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No. 事業所名 募集職種 雇用形態 年齢 勤務地 経験 資格 求人番号

1 （株）シーエフエス 機械メンテナンス要員 正社員 ４０歳以下 北区 164,000 ～ 251,600 不問 不問 15010-27022001

2 昭栄産業（株） 営業職 正社員 ４０歳以下 中央区・長岡市 211,000 ～ 275,000 不問 不問 15010-28572201

3 （株）サイトビジット カスタマーサポート 契約社員 不問 中央区 200,000 ～ 350,000 あれば尚可 不問 13010-77708901

4
アートコーポレーション（株）
（アート引越センター）

生産職（引越作業員） 正社員 ３５歳以下 東区 184,500 ～ 189,500 不問 不問 27010-46777901

5-1 セコム上信越（株）
機械警備サービススタッフ（中央区新光
町）

正社員 １８歳～３４歳 中央区 204,950 ～ 224,450 不問 不問 15010-23917901

5-1 セコム上信越（株） 機械警備サービススタッフ（中央区米山） 正社員 １８歳～３４歳 中央区 204,950 ～ 224,450 不問 不問 15010-29133301

5-1 セコム上信越（株）
機械警備サービススタッフ（西区流通セン
ター）

正社員 １８歳～３４歳 西区 204,950 ～ 224,450 不問 不問 15010-23918101

5-1 セコム上信越（株）
機械警備サービススタッフ（江南区東早
通）

正社員 １８歳～３４歳 江南区 204,950 ～ 224,450 不問 不問 15010-23920201

5-1 セコム上信越（株）
機械警備サービススタッフ（北区下大谷
内）

正社員 １８歳～３４歳 北区 204,950 ～ 224,450 不問 不問 15010-23922001

5-2 セコム上信越（株） 営業スタッフ（中央区新光町） 正社員 １８歳～３４歳 中央区 204,950 ～ 224,450 不問 不問 15010-29129401

5-2 セコム上信越（株） 営業スタッフ（中央区米山） 正社員 １８歳～３４歳 中央区 204,950 ～ 224,450 不問 不問 15010-29123501

5-2 セコム上信越（株） 営業スタッフ（西区流通センター） 正社員 １８歳～３４歳 西区 204,950 ～ 224,450 不問 不問 15010-23919401

5-2 セコム上信越（株） 営業スタッフ（江南区東早通） 正社員 １８歳～３４歳 江南区 204,950 ～ 224,450 不問 不問 15010-23921501

5-3 セコム上信越（株） 現金護送専任社員（西区的場流通） 特定業務専任社員 １８歳～５９歳 西区 230,000 ～ 230,000 不問 不問 15010-23923301

5-4 セコム上信越（株）
資金管理・現金仕分作業（西区的場流
通）

パート 不問 西区 850 ～ 850 不問 不問 15010-29121801

6-1 （株）高清 ルートセールス 正社員 ４５歳以下 江南区 180,000 ～ 250,000 不問 不問 15010-29246301

6-2 （株）高清 機械、機器等のメンテナンス業務 正社員 ５９歳以下 江南区 190,000 ～ 250,000 必須 不問 15010-23031701

7-1 (株)新潟ビルサービス （請）清掃業務（中央区鐘木） 正社員 ５９歳以下 中央区 148,000 ～ 158,000 不問 不問 15010-26497401

7-2 (株)新潟ビルサービス （請）清掃員（午前／中央区鐘木） パート ６４歳以下 中央区 900 ～ 900 不問 不問 15010-29354701

7-2 (株)新潟ビルサービス （請）清掃業務／週３日（中央区姥ケ山） パート ６４歳以下 中央区 850 ～ 850 不問 不問 15010-29363801

7-2 (株)新潟ビルサービス （請）清掃業務（中央区水道町） パート ６４歳以下 中央区 840 ～ 840 あれば尚可 不問 15010-24896601

7-2 (株)新潟ビルサービス （請）清掃業務（午前／江南区西町） パート ６４歳以下 江南区 850 ～ 850 不問 不問 15010-26498701

7-2 (株)新潟ビルサービス （請）清掃業務（中央区長潟） パート ６４歳以下 中央区 840 ～ 840 不問 不問 15010-27090601

8 アクサ生命保険(株)　新潟営業所 商工会議所共済・福祉制度推進スタッフ 正社員 ６４歳以下 中央区 210,000 ～ 270,000 不問 不問 15010-29366001

