
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時30分

TEL 025-761-1881 （従業員数 9人 ）
～ 就業場所: 十日町市

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 90人 ）
～ 就業場所: 津南町

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

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

TEL 025-761-7400 （従業員数 42人 ）
～ 就業場所: 十日町市

拠出

(1)8時00分～18時00分

TEL 025-761-1331 （従業員数 11人 ）
～ 就業場所: 十日町市

変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分 三級自動車整備士 必須

TEL 025-757-2135 （従業員数 12人 ）
～ 就業場所: 十日町市

厚生
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時15分

TEL 025-752-6122 （従業員数 4人 ）
～ 就業場所: 十日町市

(1)7時00分～20時00分

TEL 025-765-3512 （従業員数 4人 ）
～ 就業場所: 津南町

(1)8時30分～17時30分

TEL 0774-68-4440 （従業員数 8人 ）
～ 就業場所: 十日町市

拠出
変形（1年単位）
(1)7時30分～17時00分

TEL 025-763-2970 （従業員数 5人 ）
～ 就業場所: 十日町市

厚生
変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

TEL 025-757-2217 （従業員数 30人 ）
～ 就業場所: 十日町市

交替制あり
(1)8時30分～17時10分
(2)22時00分～6時40分

TEL 025-770-2820 （従業員数 16人 ）
～ 就業場所: 十日町市

拠出
交替制あり
(1)6時45分～15時25分
(2)9時00分～17時40分
(3)10時30分～19時10分

TEL 025-770-2820 （従業員数 4人 ）
～ 就業場所: 十日町市

拠出

雇用期間の定めなし ◆求人に関する特記事項参照

1人 15120- 5297321正社員 ほくほく線十日町駅又は六日町運輸指令区

運輸関係従業員 18歳～30歳 北越急行　株式会社 南魚沼市六日町２９０２番地１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

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

）
146,500円～
203,800円

雇用期間の定めなし

1人 15120- 5296421正社員 十日町市松代５２９３番地６　松代工務区

電気技術係員（松代工務
区）

18歳～59歳 北越急行　株式会社 南魚沼市六日町２９０２番地１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

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

）
169,200円～
304,300円

1人 15080- 2859721正社員 十日町市川治２１９０－６　川治工場

蒸し・水洗スタッフ【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（ 定年を上限 ）

195,000円～
245,000円

1人 15080- 2867721正社員

電気工事・管工事 59歳以下 有限会社　富井電気 十日町市干溝４３－１ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

（ 定年を上限 ）
174,400円～
218,000円

普通免許はＡＴ限定で可です。

1人 26040- 4882721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）

59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

普通自動車運転免許　　必須

（ 定年を上限 ）
250,000円～
600,000円

1人 15080- 2875821正社員

乳牛の管理 45歳以下 荒井牧場 津南町大字赤沢１１１１５－１ 労災 普通自動車運転免許　　必須

（ キャリア形
成

）
250,000円～
250,000円

2人 15080- 2873021正社員

製造加工 59歳以下 有限会社　野村製作
所

十日町市川治１８０７番地４ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

（ 定年を上限 ）
165,850円～
265,850円

1人 15080- 2872121正社員

自動車整備士（経験者） 59歳以下 三洋自動車　株式会
社

十日町市南新田町１丁目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～
200,000円

1人 15080- 2871921正社員

事務員 59歳以下 有限会社　ファーム
ランド・木落

十日町市木落１３６６番地３ 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

1人 15080- 2869221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

営繕職員兼運転員（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

普通自動車運転免許　　必須

（ 定年を上限 ）
164,000円～
194,000円

1人 15080- 2878421正社員

画像検査機オペレーター 18歳～59歳 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（ 定年を上限 ）

153,100円～
188,500円

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

）
161,000円～
233,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080- 2882721正社員

就　業　時　間 加入保険等 必要な免許資格

家具工・建具工・施工管理
（営業含む）

45歳以下 株式会社　均太木工 十日町市伊勢平治８２１番地 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

