
職 種 賃 金 求 人 者 名 就 業 時 間 加入保険等 必要な免許資

日給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種
不問 (1) 8時00分～17時00分

年齢不問 TEL 0250-58-4646
（従業員数 13人）

正社員 就業場所 新潟県五泉市
日給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～17時00分

年齢不問 TEL 0250-58-4646
（従業員数 13人）

正社員以外 就業場所 新潟県五泉市
時給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～17時00分

年齢不問 TEL 0250-58-4646
（従業員数 13人）

正社員以外 就業場所 新潟県五泉市
月給 変形（１年単位）

18歳～35歳 (1) 8時00分～17時00分
(2)12時00分～21時00分

省令３号のイ TEL 025-375-2111 (3)20時00分～ 5時00分
（従業員数 496人）

正社員 就業場所 新潟県新潟市南区 確定拠出年金
月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種

35歳以下 (1) 7時00分～16時00分
(2) 8時30分～17時30分

省令３号のイ TEL 0250-21-1010 (3)11時00分～20時00分
（従業員数 6人）

正社員 就業場所 新潟県新潟市秋葉区
月給 変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ

36歳以下 (1) 8時15分～17時25分

省令３号のイ TEL 025-372-2150
（従業員数 64人）

正社員 就業場所 新潟県新潟市南区
日給 中型自動車免許一種

59歳以下 (1) 8時00分～17時00分 中型一種（８ｔ限定）
車両系整地掘削用運転

省令１号 TEL 0250-23-1522
（従業員数 3人）

正社員 就業場所 新潟県新潟市秋葉区
月給 変形（１年単位） 中型自動車免許一種

59歳以下 (1) 8時50分～17時50分 中型一種（８ｔ限定）

省令１号 TEL 025-211-8873
（従業員数 60人）

正社員 就業場所 新潟県新潟市南区
月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種

59歳以下 (1) 8時50分～17時50分

省令１号 TEL 025-211-8873
（従業員数 60人）

正社員 就業場所 新潟県新潟市南区
月給 普通自動車免許ＡＴ

59歳以下 (1) 7時00分～16時00分
(2) 8時30分～17時30分

省令１号 TEL 0254-92-5001 (3) 9時45分～18時45分
（従業員数 55人）

正社員 就業場所 新潟県東蒲原郡阿賀町
月給 変形（１年単位） 中型一種（８ｔ限定）

59歳以下 (1) 4時00分～13時00分
(2) 7時00分～16時00分

省令１号 TEL 0250-22-4151 (3)10時00分～19時00分
（従業員数 51人）

正社員 就業場所 新潟県新潟市秋葉区
月給 変形（１年単位）

59歳以下 (1) 8時30分～17時15分

省令１号 TEL 0250-42-3011
（従業員数 34人）

正社員 就業場所 新潟県五泉市
月給

59歳以下 (1) 8時30分～17時15分

省令１号 TEL 0250-42-3011
（従業員数 34人）

正社員 就業場所 新潟県五泉市
月給 変形（１年単位）

59歳以下 (1) 8時30分～17時15分

省令１号 TEL 0250-42-3011
（従業員数 23人）

正社員 就業場所 新潟県五泉市
月給 変形（１年単位）

59歳以下 (1) 8時30分～17時15分

省令１号 TEL 0250-42-3011
（従業員数 23人）

正社員 就業場所 新潟県五泉市
月給 変形（１年単位）

59歳以下 (1) 8時30分～17時15分

省令１号 TEL 0250-42-3011
（従業員数 34人）

正社員 就業場所 新潟県五泉市
月給 変形（１年単位）

18歳～59歳 (1)21時00分～ 6時00分

省令１号 TEL 0250-42-3011
（従業員数 34人）

正社員 就業場所 新潟県五泉市

雇用・労災・
健康・厚生

156,100円～
289,900円

雇用期間の定めなし

15070- 4419571
造園工（丸山事務所
／季節雇用）

株式会社　高重園 五泉市高松３６１ 雇用・労災・
健康・厚生

149,500円～
248,400円

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

年齢・
指針

所 在 地 ・ 就 業 場 所

造園工（丸山事務
所）

株式会社　高重園 五泉市高松３６１

ガソリンスタンドスタッ
フ【秋葉区／急募】

株式会社　アキハ 新潟市秋葉区程島１９６２－３ 雇用・労災・
健康・厚生

151,000円～
175,000円

雇用期間の定めなし

15070- 4430971

製菓職 株式会社ブルボン　新潟
南工場

新潟市南区西萱場６１０ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形164,000円～

183,000円
雇用期間の定めなし

15070- 4428471

15070- 4420871
機械整備（丸山事務
所／季節雇用）

株式会社　高重園 五泉市高松３６１ 雇用・労災・
健康・厚生

138,000円～
207,000円

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

15070- 4424071

自動車の回送・運搬 株式会社カーテック　新
潟支店

新潟市南区上塩俵１９１１ 雇用・労災・
健康・厚生

