
(1)9時15分～17時00分

TEL 0257-21-0644 （従業員数 12人 ）
～ 就業場所: 十日町市

拠出
変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分 看護師 必須

(2)17時00分～9時00分 准看護師 必須

TEL 025-596-3015 （従業員数 89人 ）
～ 就業場所: 十日町市

変形（1ヶ月単位）
(1)7時30分～16時30分 介護福祉士 あれば尚可

(2)8時30分～17時30分 介護職員実務者研修修了者 あれば尚可

(3)10時00分～19時00分 介護職員初任者研修修了者 あれば尚可

TEL 025-596-3015 （従業員数 89人 ）
～ 就業場所: 十日町市

交替制あり
(1)8時00分～17時30分 中型自動車免許 あれば尚可

(2)8時00分～17時00分

TEL 025-757-2161 （従業員数 70人 ）
～ 就業場所: 十日町市

変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分

TEL 025-761-7400 （従業員数 95人 ）
～ 就業場所: 津南町

拠出
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分 第一種電気工事士 あれば尚可

第二種電気工事士 あれば尚可

TEL 025-757-3597 （従業員数 13人 ）
～ 就業場所: 十日町市

変形（1ヶ月単位）
(1)7時00分～16時00分 介護福祉士 必須

(2)9時30分～18時30分
(3)10時00分～19時00分

TEL 025-763-2669 （従業員数 84人 ）
～ 就業場所: 十日町市

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分 １級土木施工管理技士 必須

２級土木施工管理技士 必須

TEL 025-752-6450 （従業員数 15人 ）
～ 就業場所: 十日町市

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分 第一種電気工事士 必須

第二種電気工事士 必須

TEL 025-752-6450 （従業員数 15人 ）
～ 就業場所: 十日町市

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分 一級建築士 必須

二級建築士 必須

TEL 025-752-6450 （従業員数 15人 ）
～ 就業場所: 十日町市

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

TEL 025-752-6450 （従業員数 15人 ）
～ 就業場所: 十日町市

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

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

TEL 025-752-6450 （従業員数 15人 ）
～ 就業場所: 十日町市

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

TEL 025-752-6450 （従業員数 15人 ）
～ 就業場所: 十日町市

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

TEL 025-752-6450 （従業員数 15人 ）
～ 就業場所: 十日町市

(1)8時00分～17時00分

TEL 025-768-4448 （従業員数 10人 ）
～ 就業場所: 十日町市

【 6月4日(金) 号 】

≪次回の発行は6/11(金)です.≫

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1222711正社員

一般事務 45歳以下 株式会社　エイシン
魚沼工場

十日町市木落１７６０ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

（ キャリア形
成

）
150,000円～
180,000円

雇用期間の定めなし

2人 15080- 1221111正社員

電気工事施工（未経験者） 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

普通自動車運転免許　　必須

（ 定年を上限 ）
181,000円～
219,000円

雇用期間の定めなし

2人 15080- 1220911正社員

土木作業員 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（ 定年を上限 ）

192,000円～
230,000円

雇用期間の定めなし

2人 15080- 1218411正社員

一般事務 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

普通自動車運転免許　　必須

（ キャリア形
成

）
142,000円～
180,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1217511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ー２ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

（ 定年を上限 ）
170,000円～
260,000円

雇用期間の定めなし

2人 15080- 1216211正社員

ＣＡＤオペレーター 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

普通自動車運転免許　　必須

（ 定年を上限 ）
180,000円～
232,000円

雇用期間の定めなし

2人 15080- 1214711正社員 いずれかの免許・資格所持で可

建築士 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

普通自動車運転免許　　必須

（ 定年を上限 ）
267,000円～
346,000円

雇用期間の定めなし

2人 15080- 1212911正社員 いずれかの免許・資格所持で可

電気工事施工 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

普通自動車運転免許　　必須

（ 定年を上限 ）
256,000円～
324,000円

雇用期間の定めなし

2人 15080- 1211611正社員 いずれかの免許・資格所持で可

土木施工管理 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

普通自動車運転免許　　必須

（ 定年を上限 ）
256,000円～
324,000円

雇用期間の定めなし

4人 15080- 1208211正社員

介護業務（有資格者） 18歳～64歳 社会福祉法人　なか
さと福祉会

十日町市上山己２７３９ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

（ 定年を上限 ）
144,000円～
225,000円

雇用期間の定めなし

2人 15080- 1206711正社員

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

普通自動車運転免許　　必須

（ キャリア形
成

）
164,000円～
205,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1204911正社員 津南町大字芦ヶ崎乙３１７－１　特別養護老人ホーム　みさと苑

事務職員（みさと苑） 45歳以下 社会福祉法人　苗場
福祉会

十日町市川治４５２５番地 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

普通自動車運転免許　　必須

（ キャリア形
成

）
165,000円～
222,000円

雇用期間の定めなし

2人 15080- 1203611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 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

普通自動車運転免許　　必須

（ キャリア形
成

）
162,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

2人 15080- 1202311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
園

十日町市浦田２９５５－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

普通自動車運転免許　　必須

（ 定年を上限 ）
150,000円～
170,000円

雇用期間の定めなし

2人 15080- 1201011正社員 いずれかの免許・資格所持で可

看護職員 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
園

十日町市浦田２９５５－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

普通自動車運転免許　　あれば尚可

（ 定年を上限 ）
192,000円～
260,000円

）
180,000円～
240,000円

雇用期間の定めなし

1人 15050- 1801111正社員 十日町市駅通り１７　エコマール十日町１Ｆ

加入保険等 必要な免許資格

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　５
Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生

