員１５名

訓練期間
２月２１日～６月１９日

パソコン経理事務科　　　【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１１９番地１１≫

◆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。 