9 旭ビル管理（株） 営業並びに営業事務 正社員 ５９歳以下 東区 230,000 ～ 250,000 あれば尚可 不問 15010-22674301

10-1 (株)コメリ（新潟ストアサポートセンター）
販売員（コメリハードアンドグリーン小針
店）準社員

パート 不問 西区 898 ～ 898 不問 不問 15070-11992601

賃金
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10-1 (株)コメリ（新潟ストアサポートセンター）
販売員（準社員）【ハードアンドグリーン出
来島店】

パート 不問 中央区 898 ～ 898 不問 不問 15070-11994101

10-1 (株)コメリ（新潟ストアサポートセンター） 販売員（パワー河渡店）準社員 パート 不問 東区 898 ～ 898 不問 不問 15070-12048201

10-2 (株)コメリ 店舗販売職／地域正社員（ホーム社員） 正社員 ５９歳以下 西区 178,000 ～ 191,000 不問 不問 15070-11272901

10-2 (株)コメリ 店舗販売職／地域正社員（ホーム社員） 正社員 ５９歳以下 東区 178,000 ～ 191,000 不問 不問 15070-11273101

10-2 (株)コメリ 店舗販売職／地域正社員（ホーム社員） 正社員 ５９歳以下 北区 178,000 ～ 191,000 不問 不問 15070-11274401

10-2 (株)コメリ 店舗販売職／地域正社員（ホーム社員） 正社員 ５９歳以下 江南区 178,000 ～ 191,000 不問 不問 15070-11281101

10-2 (株)コメリ 店舗販売職／地域正社員（ホーム社員） 正社員 ５９歳以下 中央区 178,000 ～ 191,000 不問 不問 15070-11283701

10-3 (株)コメリ 販売・店舗運営職（リージョナル社員） 正社員 ３５歳以下 西区 179,000 ～ 231,000 不問 不問 15070-12516501

10-3 (株)コメリ 販売・店舗運営職（リージョナル社員） 正社員 ３５歳以下 東区 179,000 ～ 231,000 不問 不問 15070-12518301

10-3 (株)コメリ 販売・店舗運営職（リージョナル社員） 正社員 ３５歳以下 北区 179,000 ～ 231,000 不問 不問 15070-12520401

10-3 (株)コメリ 販売・店舗運営職（リージョナル社員） 正社員 ３５歳以下 江南区 179,000 ～ 231,000 不問 不問 15070-12513701

10-3 (株)コメリ 販売・店舗運営職（リージョナル社員） 正社員 ３５歳以下 中央区 179,000 ～ 231,000 不問 不問 15070-12517001

11-1 セコムテクノ上信越（株） 警備用機器の設置に関わる施工管理 正社員 ４０歳以下 中央区 180,400 ～ 225,900 不問 あれば尚可 15010-23736201

11-2 セコムテクノ上信越（株） 建物設備の保守管理 正社員 ４０歳以下 中央区 180,400 ～ 225,900 不問 あれば尚可 15010-23735801