150,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

15070- 4435571

現場作業員 有限会社　海津建設 新潟市秋葉区東島２０８ 雇用・労災・
健康・厚生

196,350円～
231,000円

雇用期間の定めなし

15070- 4434671

組立て包装工 ゴールドキャスター　株
式会社

新潟市南区白根古川８２０－１ 雇用・労災・
健康・厚生

160,000円～
160,000円

雇用期間の定めなし

15070- 4433371

運転手（正社員） 東部運送株式会社 新潟市秋葉区川口５８０－２１ 雇用・労災・
健康・厚生

154,500円～
154,500円

雇用期間の定めなし

15070- 4441371

介護職員（みかわ
園）

社会福祉法人　東蒲原福
祉会

東蒲原郡阿賀町津川８１１番地 雇用・労災・
健康・厚生・
財形159,300円～

178,200円
雇用期間の定めなし

15070- 4439271

鈑金塗装工（営業所
内）

株式会社カーテック　新
潟支店

新潟市南区上塩俵１９１１ 雇用・労災・
健康・厚生

220,000円～
350,000円

雇用期間の定めなし

15070- 4436471

リンキング工 株式会社　ルック 五泉市木越字赤錆８８８番地 雇用・労災・
健康・厚生

155,000円～
180,000円

雇用期間の定めなし

15070- 4366871

システムオペレーター
（五泉市南本町）

株式会社　ルック 五泉市木越字赤錆８８８番地 雇用・労災・
健康・厚生

200,000円～
280,000円

雇用期間の定めなし

15070- 4365771

編立工（五泉市南本
町）

株式会社　ルック 五泉市木越字赤錆８８８番地 雇用・労災・
健康・厚生

180,000円～
280,000円

雇用期間の定めなし

15070- 4364471

編立工（夜間／五泉
市南本町）

株式会社　ルック 五泉市木越字赤錆８８８番地 雇用・労災・
健康・厚生

150,000円～
180,000円

雇用期間の定めなし

15070- 4369171

企画係員（五泉市南
本町）

株式会社　ルック 五泉市木越字赤錆８８８番地 雇用・労災・
健康・厚生

170,000円～
210,000円

雇用期間の定めなし

15070- 4368971

縫製工 株式会社　ルック 五泉市木越字赤錆８８８番地 雇用・労災・
健康・厚生

150,000円～
180,000円

雇用期間の定めなし

15070- 4367271

5月25日～6月7日受理分 

ハローワーク新津 
（新津公共職業安定所） 

Tel 0250-22-2233 Fax 0250-22-7925 ◎ 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。 

◎ フルタイム求人の賃金は月額に換算しています。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決定済となっている場合があります。 

  その際はあしからずご了承ください。 

◎ハローワーク新津のホームページ「http://niigata-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/list/niitsu.html」からも週刊求人情報がご覧いただけます。 
次回発行は7月28日（金）です。 

1 ページ



職 種 賃 金 求 人 者 名 就 業 時 間 加入保険等 必要な免許資
年齢・
指針

所 在 地 ・ 就 業 場 所

5月25日～6月7日受理分 

ハローワーク新津 
（新津公共職業安定所） 

Tel 0250-22-2233 Fax 0250-22-7925 ◎ 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。 

◎ フルタイム求人の賃金は月額に換算しています。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決定済となっている場合があります。 

  その際はあしからずご了承ください。 

◎ハローワーク新津のホームページ「http://niigata-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/list/niitsu.html」からも週刊求人情報がご覧いただけます。 
次回発行は7月28日（金）です。 

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ
59歳以下 (1) 8時30分～17時15分

省令１号 TEL 0250-42-2112
（従業員数 10人）

正社員 就業場所 新潟県五泉市
月給 変形（１年単位）

59歳以下 (1) 8時30分～17時15分

省令１号 TEL 0250-42-2112
（従業員数 10人）

正社員 就業場所 新潟県五泉市
月給 変形（１年単位）

59歳以下 (1) 8時30分～17時15分

省令１号 TEL 0250-42-2112
（従業員数 10人）

正社員 就業場所 新潟県五泉市
時給 普通自動車免許一種

45歳以下 (1) 8時00分～17時00分

省令３号のイ TEL 0250-58-6303
（従業員数 7人）

正社員 就業場所 新潟県五泉市
月給 変形（１ヶ月単位） 簿記検定（日商３級）

35歳以下 (1) 8時15分～17時45分 普通自動車免許ＡＴ

省令３号のイ TEL 0250-25-2016
（従業員数 26人）

正社員 就業場所 新潟県新潟市秋葉区
月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種

59歳以下 (1) 8時00分～17時00分

省令１号 TEL 0250-41-0710
（従業員数 13人）

正社員 就業場所 新潟県五泉市
月給 変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時00分～17時00分