（ 定年を上限

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

5月27日(木)～6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

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

変形（1年単位）
(1)9時00分～18時00分 保育士 必須

(2)8時30分～17時15分
(3)7時30分～16時15分

TEL 025-752-2009 （従業員数 24人 ）
～ 就業場所: 十日町市

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分 大型自動車免許 必須

フォークリフト運転技能者 あれば尚可

TEL 025-765-2056 （従業員数 10人 ）
～ 就業場所: 津南町

(1)8時30分～17時30分

TEL 025-765-3010 （従業員数 19人 ）
～ 就業場所: 津南町

変形（1年単位）
(1)10時00分～20時00分

TEL 025-757-4177 （従業員数 8人 ）
～ 就業場所: 十日町市

変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分 危険物取扱者（乙種） あれば尚可

TEL 025-757-5177 （従業員数 49人 ）
～ 就業場所: 十日町市

変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

TEL 025-757-5177 （従業員数 49人 ）
～ 就業場所: 十日町市

変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

TEL 025-757-5177 （従業員数 49人 ）
～ 就業場所: 十日町市

変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分 二級自動車整備士 あれば尚可

TEL 025-757-5177 （従業員数 49人 ）
～ 就業場所: 十日町市

(1)8時30分～17時30分

TEL 0774-68-4440 （従業員数 6人 ）
～ 就業場所: 十日町市

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

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

給付

(1)8時30分～17時30分 介護福祉士 あれば尚可

TEL 0258-24-2650 （従業員数 17人 ）
～ 就業場所: 十日町市

変形（1年単位）
(1)8時20分～17時10分

TEL 0258-24-2650 （従業員数 4人 ）
～ 就業場所: 十日町市

(1)8時00分～17時00分

TEL 0258-89-8575 （従業員数 5人 ）
～ 就業場所: 十日町市

(1)9時00分～18時00分
(2)8時00分～17時00分
(3)11時00分～20時00分

TEL 025-750-1101 （従業員数 111人 ）
～ 就業場所: 十日町市

厚生
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 4人 ）
～ 就業場所: 十日町市

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時30分

TEL 025-752-3206 （従業員数 16人 ）
～ 就業場所: 十日町市

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時30分

TEL 025-752-3206 （従業員数 16人 ）
～ 就業場所: 十日町市

変形（1年単位）
(1)8時10分～17時30分

TEL 025-765-4881 （従業員数 11人 ）
～ 就業場所: 津南町

交替制あり
(1)8時30分～17時30分
(2)17時30分～2時30分

TEL 025-765-5226 （従業員数 92人 ）
～ 就業場所: 津南町

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1164611正社員

メタル・キャスティング（鋳
造作業）津南工場

18歳～39歳 株式会社　リコーキ
ハラ

津南町芦ヶ崎乙８８７ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形（ 法令の規定

により年齢
制限がある

）
171,000円～
243,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1163311正社員

生産管理事務 40歳以下 サイエンス　株式会
社

津南町大字秋成　４６２６－１ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

（ キャリア形
成

）
184,134円～
188,945円

雇用期間の定めなし

2人 15080- 1158111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

普通自動車運転免許　　必須

（ 定年を上限 ）
229,000円～
286,250円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1157911正社員

左官工見習い 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

普通自動車運転免許　　必須

（ 定年を上限 ）
175,000円～
220,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1156611正社員