12-1 青木環境事業(株) 焼却炉運転作業員 契約社員 １８歳以上 北区 215,000 ～ 245,000 不問 不問 15010-25655101

12-2 青木環境事業(株)
ドライバー・作業員（現場作業・収集運搬
作業）

正社員 ５９歳以下 北区 180,000 ～ 230,000 不問 あれば尚可 15010-28722701

13-2 （株）ウオロク 販売職（中・下越各店舗） 正社員 ４５歳以下 中・下越 165,000 ～ 250,000 不問 不問 15010-25908801

13-3 （株）ウオロク 販売職／エリア正社員（自宅通勤） 正社員 ４５歳以下
拠点住所から
50km以内

148,500 ～ 225,000 不問 不問 15010-26406801

13-3 （株）ウオロク 販売職／エリア正社員（自宅通勤） 正社員 ４５歳以下 拠点住所から
50km以内

148,500 ～ 225,000 不問 不問 15010-26410901

14-1 (株)日本フードリンク 人事・労務管理 正社員 ３５歳以下 東区 180,000 ～ 250,000 不問 不問 15010-28581501

14-2 (株)日本フードリンク （請）給食調理スタッフ（西区山田） 正社員 ５９歳以下 西区 162,000 ～ 203,000 あれば尚可 必須 15010-24714001

14-2 (株)日本フードリンク （請）給食調理補助スタッフ（北区木崎） パート 不問 北区 850 ～ 850 不問 不問 15010-24726101

14-2 (株)日本フードリンク
（請）給食調理補助スタッフ（江南区阿賀
野）

パート 不問 江南区 840 ～ 840 不問 不問 15010-23633601

14-3 (株)日本フードリンク 総務企画 正社員 ３５歳以下 東区 180,000 ～ 250,000 不問 不問 15010-29937801

15-1 富士運輸（株） 一般作業員 正社員 ３５歳以下 中央区 168,920 ～ 238,278 不問 不問 15010-25779901

15-2 富士運輸（株） 大型運転手 正社員 ５９歳以下 東区 255,354 ～ 305,354 あれば尚可 必須 15010-25778601
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15-3 富士運輸（株） 自動車整備 正社員 ５９歳以下 東区 175,000 ～ 251,000 不問 必須 15010-25777301

15-4 富士運輸（株） 一般事務、運行管理 正社員 ５９歳以下 東区 175,000 ～ 248,200 不問 あれば尚可 15010-25775501

16 大同生命保険（株）新潟支社 企業福利厚生プランナー（法人営業） 正社員 ６４歳以下 中央区 170,000 ～ 200,000 不問 不問 15010-23970501

17-1 (株)オーシャンシステム　チャレンジャー事業部
商品のディスプレイ、加工、対面販売等
（新潟市等）【普通職】

正社員 ６４歳以下 新潟県内 170,000 ～ 195,000 不問 不問 15110-4370301

17-2 (株)オーシャンシステム　チャレンジャー事業部
商品のディスプレイ、加工、対面販売
（新潟市等各店舗）

正社員 ６４歳以下 新潟県内 200,000 ～ 294,000 不問 不問 15110-4369801

18-1 フジタ自動車工業（株）新潟工場 組立技術員 正社員 ４０歳以下 東区 170,000 ～ 250,000 不問 不問 15010-22734801

18-2 フジタ自動車工業（株）新潟工場 営業 正社員 ４０歳以下 東区 170,000 ～ 250,000 不問 不問 15010-27802501

19-1 小野田化学工業（株）新潟工場 運転管理工 正社員 １８歳～４５歳 北区 165,740 ～ 286,640 不問 不問 15010-28808601

19-2 小野田化学工業（株）新潟工場 技術職／電気系 正社員 ３５歳以下 北区 165,740 ～ 269,920 不問 あれば尚可 15010-28805501