年齢不問 TEL 0250-41-0710
（従業員数 13人）

正社員 就業場所 新潟県五泉市
月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種

40歳以下 (1) 8時30分～17時30分

省令３号のイ TEL 0250-22-1607
（従業員数 5人）

正社員 就業場所 新潟県新潟市秋葉区
月給 変形（１ヶ月単位） 介護福祉士

不問 (1) 7時30分～16時30分
(2) 9時45分～18時45分

年齢不問 TEL 0250-25-1102 (3)17時00分～10時00分
（従業員数 99人）

正社員 就業場所 新潟県新潟市秋葉区
月給 変形（１ヶ月単位）

不問 (1) 7時30分～16時30分
(2) 9時45分～18時45分

年齢不問 TEL 0250-25-1102 (3)17時00分～10時00分
（従業員数 99人）

正社員以外 就業場所 新潟県新潟市秋葉区
月給 変形（１ヶ月単位） 介護福祉士

不問 (1) 7時30分～16時30分
(2)10時00分～19時00分

年齢不問 TEL 0250-25-1102 (3)17時00分～10時00分
（従業員数 145人）

正社員 就業場所 新潟県新潟市秋葉区
月給 変形（１ヶ月単位）

不問 (1) 7時30分～16時30分
(2)10時00分～19時00分

年齢不問 TEL 0250-25-1102 (3)17時00分～10時00分
（従業員数 145人）

正社員以外 就業場所 新潟県新潟市秋葉区
月給 変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ

59歳以下 (1) 8時30分～17時30分

省令１号 TEL 025-375-5876
（従業員数 25人）

正社員 就業場所 新潟県新潟市南区
月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種

59歳以下 (1) 9時00分～18時00分

省令１号 TEL 025-373-4155
（従業員数 16人）

正社員 就業場所 新潟県新潟市南区
月給 変形（１年単位） 自動車整備士（２級）

59歳以下 (1) 9時00分～18時00分 普通自動車免許一種

省令１号 TEL 0250-22-1347
（従業員数 5人）

正社員 就業場所 新潟県新潟市秋葉区 厚生年金基金
月給 変形（１ヶ月単位） 介護福祉士

不問 (1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許ＡＴ

年齢不問 TEL 0250-25-3890
（従業員数 25人）

正社員 就業場所 新潟県新潟市秋葉区
日給 変形（１年単位） 保育士

不問 (1) 8時00分～17時00分
(2) 8時30分～17時30分

年齢不問 TEL 0250-58-6700
（従業員数 65人）

正社員以外 就業場所 新潟県五泉市

編立工 黒川ニット　株式会社 新潟県五泉市吉沢２丁目５番７号 雇用・労災・
健康・厚生

180,000円～
280,000円

雇用期間の定めなし

15070- 4374871

縫製員 黒川ニット　株式会社 新潟県五泉市吉沢２丁目５番７号 雇用・労災・
健康・厚生

170,000円～
230,000円

雇用期間の定めなし

15070- 4373771

企画パタンナー 黒川ニット　株式会社 新潟県五泉市吉沢２丁目５番７号 雇用・労災・
健康・厚生

170,000円～
230,000円

雇用期間の定めなし

15070- 4372471

配管工 株式会社　大隆工業 新潟県五泉市山崎甲１１４－１ 雇用・労災・
健康・厚生

150,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

15070- 4382771

経理・財務担当 株式会社　ゼネラル 新潟市秋葉区美幸町三丁目２－２
５

雇用・労災・
健康・厚生

220,000円～
280,000円

雇用期間の定めなし

15070- 4380571

ニット原糸の集荷及
び配達

株式会社　フセウパニー 新潟県五泉市青橋６５４ 雇用・労災・
健康・厚生

138,240円～
146,880円

雇用期間の定めなし

15070- 4375271

介護職員（はさぎの
里／正職員）

社会福祉法人　秋葉福祉
会

新潟市秋葉区古田字南６１３番地
１

雇用・労災・
健康・厚生・
財形159,600円～

204,000円
雇用期間の定めなし

15070- 4399471

消防設備点検作業員 株式会社　小林防災商会 新潟市秋葉区新町２丁目９－１ 雇用・労災・
健康・厚生

165,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

15070- 4398571

施工管理 株式会社　大隆工業 新潟県五泉市山崎甲１１４－１ 雇用・労災・
健康・厚生

150,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

15070- 4383871

介護職員（かんばら
の里／臨時職員）

社会福祉法人　秋葉福祉
会

新潟市秋葉区古田字南６１３番地
１

雇用・労災・
健康・厚生・
財形148,400円～

203,000円
雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

15070- 4403471

介護職員（かんばら
の里／正職員）

社会福祉法人　秋葉福祉
会

新潟市秋葉区古田字南６１３番地
１

雇用・労災・
健康・厚生・
財形159,600円～

204,000円
雇用期間の定めなし

15070- 4401671

介護職員（はさぎの
里／臨時職員）

社会福祉法人　秋葉福祉
会

新潟市秋葉区古田字南６１３番地
１

雇用・労災・
健康・厚生・
財形148,400円～

203,000円
雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

15070- 4400371