配管工 59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

普通自動車運転免許　　必須

（ 定年を上限 ）
220,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

5人 15080- 1155311正社員

システムエンジニア・プログ
ラマー

59歳以下 株式会社　フジミック
新潟

十日町市泉町９２番地 雇用・労災・
健康・厚生・
財形（ 定年を上限 ）

180,000円～
350,000円

雇用期間の定めなし

3人 15022-  694611正社員 県内各地

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

（ キャリア形
成

）
168,480円～
205,200円

雇用期間の定めなし 福祉用具専門相談員（入社後の
取得可）1人 15020- 6584911正社員 十日町市春日町１－１１－１　十日町店

ルート営業（福祉用具の設
置・販売・相談等）【十日町
店】

35歳以下 株式会社　アルプス
ビジネスクリエーショ
ン

長岡市高見町５４９－１ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

（ キャリア形
成

）
163,000円～
170,000円

雇用期間の定めなし 社会福祉士または社会福祉主事
任用資格　必須1人 15020- 6580411正社員 十日町市千歳３－５－９　まちトレ十日町

生活相談員兼トレーナー
（介護職員／まちトレ）十日
町市

59歳以下 株式会社　アルプス
ビジネスクリエーショ
ン

長岡市高見町５４９－１ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

（ 定年を上限 ）
172,200円～
214,200円

雇用期間の定めなし

1人 10050- 3930911正社員 十日町市尾崎２－４（十日町営業所）

営業（十日町営業所）≪急
募≫

35歳以下 株式会社　カネコ・
コーポレーション

群馬県太田市東矢島町２０２番地 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

普通自動車運転免許　　必須

（ キャリア形
成

）
201,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

1人 26040- 2336911正社員 十日町市仁田３６０９番地３　当社十日町工場

ソフト開発（ＰＣ、ＰＬＣ制
御）＊トライアル雇用併用
求人

35歳以下 株式会社　オプト・シ
ステム

京都府京田辺市三山木野神１００番地 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

普通自動車運転免許　　必須

（ キャリア形
成

）
218,000円～
363,700円

雇用期間の定めなし

3人 15080- 1234011正社員

自動車整備士 59歳以下 株式会社　ぴっとラ
ンド

十日町市寅乙４１６番地１ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

（ 定年を上限 ）
160,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1233411正社員

自動車車体整備士（本店） 59歳以下 株式会社　ぴっとラ
ンド

十日町市寅乙４１６番地１ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

（ 定年を上限 ）
160,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1232511正社員

農機具整備（各農機セン
ター）

59歳以下 株式会社　ぴっとラ
ンド

十日町市寅乙４１６番地１ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

（ 定年を上限 ）
160,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1231211正社員

ガソリンスタンド販売員 59歳以下 株式会社　ぴっとラ
ンド

十日町市寅乙４１６番地１ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

（ 定年を上限 ）
160,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1228311正社員

調理員（就職氷河期世代
歓迎求人）

64歳以下 有限会社　レストラ
ン　オガワヤ

十日町市本町４丁目８番地１ 雇用・労災・
健康・厚生

（ 定年を上限 ）
160,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

2人 15080- 1227011正社員

プログラマー又はシステム
エンジニア

64歳以下 株式会社　スノーラ
ンド

津南町下船渡戊５７２－１ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

（ 定年を上限 ）
180,000円～
330,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1226411正社員

貨物自動車運転手 59歳以下 有限会社　津南運輸
商事

津南町大字外丸丁１４４４－３ 雇用・労災・
健康・厚生

（ 定年を上限 ）
178,000円～
189,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1225511正社員

保育士 59歳以下 社会福祉法人　大井
田会　大井田保育園

十日町市四日町１６８０番地１９ 雇用・労災・
健康・厚生

（ 定年を上限 ）
160,992円～
175,032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

変形（1年単位）
(1)7時45分～17時15分 １級土木施工管理技士 必須

２級土木施工管理技士 必須

TEL 025-597-2206 （従業員数 15人 ）
～ 就業場所: 十日町市

変形（1年単位）
(1)7時45分～17時15分 ２級土木施工管理技士 あれば尚可

TEL 025-597-2206 （従業員数 15人 ）
～ 就業場所: 十日町市

変形（1年単位）
(1)7時45分～17時15分 大型特殊自動車免許 必須

TEL 025-597-2206 （従業員数 15人 ）
～ 就業場所: 十日町市

変形（1年単位）
(1)7時45分～17時15分 大型特殊自動車免許 あれば尚可

TEL 025-597-2206 （従業員数 15人 ）
～ 就業場所: 十日町市

交替制あり
(1)7時00分～15時00分 中型自動車免許 必須

(2)7時00分～12時00分 ８トン限定中型自動車免許 必須

TEL 025-752-5400 （従業員数 6人 ）
～ 就業場所: 十日町市

変形（1年単位）
(1)8時15分～17時30分

TEL 025-757-0011 （従業員数 17人 ）
～ 就業場所: 十日町市

(1)8時15分～17時30分

TEL 025-757-0011 （従業員数 5人 ）
～ 就業場所: 津南町

変形（1年単位）
(1)8時15分～17時30分

TEL 025-757-0011 （従業員数 17人 ）
～ 就業場所: 十日町市

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 21人 ）
～ 就業場所: 十日町市

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 21人 ）
～ 就業場所: 十日町市

変形（1年単位）
(1)8時00分～18時00分

TEL 025-757-1110 （従業員数 2人 ）
～ 就業場所: 十日町市

変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

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

変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

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

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

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
(3)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

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

変形（1ヶ月単位）
(1)7時00分～16時00分 介護福祉士 必須

(2)8時30分～17時30分
(3)17時00分～9時00分

TEL 025-761-7400 （従業員数 106人 ）
～ 就業場所: 津南町

拠出
変形（1ヶ月単位）
(1)7時00分～16時00分
(2)8時30分～17時30分
(3)17時00分～9時00分

TEL 025-761-7400 （従業員数 106人 ）
～ 就業場所: 津南町

拠出
変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分 社会福祉士 必須

TEL 025-761-7400 （従業員数 101人 ）
～ 就業場所: 十日町市

拠出

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1187411正社員 十日町市川治４５２５番地　特別養護老人ホーム　まほろばの里 いずれかの免許・資格所持で可

生活相談員（まほろばの里
川治）

64歳以下 社会福祉法人　苗場
福祉会

十日町市川治４５２５番地 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

普通自動車運転免許　　必須

（ 定年を上限 ）
177,000円～
252,000円

その他の福祉・介護関係
資格 必須

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1185211正社員 津南町大字芦ヶ崎乙３１７－１　特別養護老人ホーム　みさと苑

介護職員（みさと苑） 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（ 定年を上限 ）

177,000円～
228,000円

雇用期間の定めなし

2人 15080- 1184811正社員 津南町大字芦ヶ崎乙３１７－１　特別養護老人ホーム　みさと苑

介護職員（みさと苑）経験
者

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（ 定年を上限 ）

193,000円～
252,000円

雇用期間の定めなし 又は5時30分～20時
00分の間の8時間程度1人 15080- 1183711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 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

（ 定年を上限 ）
170,000円～
170,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1182111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

普通自動車運転免許　　必須

（ 定年を上限 ）
205,000円～
205,000円

雇用期間の定めなし 又は11時00分～1時
00分の間の8時間程度1人 15080- 1181911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

普通自動車運転免許　　必須

（ 定年を上限 ）
178,000円～
178,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1180611正社員

製造準備（幹部候補） 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

普通自動車運転免許　　必須

（ 定年を上限 ）
206,000円～
286,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1179411正社員

製造進捗（幹部候補） 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

普通自動車運転免許　　必須

（ 定年を上限 ）
206,000円～
286,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1178511正社員