20 北陸保全工業（株） 道路維持及び一般土木工事技術者 正社員 ５９歳以下 東区 305,000 ～ 305,000 必須 必須 15010-24293901

21-1 内外商工（株）
内装工事現場への運搬配送及び現場管
理補助

正社員 ４０歳以下 中央区 190,000 ～ 270,000 不問 必須 15010-29057401

21-2 内外商工（株） 施工管理 正社員 ４０歳以下 中央区 190,000 ～ 270,000 不問 必須 15010-29059801

22 エアプラック（株） 施工管理技術者 正社員 ６４歳以下 東区 196,000 ～ 365,000 不問 あれば尚可 15010-29037301

23-1 石川緑樹（株） 施工管理技術者 正社員 ５９歳以下 西区 250,000 ～ 300,000 必須 あれば尚可 15010-28953601

23-2 石川緑樹（株） 一般作業員 正社員 ５９歳以下 西区 220,000 ～ 250,000 不問 必須 15010-28952301

24-1 日綋土木工業（株） 施工管理 正社員 ５９歳以下 江南区 200,000 ～ 350,000 不問 不問 15010-24075901

24-2 日綋土木工業（株） 土木作業員 正社員 ５９歳以下 江南区 180,000 ～ 350,000 不問 不問 15010-22688801
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1-1 （株）タシケント 接客販売員（アパレル） 正社員 不問 江南区 160,000 ～ 180,000 不問 不問 15010-28577901

1-1 （株）タシケント 接客販売員（アパレル） 正社員 不問 中央区 160,000 ～ 180,000 不問 不問 15010-28575301

1-1 （株）タシケント 接客販売員（アパレル） 正社員 不問 江南区 160,000 ～ 180,000 不問 不問 15010-27688001

2-1 水ing（株）新潟営業所
上・下水道施設の保守・運転・維持管理
「在籍出向」

正社員 １８歳～５９歳
江南区・秋葉区
・南区

161,000 ～ 237,000 あれば尚可 あれば尚可 15010-26006901

2-1 水ing（株）新潟営業所
上下水道施設等の運転管理、保守点検
業務「在籍出向」

準社員 １８歳以上 江南区・秋葉区
・南区

202,000 ～ 300,000 不問 あれば尚可 15010-26008401

2-1 水ing（株）新潟営業所
上・下水道施設の保守・運転・維持管理
「在籍出向」

正社員 １８歳～５９歳 北区・東区 161,000 ～ 237,000 あれば尚可 あれば尚可 15010-26005601

2-1 水ing（株）新潟営業所
上下水道施設等の運転管理、保守点検
業務「在籍出向」

準社員 １８歳以上 北区・東区 202,000 ～ 300,000 不問 あれば尚可 15010-26007101

2-1 水ing（株）新潟営業所
上・下水道施設の保守・運転・維持管理
「在籍出向」

正社員 ５９歳以下 村上市 161,000 ～ 237,000 あれば尚可 あれば尚可 15010-26010501

2-1 水ing（株）新潟営業所
上・下水道施設の保守・運転・維持管理
「在籍出向」

正社員 １８歳～５９歳 南魚沼市 161,000 ～ 237,000 あれば尚可 あれば尚可 15010-26017701

2-1 水ing（株）新潟営業所
上下水道施設の保守・運転・維持管理
「在籍出向」

準社員 不問 村上市 202,000 ～ 300,000 あれば尚可 あれば尚可 15010-26011001

2-1 水ing（株）新潟営業所
上下水道施設等の運転管理、保守点検
業務「在籍出向」

準社員 １８歳以上 南魚沼市 202,000 ～ 300,000 不問 あれば尚可 15010-26021301

2-2 水ing（株）新潟営業所
環境衛生施設の運転管理、保守点検業
務「在籍出向」

準社員 １８歳以上 上越市 202,000 ～ 300,000 不問 あれば尚可 15010-26052201

2-2 水ing（株）新潟営業所
環境衛生施設の運転管理、保守点検業
務「在籍出向」

正社員 １８歳～５９歳 上越市 161,000 ～ 237,000 あれば尚可 あれば尚可 15010-26025401

2-2 水ing（株）新潟営業所
環境衛生施設の運転管理、保守点検業
務「在籍出向」

正社員 １８歳～５９歳 妙高市 161,000 ～ 237,000 あれば尚可 あれば尚可 15010-26014901

2-2 水ing（株）新潟営業所
環境衛生施設の運転管理、保守点検業
務「在籍出向」

準社員 １８歳以上 妙高市 202,000 ～ 300,000 不問 あれば尚可 15010-26015101

3-1 （株）新生技建 金物取付工 正社員 ３５歳以下 中央区 185,090 ～ 245,300 不問 不問 15010-28422901

3-2 （株）新生技建 内装工 正社員 ３５歳以下 中央区 185,090 ～ 245,300 不問 不問 15010-28423101

4 新日本海フェリー（株）新潟支店 フェリー運航の陸上業務 正社員 １８歳～３０歳 東区 167,500 ～ 208,400 不問 不問 15010-27526601