自動車整備士 旭自動車工業　株式会社 新潟市秋葉区新津本町４丁目２７
番１８号

雇用・労災・
健康・厚生

153,000円～
233,000円

雇用期間の定めなし

15070- 4413271

営業員【白根本店又
は五泉店／急募】

株式会社　鈴木仏壇店 新潟市南区白根日の出町１０－８ 雇用・労災・
健康・厚生

210,000円～
325,000円

雇用期間の定めなし

15070- 4409071

配車 東翔運輸　株式会社 新潟市南区茨曽根８４２６ 雇用・労災・
健康・厚生

180,000円～
225,000円

雇用期間の定めなし

15070- 4408171

保育士【準社員／急
募】

社会福祉法人　みどり心
育会

新潟県五泉市村松甲５６００番地
１

雇用・労災・
健康・厚生・
財形164,920円～

190,960円
雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

15070- 4303071

サービス提供責任者
（秋葉区美幸町）

株式会社ウェルケア新津 新潟市秋葉区山谷町３丁目１４－
２３

雇用・労災・
健康・厚生

172,800円～
223,000円

雇用期間の定めなし

15070- 4416071
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職 種 賃 金 求 人 者 名 就 業 時 間 加入保険等 必要な免許資
年齢・
指針

所 在 地 ・ 就 業 場 所

5月25日～6月7日受理分 

ハローワーク新津 
（新津公共職業安定所） 

Tel 0250-22-2233 Fax 0250-22-7925 ◎ 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。 

◎ フルタイム求人の賃金は月額に換算しています。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決定済となっている場合があります。 

  その際はあしからずご了承ください。 

◎ハローワーク新津のホームページ「http://niigata-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/list/niitsu.html」からも週刊求人情報がご覧いただけます。 
次回発行は7月28日（金）です。 

日給 変形（１年単位）
18歳以上 (1) 8時00分～17時00分

省令２号 TEL 0250-43-2791
（従業員数 42人）

正社員以外 就業場所 新潟県五泉市
日給 変形（１年単位）

18歳以上 (1) 8時00分～17時00分

省令２号 TEL 0250-43-2791
（従業員数 44人）

正社員以外 就業場所 新潟県五泉市
月給 変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ

18歳以上 (1) 8時00分～17時00分

省令２号 TEL 0250-43-2791
（従業員数 44人）

正社員 就業場所 新潟県五泉市
月給 変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ

18歳以上 (1) 8時00分～17時00分

省令２号 TEL 0250-43-2791
（従業員数 44人）

正社員 就業場所 新潟県五泉市
月給 変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時30分～17時30分 簿記検定（日商３級）

年齢不問 TEL 0250-24-4648
（従業員数 5人）

正社員 就業場所 新潟県新潟市秋葉区
月給 変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ

40歳以下 (1) 8時00分～17時00分

省令３号のイ TEL 0250-58-6171
（従業員数 46人）

正社員 就業場所 新潟県五泉市
月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～17時00分

年齢不問 TEL 025-374-6655
（従業員数 22人）

正社員 就業場所 新潟県新潟市南区
月給 普通自動車免許ＡＴ

40歳以下 (1) 9時00分～17時00分

省令３号のイ TEL 0250-25-3951
（従業員数 4人）

正社員 就業場所 新潟県新潟市秋葉区
月給 変形（１年単位） 介護福祉士

不問 (1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許ＡＴ
(2)10時00分～19時00分

年齢不問 TEL 0250-43-5107 (3)17時00分～10時00分
（従業員数 65人）

正社員 就業場所 新潟県新潟市南区
月給 変形（１年単位） 介護福祉士

不問 (1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許ＡＴ
(2)10時00分～19時00分

年齢不問 TEL 0250-43-5107 (3)17時00分～10時00分
（従業員数 79人）

正社員 就業場所 新潟県五泉市
月給 変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ

59歳以下 (1) 8時30分～17時20分

省令１号 TEL 0250-38-2540
（従業員数 76人）

正社員 就業場所 新潟県新潟市秋葉区
月給 変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時50分～17時10分 介護福祉士
(2)16時40分～ 9時20分

年齢不問 TEL 0254-99-5111 (3) 7時10分～15時30分
（従業員数 89人）

正社員 就業場所 新潟県東蒲原郡阿賀町
月給 変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時50分～17時10分
(2)16時40分～ 9時20分