建築板金工 18歳～45歳 屋根ヤのトビィー 十日町市四日町新田２３６－３ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

（ キャリア形
成

）
172,800円～
216,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1177211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 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

普通自動車運転免許　　必須

（ 定年を上限 ）
155,520円～
155,520円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1176811正社員

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

普通自動車運転免許　　必須

（ 定年を上限 ）
193,619円～
209,197円

雇用期間の定めなし

2人 15080- 1175711正社員

営業【急募】 45歳以下 株式会社　魚沼 十日町市西本町１丁目４５０番地６ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

普通自動車運転免許　　必須

（ キャリア形
成

）
184,000円～
254,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1174111正社員 津南町大字下船渡甲５２８７－１６　　津南営業所

配送員（津南） 45歳以下 株式会社　魚沼 十日町市西本町１丁目４５０番地６ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

普通自動車運転免許　　必須

（ キャリア形
成

）
176,000円～
187,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1172611正社員

配送員（本社） 45歳以下 株式会社　魚沼 十日町市西本町１丁目４５０番地６ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

普通自動車運転免許　　必須

（ キャリア形
成

）
176,000円～
187,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1170011正社員

ゴミ収集、運搬作業員 69歳以下 有限会社　宮下商事 十日町市宮下町西２９５番地２ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

（ 定年を上限 ）
180,000円～
180,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1169211正社員

重機運転手（見習）【急募】 18歳～45歳 株式会社　高澤組 十日町市太平６２－１ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

（ キャリア形
成

）
216,000円～
237,600円

車両系建設機械（整地・
運搬・積込用及び掘削用）
運転技能者 あれば尚可

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1168811正社員

重機運転手【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

普通自動車運転免許　　必須

（ 定年を上限 ）
216,000円～
280,800円

車両系建設機械（整地・
運搬・積込用及び掘削用）
運転技能者 必須

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1167711正社員

土木技術者（見習）【急募】 18歳～45歳 株式会社　高澤組 十日町市太平６２－１ 雇用・労災・
健康・厚生

（ キャリア形
成

）
237,600円～
259,200円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1166111正社員 いずれかの免許・資格所持で可

土木技術者【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

（ 定年を上限 ）
237,600円～
302,400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

変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時00分
(2)8時30分～17時30分

TEL 025-761-7400 （従業員数 101人 ）
～ 就業場所: 十日町市

拠出
変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分
(2)7時00分～16時00分
(3)22時00分～7時00分

TEL 025-761-7400 （従業員数 101人 ）
～ 就業場所: 十日町市

拠出
変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分 看護師 必須

准看護師 必須

TEL 025-761-7400 （従業員数 101人 ）
～ 就業場所: 十日町市

拠出
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分 大型特殊自動車免許 あれば尚可

TEL 025-596-2295 （従業員数 8人 ）
～ 就業場所: 十日町市

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

TEL 025-596-3145 （従業員数 28人 ）
～ 就業場所: 十日町市

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

TEL 025-596-3145 （従業員数 28人 ）
～ 就業場所: 十日町市

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

TEL 025-596-3145 （従業員数 28人 ）
～ 就業場所: 十日町市

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

TEL 025-596-3145 （従業員数 28人 ）
～ 就業場所: 十日町市

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

TEL 025-596-3145 （従業員数 28人 ）
～ 就業場所: 十日町市

(1)8時30分～17時30分
(2)11時00分～20時00分

TEL 025-782-1201 （従業員数 48人 ）
～ 就業場所: 津南町

厚生
変形（1ヶ月単位）
(1)9時00分～19時30分 理容師 必須

TEL 072-685-0767 （従業員数 3人 ）
～ 就業場所: 十日町市

変形（1ヶ月単位）
(1)9時00分～19時30分 理容師 必須

TEL 072-685-0767 （従業員数 3人 ）
～ 就業場所: 十日町市

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

TEL 025-766-2511 （従業員数 28人 ）
～ 就業場所: 津南町

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分 １級土木施工管理技士 あれば尚可

２級土木施工管理技士 あれば尚可

TEL 025-766-2511 （従業員数 28人 ）
～ 就業場所: 津南町

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

TEL 025-766-2511 （従業員数 28人 ）
～ 就業場所: 津南町

変形（1年単位）
(1)8時45分～18時00分 三級自動車整備士 あれば尚可

TEL 025-758-2143 （従業員数 16人 ）
～ 就業場所: 十日町市

変形（1年単位）
(1)8時45分～18時00分

TEL 025-758-2143 （従業員数 16人 ）
～ 就業場所: 十日町市

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

TEL 025-755-5156 （従業員数 16人 ）
～ 就業場所: 十日町市

変形（1年単位）
(1)7時30分～17時00分 一級建築士 必須

二級建築士 必須

TEL 025-765-2235 （従業員数 4人 ）
～ 就業場所: 津南町

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1142711正社員 いずれかの免許・資格所持で可

設計・現場監督　【経験者】 59歳以下 株式会社　山田建設 津南町大字下船渡丁２８７４ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

（ 定年を上限 ）
240,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1140911正社員

現場作業員（法面工） 39歳以下 株式会社　アース・
クリエイト

十日町市伊達甲１９２

伊達上口バス停　から　徒歩１分

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

（ キャリア形
成

）
216,000円～
280,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1152511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

普通自動車運転免許　　必須

（ キャリア形
成

）
156,800円～
179,200円

雇用期間の定めなし

2人 15080- 1151211正社員

自動車整備工 59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

普通自動車運転免許　　必須

（ 定年を上限 ）
159,800円～
187,200円

雇用期間の定めなし

3人 15080- 1150811正社員

土木技能職員（普通作業
員）

64歳以下 株式会社　涌井土木 津南町大字上郷宮野原１５番地７ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