）
161,700円～
254,100円

雇用期間の定めなし 普通自動車免許（ＡＴ限定可）

1人 15080- 2881021正社員

【 10月28日(金) 号 】

≪次回の発行は11/4(金)です.≫

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

機械部品加工（津南本社
工場）

18歳～39歳 株式会社　リコーキ
ハラ

津南町芦ヶ崎乙８８７

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

10月20日(木)～10月26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）

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

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。

（注）

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。
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(1)9時00分～18時00分

TEL 025-781-5011 （従業員数 5人 ）
～ R4.12.23 就業場所: 十日町市

変形（1ヶ月単位）
(1)9時30分～19時00分
(2)10時30分～20時00分
(3)11時30分～21時00分

TEL 050-3116-1607（従業員数6,896人 ）
～ 就業場所: 十日町市

(1)8時30分～17時15分 臨床検査技師 必須

TEL 025-285-5511 （従業員数6,450人 ）
～ 就業場所: 十日町市

交替制あり
(1)8時00分～17時00分 フォークリフト運転技能者 あれば尚可

(2)17時00分～2時00分

TEL 025-768-4152 （従業員数 6人 ）
～ R5.3.31 就業場所: 十日町市

拠出
変形（1ヶ月単位）

TEL 025-765-4619 （従業員数 97人 ）
R4.12.24 ～ R5.4.2 就業場所: 津南町

変形（1ヶ月単位）

TEL 025-765-4619 （従業員数 97人 ）
R4.12.24 ～ R5.4.2 就業場所: 津南町

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時30分

TEL 025-765-4886 （従業員数 20人 ）
～ 就業場所: 津南町

交替制あり
(1)5時15分～14時00分 調理師 必須

(2)8時30分～17時15分
(3)9時45分～18時30分

TEL 025-757-5566 （従業員数 390人 ）
R5.1.1 ～ R5.3.31 就業場所: 十日町市

(1)8時30分～16時30分

TEL 025-757-3111 （従業員数 27人 ）
R4.12.1 ～ R5.3.31 就業場所: 十日町市

(1)8時30分～16時30分 保育士 必須

幼稚園教諭免許（専修・１種・２種） 必須

TEL 025-757-3111 （従業員数 15人 ）
R4.12.1 ～ R5.3.31 就業場所: 十日町市

TEL 025-758-4348 （従業員数 7人 ）
～ 就業場所: 十日町市

変形（1ヶ月単位）
(1)10時00分～17時00分

TEL 025-765-4619 （従業員数 97人 ）
R4.12.24 ～ R5.4.2 就業場所: 津南町

(1)13時00分～17時00分

TEL 025-752-3992 （従業員数 7人 ）
～ 就業場所: 十日町市

(1)9時00分～15時50分

TEL 025-757-5566 （従業員数 390人 ）
～ R5.3.31 就業場所: 十日町市

(1)9時15分～17時15分
(2)8時30分～16時30分

TEL 025-757-3111 （従業員数 2人 ）
R4.11.14 ～ R5.3.31 就業場所: 十日町市

(1)12時30分～16時30分

TEL 0258-86-7262 （従業員数 3人 ）
～ 就業場所: 十日町市

介護福祉士 あれば尚可

ホームヘルパー２級 あれば尚可

介護支援専門員（ケアマネージャー） あれば尚可

TEL 050-3627-7810（従業員数 5人 ）
～ 就業場所: 津南町

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

期）洋菓子製造（ＪＲ東日本
クロスステーション／十日
町市）

不問 株式会社　ＮＣＩ　 南魚沼市六日町４７９番地３　テルエル
クボタビル２Ｆ

雇用・労災

（ 不問 ）
162,400円～
162,400円

15120- 5343421有期雇用派遣労働者 十日町市上新井３６１－１（十日町すこやかファクトリー）
1人

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

職　　　　種
雇用形態・雇用期間

年齢・指針
・求人数

（ 不問 ）
190,000円～
225,000円

14010-50930421正社員以外 新潟県内店舗
5人

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

企画販売アドバイザー・管
理職候補　※新潟県内ノジ
マ店舗

不問 株式会社　ノジマ 神奈川県横浜市西区南幸１丁目１番１
号
ＪＲ横浜タワー２６階（受付２５階）

雇用・労災・
健康・厚生

（ 不問 ）
184,700円～
190,800円

15010-37703621正社員以外 十日町市高田町３丁目南３２番地９
1人

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

臨床検査技師（任期付職
員育休代替／十日町病
院）