年齢不問 TEL 0254-99-5111 (3) 7時10分～15時30分
（従業員数 89人）

正社員以外 就業場所 新潟県東蒲原郡阿賀町
月給 変形（１年単位） 看護師

不問 (1) 8時50分～17時10分 准看護師
(2)16時40分～ 9時20分 普通自動車免許ＡＴ

年齢不問 TEL 0254-99-5111 (3) 7時10分～15時30分
（従業員数 89人）

正社員 就業場所 新潟県東蒲原郡阿賀町
月給 変形（１ヶ月単位） 調理師

不問 (1) 8時30分～19時30分

年齢不問 TEL 025-372-1137
（従業員数 7人）

正社員 就業場所 新潟県新潟市南区
時給

59歳以下

省令１号 TEL 0250-58-6146
（従業員数 169人）

正社員以外 就業場所 新潟県南蒲原郡田上町・五泉市
月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種

59歳以下 (1) 8時45分～17時45分 電気主任技術者３種
電気工事士（第２種）

省令１号 TEL 025-371-4115
（従業員数 709人）

正社員 就業場所 新潟県新潟市南区

ＪＲ東日本列車見張
員（急募）

株式会社　リリーフ新潟
下越営業所

新潟県五泉市赤海８４１－２ 雇用・労災・
健康・厚生

173,600円～
217,000円

雇用期間の定めなし

15070- 4304371

警備員（交通誘導・イベン
ト警備）（正社員／急募）

株式会社　リリーフ新潟
下越営業所

新潟県五泉市赤海８４１－２ 雇用・労災・
健康・厚生

160,000円～
210,000円

雇用期間の定めなし

15070- 4308771

ＪＲ東日本列車見張
員（正社員／急募）

株式会社　リリーフ新潟
下越営業所

新潟県五泉市赤海８４１－２ 雇用・労災・
健康・厚生

180,000円～
230,000円

雇用期間の定めなし

15070- 4307471

警備員（交通誘導・イベ
ント警備／急募）

株式会社　リリーフ新潟
下越営業所

新潟県五泉市赤海８４１－２ 雇用・労災・
健康・厚生

151,900円～
195,300円

雇用期間の定めなし

15070- 4305671

ウォータージェット
工事

株式会社　テクノジェッ
ト

新潟県新潟市南区下塩俵１１６０
番地１

雇用・労災・
健康・厚生

196,000円～
374,000円

雇用期間の定めなし

15070- 4312371

試験室要員 株式会社市川染工場 五泉市村松乙３６４ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形150,000円～

180,000円
雇用期間の定めなし

15070- 4310171

一般事務 株式会社　トップライズ 新潟県新潟市秋葉区北上２丁目２
２－２９

雇用・労災・
健康・厚生

180,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

15070- 4309871

介護職員 社会福祉法人　ごせん福
祉会

五泉市論瀬５９７５番地１２ 雇用・労災・
健康・厚生

187,000円～
246,000円

雇用期間の定めなし

15070- 4319971

「にいだの里」介護職員
（正職員／南区）

社会福祉法人　ごせん福
祉会

五泉市論瀬５９７５番地１２ 雇用・労災・
健康・厚生

187,000円～
246,000円

雇用期間の定めなし

15070- 4318271

営業スタッフ 有限会社　ライフ新潟 新潟市秋葉区車場１丁目８番１号 雇用・労災・
健康・厚生

170,000円～
220,000円

雇用期間の定めなし

15070- 4314571

嘱託介護福祉士・嘱
託介護職員

医療法人青山信愛会　介
護老人保健施設　三川し
んあい園

東蒲原郡阿賀町あが野南４３２４
－２

雇用・労災・
健康・厚生

146,900円～
146,900円

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

15070- 4322571

介護福祉士 医療法人青山信愛会　介
護老人保健施設　三川し
んあい園

東蒲原郡阿賀町あが野南４３２４
－２

雇用・労災・
健康・厚生

140,520円～
164,760円

雇用期間の定めなし

15070- 4321671

集配担当 株式会社　サトウレーヌ 新潟市秋葉区小須戸６５４番地 雇用・労災・
健康・厚生

135,000円～
180,000円

雇用期間の定めなし

15070- 4320371

販売員（青果、鮮魚、惣
菜、精肉、食品、日用品、
レジ／田上町・五泉市）

株式会社　魚斎藤 五泉市村松１４－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形137,392円～

171,740円
雇用期間の定めなし

15070- 4328171

調理人 サルナート有限会社 新潟市南区戸頭１３４７－１ 雇用・労災・
健康・厚生

200,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

15070- 4324771

看護師・准看護師 医療法人青山信愛会　介
護老人保健施設　三川し
んあい園

東蒲原郡阿賀町あが野南４３２４
－２

雇用・労災・
健康・厚生

198,840円～
253,800円

雇用期間の定めなし

15070- 4323471

リフォーム営業
（ナショナル社員）

株式会社コメリ 新潟市南区清水４５０１番地１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形250,000円～