（ 定年を上限 ）
245,000円～
380,000円

雇用期間の定めなし 土木施工管理技士なくも可能。会
社負担にて取得できます。2人 15080- 1149611正社員

土木技術職員 64歳以下 株式会社　涌井土木 津南町大字上郷宮野原１５番地７ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

（ 定年を上限 ）
245,000円～
450,000円

雇用期間の定めなし

2人 15080- 1148311正社員

土木技能職員（建設重機
オペレーター）

64歳以下 株式会社　涌井土木 津南町大字上郷宮野原１５番地７ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

（ 定年を上限 ）
245,000円～
400,000円

雇用期間の定めなし

1人 27150- 8563011正社員 十日町市丑７４９－２　妻有ショッピングセンター　理容ｃｕｔ－Ａ十日町店

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丁目７－２６　カ
ワノビル

雇用・労災・
健康・厚生

（ 不問 ）
250,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

1人 27150- 8562411正社員 十日町市丑７４９－２　妻有ショッピングセンター　理容ｃｕｔ－Ａ十日町店

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丁目７－２６　カ
ワノビル

雇用・労災・
健康・厚生

（ 不問 ）
300,000円～
380,000円

雇用期間の定めなし

4人 15120- 2055211正社員 各支店

金融業務【正職員】 35歳以下 塩沢信用組合 南魚沼市塩沢１２２１－４ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

（ キャリア形
成

）
170,000円～
182,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1197311正社員

車両修理工 18歳～64歳 株式会社　大海組 十日町市松之山天水越８０７番地

松之山温泉入ロバス停　から　徒歩５分

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

（ 定年を上限 ）
200,000円～
260,000円

雇用期間の定めなし

2人 15080- 1196011正社員

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

松之山温泉入ロバス停　から　徒歩５分

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

（ 定年を上限 ）
170,000円～
220,000円

雇用期間の定めなし

2人 15080- 1195411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

松之山温泉入ロバス停　から　徒歩５分

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

（ 定年を上限 ）
180,000円～
230,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1194511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

松之山温泉入ロバス停　から　徒歩５分

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

（ 定年を上限 ）
190,000円～
240,000円

雇用期間の定めなし

2人 15080- 1193211正社員

土木施工管理 18歳～64歳 株式会社　大海組 十日町市松之山天水越８０７番地

松之山温泉入ロバス停　から　徒歩５分

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

（ 定年を上限 ）
200,000円～
260,000円

雇用期間の定めなし

2人 15080- 1192811正社員

土木施工管理 18歳～59歳 有限会社　ミサカ 十日町市松之山天水越９５２番地 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

（ 定年を上限 ）
170,000円～
240,000円

雇用期間の定めなし

2人 15080- 1191711正社員 十日町市川治４５２５番地　特別養護老人ホーム　まほろばの里川治 いずれかの免許・資格所持で可

看護職員（まほろばの里川
治）

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（ 定年を上限 ）

206,000円～
305,000円

雇用期間の定めなし

3人 15080- 1189311正社員 十日町市川治４５２５番地　特別養護老人ホーム　まほろばの里川治

介護職員（まほろばの里川
治）

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（ 定年を上限 ）

177,000円～
244,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1188011正社員 十日町市川治４５２５番地　特別養護老人ホーム　まほろばの里

介護職員（まほろばの里川
治・通所介護）

64歳以下 社会福祉法人　苗場
福祉会

十日町市川治４５２５番地 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

普通自動車運転免許　　必須

（ 定年を上限 ）
177,000円～
244,000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

変形（1年単位）
(1)7時30分～17時00分

TEL 025-765-2235 （従業員数 6人 ）
～ 就業場所: 津南町

変形（1年単位）
(1)7時30分～17時00分

TEL 025-765-2235 （従業員数 6人 ）
～ 就業場所: 津南町

変形（1年単位）
(1)7時30分～17時00分

TEL 025-765-2235 （従業員数 4人 ）
～ 就業場所: 津南町

変形（1年単位）
(1)7時30分～17時00分

その他の建設工事関係資格 あれば尚可

TEL 025-765-2235 （従業員数 6人 ）
～ 就業場所: 津南町

(1)8時00分～17時00分

TEL 025-761-7337 （従業員数 37人 ）
～ 就業場所: 津南町

変形（1ヶ月単位）
(1)7時00分～16時00分
(2)9時30分～18時30分
(3)10時00分～19時00分

TEL 025-763-2669 （従業員数 84人 ）
～ R4.3.31 就業場所: 十日町市

変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時00分

TEL 025-750-7577 （従業員数 12人 ）
～ 就業場所: 十日町市

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時20分

TEL 025-758-2239 （従業員数 6人 ）
～ R3.12.31 就業場所: 十日町市

(1)8時30分～17時30分

TEL 025-757-5511 （従業員数 14人 ）
～ 就業場所: 十日町市

(1)8時00分～17時00分

TEL 025-752-4875 （従業員数 88人 ）
～ 就業場所: 十日町市

変形（1ヶ月単位）
介護職員初任者研修修了者 あれば尚可

介護職員実務者研修修了者 あれば尚可

介護福祉士 あれば尚可

TEL 025-761-7340 （従業員数 640人 ）
～ 就業場所: 十日町市

(1)8時30分～17時30分

TEL 025-765-5226 （従業員数 27人 ）
～ R3.9.30 就業場所: 津南町

(1)8時00分～17時00分

TEL 025-768-4385 （従業員数 43人 ）
～ R3.6.30 就業場所: 十日町市

(1)8時00分～17時00分

TEL 025-752-4875 （従業員数 88人 ）
～ 就業場所: 十日町市

変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時00分
(2)21時00分～5時00分

TEL 025-781-6355 （従業員数 33人 ）
～ 就業場所: 十日町市

変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時00分
(2)21時00分～5時00分

TEL 025-781-6355 （従業員数 33人 ）
～ 就業場所: 十日町市

変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時00分
(2)21時00分～5時00分

TEL 025-781-6355 （従業員数 33人 ）
～ 就業場所: 十日町市

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1147011正社員

障がい者支援員及び送迎 不問 株式会社　サン
ファーム

津南町大字下船渡丁４１７１ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

（ 不問 ）
160,000円～
180,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1146411正社員 津南町大字下船渡丁１７１５　作業場