5-1 （株）ウメザワドライ 幹部候補生（クリーニング業） 正社員 ３５歳以下 江南区・秋葉区
・新発田市

160,000 ～ 175,000 不問 不問 15010-28129201

5-2 （株）ウメザワドライ クリーニング店　受付スタッフ パート ５９歳以下 西区 840 ～ 840 不問 不問 15010-26648101

5-2 （株）ウメザワドライ クリーニング店　受付スタッフ パート ５９歳以下 江南区 840 ～ 840 不問 不問 15010-26642201

5-2 （株）ウメザワドライ クリーニング店　受付スタッフ パート ５９歳以下 中央区 840 ～ 840 不問 不問 15010-28590301

5-2 （株）ウメザワドライ クリーニング店　受付スタッフ パート ５９歳以下 中央区 840 ～ 840 不問 不問 15010-28589801

5-2 （株）ウメザワドライ クリーニング店　受付スタッフ パート ５９歳以下 中央区 840 ～ 840 不問 不問 15010-28587401

5-2 （株）ウメザワドライ クリーニング店　受付スタッフ パート ５９歳以下 南区 840 ～ 840 不問 不問 15010-28585901

6-1 (株)クラウン電装
カー用品・電装品の整備、取付サービス
員

正社員 ５９歳以下 江南区 165,000 ～ 185,000 不問 不問 15010-23304901

賃金
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6-1 (株)クラウン電装 カー用品等取付 正社員 ５９歳以下 江南区 165,000 ～ 185,000 不問 不問 15010-23305101

6-2 (株)クラウン電装 自動車用冷凍機取付 正社員 ５９歳以下 江南区 165,000 ～ 185,000 不問 不問 15010-23303601

6-3 (株)クラウン電装 自動車電装品の営業販売 正社員 ５９歳以下 江南区 170,000 ～ 190,000 不問 不問 15010-28775001

7-1 ドラッグトップス（株式会社　星光堂薬局） 販売管理（新潟県内） 正社員 ４０歳以下 新潟県内 160,000 ～ 210,000 不問 不問 15010-22845401

7-2 ドラッグトップス（株式会社　星光堂薬局） 登録販売者（新潟・福島県内各店舗） 正社員 １８歳～５９歳 新潟県・福島県 165,000 ～ 270,000 不問 必須 15010-22858001

8-1 （株）原信（アクシアルリテイリンググループ） 販売職（新潟） 正社員 ５９歳以下
新潟県・長野
県・富山県

160,620 ～ 234,310 必須 不問 15020-8826901

8-2 （株）原信（アクシアルリテイリンググループ）
販売職[夜間店長代理]（新潟市・下越地
区）

嘱託社員 １８歳以上
新潟市
下越地区

170,000 ～ 288,300 必須 不問 15020-8824301

9-1 トヨタＬ＆Ｆ新潟(株) 営業（産業車両他） 正社員 ５９歳以下 東区 167,000 ～ 224,000 不問 不問 15010-26651501

9-2 トヨタＬ＆Ｆ新潟(株) サービスエンジニア 正社員 ５９歳以下 東区 167,000 ～ 232,300 不問 あれば尚可 15010-24168501

9-3 トヨタＬ＆Ｆ新潟(株) 営業（物流システム等） 正社員 ５９歳以下 東区 167,000 ～ 223,000 不問 不問 15010-28316001

10-1 (株)綜合タップ 交通誘導警備員 契約社員 １８歳以上 新潟県内 172,000 ～ 180,600 不問 あれば尚可 15010-29249101

10-2 (株)綜合タップ （請）交通誘導員（江南区） パート １８歳以上 江南区 1,000 ～ 1,000 あれば尚可 不問 15010-29248901

10-2 (株)綜合タップ （請）交通誘導員（西区）（６０歳以上） パート ６０歳以上 西区 1,000 ～ 1,000 あれば尚可 不問 15010-22709401