350,000円
雇用期間の定めなし

15070- 4345371
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次回発行は7月28日（金）です。 

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種
59歳以下 (1) 8時45分～17時45分 建築士（２級）

省令１号 TEL 025-371-4115
（従業員数 709人）

正社員 就業場所 新潟県新潟市南区
月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時45分～17時45分

年齢不問 TEL 025-371-4115
（従業員数 10,644人）

正社員以外 就業場所 新潟県新潟市西区・秋葉区他
月給 変形（１年単位）

64歳以下

省令１号 TEL 025-373-3011
（従業員数 37人）

正社員 就業場所 新潟県新潟市秋葉区
月給 変形（１年単位）

64歳以下

省令１号 TEL 025-373-3011
（従業員数 41人）

正社員 就業場所 新潟県新潟市南区
月給 変形（１年単位）

64歳以下

省令１号 TEL 025-373-3011
（従業員数 37人）

正社員 就業場所 新潟県新潟市秋葉区
月給 普通自動車免許ＡＴ

18歳以上 (1) 7時00分～16時00分 ホームヘルパー２級
(2)10時00分～19時00分

省令２号 TEL 0250-21-0007 (3)14時00分～23時00分
（従業員数 110人）

正社員 就業場所 新潟県新潟市秋葉区
月給 准看護師

59歳以下 (1) 8時00分～17時00分 看護師
普通自動車免許ＡＴ

省令１号 TEL 0250-21-0007
（従業員数 110人）

正社員 就業場所 新潟県新潟市秋葉区
月給 交替制あり 理学療法士

59歳以下 (1) 8時00分～17時00分 柔道整復師
(2) 8時30分～17時30分 作業療法士

省令１号 TEL 0250-21-0007
（従業員数 110人）

正社員 就業場所 新潟県新潟市秋葉区
月給 交替制あり 准看護師

59歳以下 (1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ
(2) 8時30分～17時30分 看護師

省令１号 TEL 0250-21-0007
（従業員数 110人）

正社員 就業場所 新潟県新潟市秋葉区
月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～17時00分

年齢不問 TEL 0250-22-4055
（従業員数 16人）

正社員 就業場所 新潟県新潟市秋葉区
月給 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時30分～17時15分

年齢不問 TEL 0254-92-2494
（従業員数 6人）

正社員 就業場所 新潟県東蒲原郡阿賀町
月給 変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ

45歳以下 (1) 8時00分～16時50分

省令３号のイ TEL 0250-38-2540
（従業員数 76人）

正社員 就業場所 新潟県新潟市秋葉区
日給 変形（１年単位）

59歳以下 (1) 8時20分～17時20分

省令１号 TEL 0250-43-0130
（従業員数 64人）

正社員 就業場所 新潟県五泉市
月給 美容師

不問 (1) 9時00分～18時00分

年齢不問 TEL 025-201-8997
（従業員数 9人）

正社員 就業場所 新潟県新潟市南区
日給 変形（１年単位） 中型自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許一種

年齢不問 TEL 0250-58-5728
（従業員数 5人）

正社員 就業場所 新潟県五泉市
月給 変形（１ヶ月単位） 介護支援専門員

不問 (1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許ＡＴ

年齢不問 TEL 0250-25-7416
（従業員数 19人）

正社員 就業場所 新潟県五泉市
月給 変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時00分～17時00分

年齢不問 TEL 025-378-2284
（従業員数 25人）

正社員 就業場所 新潟県新潟市南区

農業アドバイザー（農業資
材の営業および営農指導・
相談対応／西区。秋葉区

株式会社コメリ 新潟市南区清水４５０１番地１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形170,000円～

200,000円
雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

15070- 4355571

リフォーム営業
（ナショナル社員）

株式会社コメリ 新潟市南区清水４５０１番地１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形250,000円～

350,000円
雇用期間の定めなし

15070- 4346671

惣菜担当者（秋葉区／お
ぎかわ店／正社員）

株式会社　魚栄商店 新潟市南区鰺潟４２３番地１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形180,000円～

250,000円
雇用期間の定めなし

15070- 4272071

レジ担当（南区／国
道店／正社員）

株式会社　魚栄商店 新潟市南区鰺潟４２３番地１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形180,000円～

250,000円
雇用期間の定めなし

15070- 4271171

レジ担当（秋葉区／おぎ
かわ店／正社員）

株式会社　魚栄商店 新潟市南区鰺潟４２３番地１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形180,000円～