土工　【経験者】 59歳以下 株式会社　山田建設 津南町大字下船渡丁２８７４ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

（ 定年を上限 ）
240,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1145511正社員

設計・現場監督　【未経験
者歓迎】

30歳以下 株式会社　山田建設 津南町大字下船渡丁２８７４ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

（ キャリア形
成

）
180,000円～
240,000円

その他の土木・舗装・線路
工事関係資格 あれば尚可

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1144211正社員 津南町大字下船渡丁１７１５　　作業場

大工（住宅建築）【未経験
者歓迎】

35歳以下 株式会社　山田建設 津南町大字下船渡丁２８７４ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

（ キャリア形
成

）
180,000円～
240,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 1143811正社員 津南町大字下船渡丁１７１５　　作業場

大工（住宅建築）【経験者】 59歳以下 株式会社　山田建設 津南町大字下船渡丁２８７４ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

（ 定年を上限 ）
260,000円～
340,000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

介護業務 18歳以上 社会福祉法人　なか
さと福祉会

十日町市上山己２７３９ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

（ 法令の規定
により年齢
制限がある

）
140,260円～
210,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

4人 15080- 1209511正社員以外
警備業 18歳以上 株式会社　サンプラ

ス　十日町営業所
十日町市高山４丁目５６８番地 雇用・労災・

健康・厚生

普通自動車運転免許　　あれば尚可

（ 法令の規定
により年齢
制限がある

）
168,000円～
178,500円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

3人 15080- 1224211正社員以外
型枠大工・土木作業員 不問 有限会社　土市コン

クリート
十日町市馬場丙１５０７－１５ 雇用・労災・

健康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

（ 不問 ）
162,400円～
278,400円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 15080- 1229611正社員以外
調理員兼職業指導員（きぼ
うワークス）

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

普通自動車運転免許　　必須

（ 不問 ）
151,440円～
151,440円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 15080- 1230811正社員以外
電子部品組立て・検査 不問 ミヤモト・トミックス

株式会社
十日町市山谷１２２８ 雇用・労災・

健康・厚生
（ 不問 ）

135,620円～
135,620円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 15080- 1238111正社員以外
介護職員 59歳以下 社会福祉法人　十日

町福祉会
十日町市水口沢９９ 雇用・労災・

健康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

（ 定年を上限 ）
151,735円～
176,003円

雇用期間の定めなし 又は6時00分～22時
00分の間の8時間2人 15080- 1161411正社員以外 十日町市内施設のいずれか

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 ）
137,088円～
137,088円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 15080- 1165911正社員以外 津南町大字下船渡甲１４０２－１

部品の組立・検査 不問 信濃クミ　株式会社 十日町市上新井２２５番地 雇用・労災・
健康・厚生

（ 不問 ）
142,368円～
156,860円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

2人 15080- 1171311正社員以外
電子部品組立て・検査 不問 ミヤモト・トミックス

株式会社
十日町市山谷１２２８ 雇用・労災・

健康・厚生
（ 不問 ）

135,620円～
135,620円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 15080- 1190111正社員以外 十日町市四日町新田２１４－６