不問 新潟県総務部人事
課

新潟市中央区新光町４番地１ 公災・健康・
厚生・財形

（ 法令の規定
により年齢
制限がある

）
190,080円～
207,360円

15080- 2874721正社員以外
2人

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

焼土製造員及びフォークリ
フト運転業務

18歳以上 株式会社　福田興産
焼土センター

十日町市小根岸４４－１ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

（ 不問 ）
189,200円～
240,800円 又は7時00分～22時

00分の間の8時間程度15080- 2863621正社員以外
5人

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

レストラン係 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 ）
189,200円～
240,800円 又は7時00分～22時

00分の間の8時間程度15080- 2864921正社員以外
5人

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

洗い場・調理補助係 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

（ 定年を上限 ）
152,880円～
152,880円

1人 15080- 2868821正社員以外

雇用期間の定めなし

ぶなしめじ包装作業 64歳以下 株式会社　ミスズラ
イフ　津南工場

津南町大字谷内３７８２ 雇用・労災・
健康・厚生

調理師 不問 新潟県立十日町病
院

十日町市高田町三丁目南３２番地９ 雇用・労災・
健康・厚生

（ 不問 ）
141,605円～
231,492円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

1人 15080- 2861421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

一般事務補助（税務課　固
定資産税係）

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 ）

897円～897円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 15080- 2879321パート労働者
指導員（発達支援センター
発達支援係）

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　　必須

（ 不問 ）
1,087円～1,087

円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 15080- 2880121パート労働者 十日町市学校町１丁目６１４番地３２ いずれかの免許・資格所持で可

調理補助およびフロアス
タッフ（つまり食堂）

不問 株式会社　美郷 十日町市馬場癸４３４５－３（珠川） 労災

（ 不問 ）

900円～1,200円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 又は8時30分～15時
00分の間の5時間程度2人 15080- 2877521パート労働者 十日町市本町６丁目クロステン内　「つまり食堂」

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 労災

（ 不問 ）
1,000円～1,300

円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

5人 15080- 2866021パート労働者
配達及び弁当の盛り付け 不問 宅配クック１２３　十

日町店
十日町市川治１１８６番地 労災 普通自動車運転免許　　必須

（ 不問 ）

890円～890円雇用期間の定めなし

1人 15080- 2858021パート労働者
医師事務作業補助（クラー
ク業務）

不問 新潟県立十日町病
院

十日町市高田町三丁目南３２番地９ 雇用・労災・
健康・厚生

（ 不問 ）
1,266円～1,266

円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 15080- 2860521パート労働者
一般事務（水沢公民館） 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　　必須

（ 不問 ）

897円～897円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 15080- 2862321パート労働者 十日町市馬塲丁１３４２番地　水沢公民館

（請）清掃員［十日町診療
所］

不問 株式会社　新潟県ビ
ル管理協同公社　長
岡営業所

長岡市中沢町５１８番地 雇用・労災 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 15020-14849321パート労働者 十日町市泉町２９　小千谷総合病院付属十日町診療所

訪問介護員（津南町） 64歳以下 土屋訪問介護事業
所　新潟

新潟市中央区関新２丁目１－７３
新潟ダイカンプラザ遊学館１２０５

労災 普通自動車運転免許　　必須

（ 定年を上限 ）
1,100円～1,300

円
雇用期間の定めなし 又は17時30分～7時

30分の間の8時間

医師、看護師、社会福祉士、実務
者・初任者研修などあれば可2人 15010-37645521パート労働者 津南町大字外丸 いずれかの免許・資格所持で可

フルタイム（正社員以外）

パート
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