250,000円
雇用期間の定めなし

15070- 4266671

機能訓練指導員（特別養護
老人ホームこぐち苑）

社会福祉法人　にいつ福
祉会

新潟市秋葉区小口４４３番地 雇用・労災・
健康・厚生

170,400円～
228,700円

雇用期間の定めなし

15070- 4282671

看護師・准看護師（デイ
サービスセンターこぐち
苑）

社会福祉法人　にいつ福
祉会

新潟市秋葉区小口４４３番地 雇用・労災・
健康・厚生

170,400円～
228,700円

雇用期間の定めなし

15070- 4281371

介護職員（こぐち
苑）

社会福祉法人　にいつ福
祉会

新潟市秋葉区小口４４３番地 雇用・労災・
健康・厚生・
財形175,000円～

198,400円
雇用期間の定めなし

15070- 4280071

商工会事務局長 津川商工会 東蒲原郡阿賀町津川３５８１－１ 雇用・労災・
健康・厚生

255,000円～
255,000円

雇用期間の定めなし

15070- 4289171

作業員（ガードレール、
フェンス等防護柵の施工）

帆苅建材株式会社 新潟市秋葉区満願寺３４３５番地
１

雇用・労災・
健康・厚生

180,000円～
260,000円

雇用期間の定めなし

15070- 4288971

看護師・准看護師（特別養
護老人ホームこぐち苑）

社会福祉法人　にいつ福
祉会

新潟市秋葉区小口４４３番地 雇用・労災・
健康・厚生

172,900円～
231,200円

雇用期間の定めなし

15070- 4283571

美容師（スタイリス
ト）

美容室　ピアチェーレ 新潟県新潟市南区能登４０５－１ 雇用・労災

160,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

15070- 4297171

縫製工 株式会社ナック 五泉市大字太田６１９ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形130,832円～

149,838円
雇用期間の定めなし

15070- 4295271

編立工 株式会社　サトウレーヌ 新潟市秋葉区小須戸６５４番地 雇用・労災・
健康・厚生

150,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

15070- 4294871

営業職 山崎ヒューマンコンク
リート株式会社

新潟県新潟市南区茨曽根４０３６
番地１

雇用・労災・
健康・厚生

200,000円～
280,000円

雇用期間の定めなし

15070- 4129671

介護支援専門員 株式会社　介護サービス
虹

五泉市船越１３０番地２ 雇用・労災・
健康・厚生

180,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

15070- 4301971

土木作業員、造園工 株式会社　早川緑建 五泉市番坂甲３２３８番地 雇用・労災・
健康・厚生

185,600円～
232,000円

雇用期間の定めなし

15070- 4298071
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◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。 

◎ フルタイム求人の賃金は月額に換算しています。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決定済となっている場合があります。 

  その際はあしからずご了承ください。 
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次回発行は7月28日（金）です。 

時給
不問 (1) 8時30分～17時30分

年齢不問 TEL 025-372-3772
（従業員数 16人）

正社員 就業場所 新潟県新潟市南区
月給

不問 (1) 8時30分～17時30分

年齢不問 TEL 025-372-3772
（従業員数 16人）

正社員 就業場所 新潟県新潟市南区
月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種

59歳以下 (1) 8時45分～18時00分

省令１号 TEL 0250-24-3583
（従業員数 8人）

正社員 就業場所 新潟県新潟市秋葉区
月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種

59歳以下 (1) 8時45分～18時00分

省令１号 TEL 0250-24-3583
（従業員数 9人）

正社員 就業場所 新潟県新潟市秋葉区
月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種

35歳以下 (1)10時00分～19時00分

省令３号のイ TEL 025-373-6667
（従業員数 13人）

正社員 就業場所 新潟県新潟市南区
月給 変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ

35歳以下 (1) 8時00分～17時00分

省令３号のイ TEL 025-372-6500
（従業員数 16人）

正社員 就業場所 新潟県新潟市南区
月給 変形（１ヶ月単位） 歯科衛生士

不問 (1) 8時30分～18時30分
(2) 8時30分～13時30分

年齢不問 TEL 0250-58-1182
（従業員数 7人）

正社員 就業場所 新潟県五泉市
月給 美容師

不問 (1) 9時00分～19時00分

年齢不問 TEL 0120-135-222
（従業員数 9人）

正社員 就業場所 新潟県新潟市南区
月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時30分～17時30分 危険物取扱者（乙種）
(2) 8時00分～17時00分

年齢不問 TEL 025-374-2301 (3) 9時00分～18時00分
（従業員数 4人）

正社員 就業場所 新潟県新潟市南区
月給 交替制あり 普通自動車免許ＡＴ

59歳以下 (1) 8時30分～17時30分 保育士
(2)12時00分～20時00分

省令１号 TEL 025-373-3936
（従業員数 7人）

正社員 就業場所 新潟県新潟市南区
月給 交替制あり 普通自動車免許ＡＴ

59歳以下 (1) 8時30分～17時30分
(2)12時00分～20時00分

省令１号 TEL 025-373-3936
（従業員数 7人）

正社員 就業場所 新潟県新潟市南区
日給 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時00分～17時00分

年齢不問 TEL 025-378-3069
（従業員数 0人）

正社員 就業場所 新潟県新潟市南区
日給 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時00分～17時00分