列車見張員 18歳以上 株式会社　トスネット
上信越　魚沼営業所

南魚沼市美佐島９８番地１　１Ｆ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

（ 法令の規定
により年齢
制限がある

）
145,932円～
182,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

3人 15120- 2127411正社員以外 現場：南魚沼、魚沼、十日町

交通誘導員（ＮＴＴ関連） 18歳以上 株式会社　トスネット
上信越　魚沼営業所

南魚沼市美佐島９８番地１　１Ｆ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

（ 法令の規定
により年齢
制限がある

）
142,932円～
172,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

2人 15120- 2128011正社員以外 現場：南魚沼、魚沼、十日町

トラック運転手（２ｔ又は３ｔ）
及び交通誘導員

18歳以上 株式会社　トスネット
上信越　魚沼営業所

南魚沼市美佐島９８番地１　１Ｆ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

（ 法令の規定
により年齢
制限がある

）
142,932円～
172,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

2人 15120- 2129311正社員以外 現場：南魚沼、魚沼、十日町

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

変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時00分
(2)21時00分～5時00分

TEL 025-781-6355 （従業員数 33人 ）
～ 就業場所: 十日町市

変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時00分
(2)21時00分～5時00分

TEL 025-781-6355 （従業員数 33人 ）
～ 就業場所: 十日町市

交替制あり
(1)6時00分～14時30分 大型自動車免許 必須

(2)9時00分～17時30分 大型自動車第二種免許 あれば尚可

(3)12時00分～20時30分 危険物取扱者（乙種） あれば尚可

TEL 025-773-2573 （従業員数 38人 ）
～ 就業場所: 十日町市

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

看護師 必須

准看護師 必須

TEL 025-596-3015 （従業員数 89人 ）
～ 就業場所: 十日町市

ホームヘルパー２級 必須

介護職員初任者研修修了者 必須

TEL 025-750-1515 （従業員数 14人 ）
～ R4.3.31 就業場所: 十日町市

(1)8時00分～16時00分 保育士 必須

TEL 025-752-2009 （従業員数 24人 ）
～ R4.3.31 就業場所: 十日町市

(1)9時00分～17時00分

TEL 025-752-2563 （従業員数 22人 ）
～ 就業場所: 十日町市

交替制あり
(1)8時30分～12時00分
(2)13時00分～16時30分

TEL 025-752-6201 （従業員数 5人 ）
～ R4.3.31 就業場所: 十日町市

(1)9時00分～17時00分

TEL 025-596-2114 （従業員数 3人 ）
～ 就業場所: 十日町市

(1)9時00分～17時00分

TEL 0120-898-085 （従業員数 35人 ）
～ 就業場所: 十日町市

(1)9時00分～17時00分

TEL 025-752-2736 （従業員数 28人 ）
～ 就業場所: 十日町市

交替制あり
(1)15時00分～18時00分
(2)8時00分～17時00分

TEL 025-761-7340 （従業員数 50人 ）
～ 就業場所: 十日町市

(1)8時10分～17時00分

TEL 025-765-4881 （従業員数 11人 ）
R3.6.16 ～ R4.6.15 就業場所: 津南町

交替制あり
(1)8時30分～17時00分
(2)7時30分～11時00分
(3)21時00分～23時00分

TEL 025-755-5500 （従業員数 8人 ）
～ 就業場所: 十日町市

TEL 025-761-7400 （従業員数 106人 ）
～ 就業場所: 津南町

拠出
交替制あり
(1)8時00分～15時00分
(2)8時30分～15時00分
(3)9時00分～15時00分

TEL 025-768-3311 （従業員数 22人 ）
～ 就業場所: 十日町市

交通誘導員（東北電力関
連）

18歳以上 株式会社　トスネット
上信越　魚沼営業所

南魚沼市美佐島９８番地１　１Ｆ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

（ 法令の規定
により年齢
制限がある

）
142,932円～
172,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

2人 15120- 2130111正社員以外 現場：南魚沼、魚沼、十日町、湯沢近辺

交通誘導員（建設現場等） 18歳以上 株式会社　トスネット
上信越　魚沼営業所

南魚沼市美佐島９８番地１　１Ｆ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

（ 法令の規定
により年齢
制限がある

）
142,932円～
172,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

2人 15120- 2131711正社員以外 現場：南魚沼、魚沼、十日町、湯沢、長岡、柏崎等

バス運転士 不問 南越後観光バス　株
式会社

南魚沼市美佐島字野田道１６０３番地 雇用・労災・
健康・厚生

（ 不問 ）
157,500円～
202,500円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 又は6時00分～20時
30分の間の8時間程度

車両系建設機械作業免許　　あれ
ば尚可4人 15120- 2046811正社員以外 六日町営業所、湯沢車庫、十日町車庫、津南営業所

営業員（十日町営業所） 不問 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　　必須

（ 不問 ）
163,500円～
191,900円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 15020- 6498711正社員以外 十日町市下川原町２７　十日町営業所

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

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
園

十日町市浦田２９５５－１ 雇用・労災 普通自動車運転免許　　必須

（ 定年を上限 ）
1,300円～1,600

円
雇用期間の定めなし 又は8時30分～17時

30分の間の6時間程度2人 15080- 1200411パート労働者 十日町市浦田２９５５－１ いずれかの免許・資格所持で可

訪問介護員（ホームヘル
パー）

不問 社会福祉法人　やま
びこ

十日町市寿町１丁目１－１２ 労災 普通自動車運転免許　　必須

（ 不問 ）
1,404円～1,416

円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 又は8時00分～18時

00分の間の4時間程度1人 15080- 1205111パート労働者 十日町市寿町１丁目１－１２　　本部 いずれかの免許・資格所持で可

保育士 不問 社会福祉法人　大井
田会　大井田保育園

十日町市四日町１６８０番地１９ 雇用・労災・
健康・厚生

（ 不問 ）

950円～1,000円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 15080- 1219011パート労働者 十日町市四日町１６８０番地１９

電話受付及び事務【急募】 不問 株式会社　玉垣製麺
所

十日町市高田町六丁目６８８番地２ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

（ 不問 ）

900円～900円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 15080- 1223811パート労働者 十日町市高田町六丁目６８８番地２

ＩＣＴ支援業務 不問 株式会社　ネット
ワーク２１

十日町市寿町３－４－１０
　カドヤパークビル１階

労災 普通自動車運転免許　　必須

（ 不問 ）
1,000円～1,000

円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 普通自動車免許（ＡＴ限定可）

1人 15080- 1235311パート労働者 十日町市寿町３－４－１０

窓口受付及び事務 不問 松之山温泉合同会
社まんま

十日町市松之山湯本９－４ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

（ 不問 ）

850円～900円雇用期間の定めなし

1人 15080- 1237911パート労働者 十日町市松之山湯本９－４　　里山ビジターセンター

ケーキ・洋菓子等の製造業
務及び付帯業務

不問 ㈱ＪＲ東日本クロスス
テーション　食品製造事
業部　十日町すこやか
ファクトリ一

十日町市上新井３６１－１ 雇用・労災・
健康・厚生

（ 不問 ）

860円～860円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

3人 15080- 1153411パート労働者 十日町市上新井３６１－１

着物の検査及び入出荷業
務

64歳以下 株式会社　はぶき 十日町市四日町１７３５番地１ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車運転免許　　あれば尚可