10-2 (株)綜合タップ （請）交通誘導員（西区） パート １８歳以上 西区 1,000 ～ 1,000 あれば尚可 不問 15010-29247601

10-2 (株)綜合タップ （請）交通誘導員（江南区）（６０歳以上） パート ６０歳以上 江南区 1,000 ～ 1,000 あれば尚可 不問 15010-22711501

10-2 (株)綜合タップ （請）交通誘導員（中央区一番堀通町） パート １８歳以上 中央区 1,000 ～ 1,000 あれば尚可 不問 15010-29245001

10-2 (株)綜合タップ
（請）交通誘導員（中央区一番堀通町）（６
０歳以上）

パート ６０歳以上 中央区 1,000 ～ 1,000 あれば尚可 不問 15010-22707901

10-3 (株)綜合タップ 保安警備員 契約社員 １８歳以上
新潟市内及び
周辺市町村

157,500 ～ 157,500 不問 不問 15010-22704001

10-4 (株)綜合タップ （請）施設警備員（江南区鵜ノ子） 契約社員 １８歳以上 江南区 148,750 ～ 148,750 あれば尚可 不問 15010-26935101

10-4 (株)綜合タップ （請）施設警備員（新発田市佐々木） 契約社員 １８歳以上 新発田市 146,125 ～ 146,125 あれば尚可 不問 15010-25614401

10-4 (株)綜合タップ （請）施設警備員（西区小新） 契約社員 １８歳以上 西区 148,750 ～ 148,750 あれば尚可 不問 15010-25617201

10-4 (株)綜合タップ （請）施設警備員（東区大形本町） 契約社員 １８歳以上 東区 145,081 ～ 145,081 あれば尚可 不問 15010-25619001

11-1 ヤマトオートワークス北信越（株）新潟西部工
場

自動車整備士 正社員 ６４歳以下 北区 151,600 ～ 196,450 あれば尚可 あれば尚可 15010-28362801

11-1 ヤマトオートワークス北信越（株）新潟西部工
場

自動車整備士 正社員 ６４歳以下 西区 151,600 ～ 196,450 あれば尚可 あれば尚可 15010-28361701

11-2
ヤマトオートワークス北信越（株）新潟西部工
場

自動車整備士 パート 不問 西区 900 ～ 1,200 必須 あれば尚可 15010-28359601

11-2 ヤマトオートワークス北信越（株）新潟西部工
場

自動車整備士 パート 不問 北区 900 ～ 1,200 必須 あれば尚可 15010-28355201
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12 (株)三宝 店舗運営職（調理及び接客業務） 正社員 １８歳～４５歳 東区・北区・
江南区

160,000 ～ 250,000 不問 不問 15010-26898601

12 (株)三宝 店舗運営職（調理及び接客業務） 正社員 １８歳～４５歳 秋葉区・
南区・西区

160,000 ～ 250,000 不問 不問 15010-26901101

13 小形商工（株） 営業・施工管理 正社員 ４５歳以下 東区 200,000 ～ 265,000 不問 不問 15010-22919201

14-1 大東産業（株） 工場内作業員 正社員 ５９歳以下 江南区 190,000 ～ 260,000 あれば尚可 不問 15010-26180801

14-2 大東産業（株） 機械設計技術者 正社員 ５９歳以下 江南区 220,000 ～ 370,000 必須 不問 15010-29028001

14-3 大東産業（株） 資材調達員 正社員 ５９歳以下 江南区 190,000 ～ 280,000 必須 不問 15010-29030101

14-4 大東産業（株） 工場内メンテナンス作業 正社員 ５９歳以下 江南区 180,000 ～ 200,000 あれば尚可 不問 15010-28582001

15 太陽生命保険（株）新潟支社 ライフコンサルタント 正社員 ４５歳以下 中央区 150,000 ～ 175,000 不問 不問 15010-23100301

16-1 （株）アドヴァンス 製造（秋葉区・長岡市・上越市・関川村） 正社員 ４０歳以下 秋葉区・長岡市・
上越市・関川村

180,500 ～ 249,000 不問 あれば尚可 15010-28753101

16-2 （株）アドヴァンス 設計・技術業務 正社員 ４０歳以下 中央区 172,000 ～ 259,750 不問 不問 15010-27355501

16-3 （株）アドヴァンス 設計業務（エリア限定） 正社員 ４５歳以下 秋葉区・長岡市・
上越市、他

170,000 ～ 235,000 不問 不問 15010-27358601

16-4 （株）アドヴァンス
営業職（秋葉区・佐渡市・長岡市・上越
市）

正社員 ４５歳以下 秋葉区・佐渡市・
長岡市・上越市

187,000 ～ 278,000 不問 不問 15010-27362201

16-5 （株）アドヴァンス 営業職（エリア限定） 正社員 ４５歳以下 秋葉区・長岡市・
上越市

185,000 ～ 250,000 不問 不問 15010-27360701

17-1 （有）みやけ食品　新潟営業所 製造職 正社員 ６０歳以下 江南区 165,000 ～ 200,000 不問 不問 15010-28064701

17-1 （有）みやけ食品　新潟営業所 製造職 正社員 ６０歳以下 五泉市 165,000 ～ 200,000 不問 不問 15010-28066201

17-2 （有）みやけ食品　新潟営業所 商品ピッキング（五泉市） 正社員 ６０歳以下 五泉市 180,000 ～ 200,000 不問 あれば尚可 15010-26577401

17-3 （有）みやけ食品　新潟営業所 配送ドライバー（五泉市） 正社員 ６０歳以下 五泉市 210,000 ～ 230,000 あれば尚可 必須 15010-26579801

17-4 （有）みやけ食品　新潟営業所 製造職 パート 不問 江南区 840 ～ 840 不問 不問 15010-28063401

18 （株）高助　臨海営業所 貨物自動車運転手 正社員 ５９歳以下 東区 230,000 ～ 370,000 必須 必須 15010-23076201

19 クシヤ（株） 技術（通信関連） 正社員 ３２歳以下 江南区 171,000 ～ 225,000 不問 不問 15010-27349301

20-1 （株）菱電社 営業職 正社員 ６４歳以下 西区 192,000 ～ 256,000 必須 不問 15010-28356501

20-2 （株）菱電社 計測機器販売営業 正社員 ６４歳以下 西区 192,000 ～ 256,000 必須 不問 15010-28467701

21-1 丸高工業（株） 配管工及び見習い 正社員 ６４歳以下 東区 180,000 ～ 370,000 必須 あれば尚可 15010-28964101

21-2 丸高工業（株） 現場管理業務 正社員 ６４歳以下 東区 180,000 ～ 420,000 必須 あれば尚可 15010-28965401

22-1 （株）尚和 型枠大工・手元 正社員 ３５歳以下 中央区 193,600 ～ 338,800 不問 不問 15010-22861401

22-2 （株）尚和 ユニック運転手 正社員 ６５歳以下 中央区 241,000 ～ 289,200 必須 必須 15010-27608101
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23-1 丸運建設（株） 土木施工管理 正社員 ５９歳以下 中央区 210,000 ～ 360,000 不問 あれば尚可 15010-29118601

23-1 丸運建設（株） 土木施工管理 正社員 ５９歳以下 長岡市 210,000 ～ 360,000 不問 あれば尚可 15010-29142901

23-2 丸運建設（株） 舗装工事作業員 常用員（１年更新） 不問 西区 178,000 ～ 215,000 不問 不問 15010-29171201

23-2 丸運建設（株） 舗装工事作業員 常用員（１年更新） 不問 阿賀野市 178,000 ～ 215,000 不問 不問 15010-29173001

23-3 丸運建設（株） 重機オペレーター（舗装） 正社員 ５９歳以下 西区 174,000 ～ 267,000 不問 必須 15010-29184901