（ 定年を上限 ）

835円～850円雇用期間の定めなし

1人 15080- 1159711パート労働者 十日町市上川町７４２番地２

グループホーム生活支援
員（グループホームうえの）

59歳以下 社会福祉法人　十日
町福祉会

十日町市水口沢９９ 労災 普通自動車運転免許　　あれば尚可

（ 定年を上限 ）

881円～881円雇用期間の定めなし

1人 15080- 1160511パート労働者 十日町市上野３　　グループホームうえの

生産管理事務 不問 サイエンス　株式会
社

津南町大字秋成　４６２６－１ 雇用・労災 普通自動車運転免許　　必須

（ 不問 ）

831円～850円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 15080- 1162011パート労働者 津南町大字秋成４６２６ー１

清掃員 18歳～59歳 株式会社　クリーン
セキュリティー

十日町市高田町六丁目７５７番地１
ポートインビル２階

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

（ 法令の規定
により年齢
制限がある

）

832円～900円雇用期間の定めなし

1人 15080- 1173911パート労働者 十日町市馬場丁１７１１－１（土市）

介護職員（みさと苑） 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 ）

850円～1,000円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 又は7時00分～20時
00分の間の4時間以上1人 15080- 1186511パート労働者 津南町大字芦ヶ崎乙３１７－１

生そば・乾麺の製造 59歳以下 株式会社　小嶋屋総
本店

十日町市中屋敷７５８－１ 雇用・労災

（ 定年を上限 ）

860円～910円雇用期間の定めなし

2人 15080- 1198611パート労働者 十日町市中屋敷５２０－６

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

交替制あり
(1)16時00分～20時00分
(2)17時00分～21時00分

TEL 025-768-3311 （従業員数 36人 ）
～ 就業場所: 十日町市

(1)17時00分～21時15分

TEL 025-367-0175 （従業員数 12人 ）
～ R3.9.30 就業場所: 十日町市

交替制あり
(1)10時30分～14時30分
(2)14時30分～19時00分
(3)19時00分～23時15分

TEL 025-256-8605 （従業員数 5人 ）
～ 就業場所: 十日町市

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

(1)9時00分～19時00分 理容師 必須

(2)9時00分～12時00分
(3)13時00分～19時00分

TEL 072-685-0767 （従業員数 3人 ）
～ 就業場所: 十日町市

(1)9時00分～16時00分

TEL 0258-24-8936 （従業員数 3人 ）
～ 就業場所: 十日町市

調理補助【本店】（平日夜
勤務）

59歳以下 株式会社　小嶋屋総
本店

十日町市中屋敷７５８－１ 雇用・労災

（ 定年を上限 ）

860円～1,000円雇用期間の定めなし

1人 15080- 1199911パート労働者 十日町市中屋敷７５８－１

レジ（パート、アルバイト）
「十日町シルクモール店」

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 ）

831円～895円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 又は8時30分～17時
00分の間の4時間程度2人 15010-16585911パート労働者 十日町市山本町５丁目８３６番地

買場景品買取（十日町市
西本町）

64歳以下 有限会社　丸善商事 新潟市中央区長潟１丁目９－３３ 労災 普通自動車運転免許　　必須

（ 定年を上限 ）

850円～1,000円雇用期間の定めなし 普通自動車免許（通勤用）

1人 15010-16783511パート労働者 十日町市西本町３丁目１８８番地

販売員（コメリハードアンド
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 ）

895円～895円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 又は8時45分～20時
15分の間の4時間程度1人 15070- 5944911パート労働者 十日町市下島４４１番地９

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丁目７－２６　カ
ワノビル

雇用・労災・
健康・厚生

（ 不問 ）
1,000円～1,200

円
雇用期間の定めなし 又は9時00分～19時

30分の間の6時間程度1人 27150- 8564311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

一般事務員（おもいやりの
泉十日町店）

不問 株式会社　新潟県厚
生事業協同公社

長岡市北陽３－１－１ 雇用・労災・
健康・厚生

（ 不問 ）

846円～930円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 15020- 6454111パート労働者 十日町市千歳町２－１－１７　パークサイドチトセＢ号

ハローワークの職業相談・職業紹介をご利用いただくにあたってのご案内

○ハローワークは、平日の8:30～17:15まで開庁しております。

○職業相談・職業紹介をご希望の方につきまして、以下ご案内いたします。

　当所として、以下の所要時間の目安や窓口の混雑状況により、9:00～17:00の間のご利用をお勧めさせて

いただきます。

１　求職申込みや職業相談には一定の時間がかかります。

　　初めてハローワークをご利用いただく方については、求職申込みが必要です。

　　求職申込書へのご記入や、ご記入いただいた求職申込書に沿ってご希望の条件等について確認させて

　いただく相談については概ね30～40分程度は見ておいていただければと思います。

（注）お待ちいただく時間は、日時によって変動するため、所要時間に含めておりませんので、お時間に

　余裕を持ったご来所をお願いいたします。

２　職業紹介については、先方（事業所）との連絡がつきにくい時間帯があります。

　　早朝（8:30～9:00）、昼休みの時間帯（12:00～13:00）、夕方17:00過ぎにつきましては、他の時間帯

　　に比べて事業所との連絡がつきづらい場合がございますので、予めご了承いただき、できましたら

　　それらの時間帯以外のご利用をお願いいたします。

　　また、翌日に面接をご希望の場合については、夕方ですと、翌日の面接設定が難しい場合がございます

　　ので、早めのご利用をお願いいたします。
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