年齢不問 TEL 025-378-3069
（従業員数 0人）

正社員 就業場所 新潟県新潟市南区
時給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種

35歳以下 (1) 8時00分～17時00分

省令３号のイ TEL 025-371-5654
（従業員数 4人）

正社員 就業場所 新潟県新潟市南区
月給 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時30分～17時30分 介護福祉士
その他社会福祉専門職

年齢不問 TEL 0250-25-7640
（従業員数 9人）

正社員 就業場所 新潟県新潟市秋葉区
月給 普通自動車免許ＡＴ

40歳以下

省令３号のイ TEL 0250-24-8557
（従業員数 5人）

正社員 就業場所 新潟県新潟市秋葉区
月給 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時30分～17時30分 介護福祉士

年齢不問 TEL 0250-25-7640
（従業員数 12人）

正社員 就業場所 新潟県新潟市秋葉区

ＰＤＩ（展示前整
備）

株式会社川内自動車 新潟市秋葉区朝日４５－５ 雇用・労災・
健康・厚生

158,500円～
253,500円

雇用期間の定めなし

15070- 4132271

デザイン・製版製作（シー
ル・ラベル・ステッカー
等）

有限会社　コーワシーリ
ング

新潟県新潟市南区小坂１４８－１ 雇用・労災・
健康・厚生

180,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

15070- 4131871

シール印刷工員 有限会社　コーワシーリ
ング

新潟県新潟市南区小坂１４８－１ 雇用・労災・
健康・厚生

138,880円～
190,960円

雇用期間の定めなし

15070- 4130771

一般事務 木川木材株式会社 新潟市南区上下諏訪木７３５ 雇用・労災・
健康・厚生

150,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

15070- 4135071

カーアドバイザー
（店舗内営業）

株式会社フジカーズジャ
パン　新潟店

新潟市南区神屋１６８－１ 雇用・労災・
健康・厚生

200,000円～
380,000円

雇用期間の定めなし

15070- 4134171

車輌管理 株式会社川内自動車 新潟市秋葉区朝日４５－５ 雇用・労災・
健康・厚生

158,500円～
208,500円

雇用期間の定めなし

15070- 4133971

スタンド　サービス
スタッフ

有限会社　小林　自動車 新潟市南区新飯田２５９５－８ 雇用・労災・
健康・厚生

160,000円～
180,000円

雇用期間の定めなし

15070- 4142171

スタイリスト（美容
師）

美容室　ＡＱＡＦｉｔ 新潟市南区七軒１５４番地１ 雇用・労災・
健康・厚生

210,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

15070- 4137671

歯科衛生士 医療法人社団　いいはま
歯科クリニック

新潟県五泉市村松甲２１９０番地
１

雇用・労災・
健康・厚生

195,000円～
215,000円

雇用期間の定めなし

15070- 4136371

塗装工【急募】 高橋建装 新潟市南区大通黄金４丁目５－３
１

労災

191,200円～
286,800円

雇用期間の定めなし

15070- 4149871

児童指導員 株式会社　Ｓｎｕｇ　Ｌ
ｉｆｅ

新潟市南区小坂４７－１ 雇用・労災・
健康・厚生

175,000円～
195,000円

雇用期間の定めなし

15070- 4148771

保育士 株式会社　Ｓｎｕｇ　Ｌ
ｉｆｅ

新潟市南区小坂４７－１ 雇用・労災・
健康・厚生

185,000円～
195,000円

雇用期間の定めなし

15070- 4147471

管理者【急募】（サービス
付き高齢者向け住宅）

株式会社アルファケア
サービス　新津支店

新潟市秋葉区新町１－５－１８ 雇用・労災・
健康・厚生

210,000円～
210,000円

雇用期間の定めなし

15070- 4154571

プラント設備の修理／セメ
ントタンク据付・撤去等

有限会社　藤田工業所 新潟市南区西白根１３６８－１ 雇用・労災・
健康・厚生

195,658円～
288,400円

雇用期間の定めなし

15070- 4153671

塗装工（見習い）
【急募】

高橋建装 新潟市南区大通黄金４丁目５－３
１

労災

167,300円～
191,200円

雇用期間の定めなし

15070- 4151071

管理者【急募】（山
谷町／訪問介護）

株式会社アルファケア
サービス　新津支店

新潟市秋葉区新町１－５－１８ 雇用・労災・
健康・厚生

210,000円～
210,000円

雇用期間の定めなし

15070- 4156771

清掃員【急募】 有限会社　キャッツ・
アームズ・サービス

新潟県新潟市秋葉区美幸町３丁目
１３－１７

雇用・労災・
健康・厚生

120,000円～
150,000円

雇用期間の定めなし

15070- 4155471
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月給 変形（１ヶ月単位） 准看護師
59歳以下 (1) 8時20分～17時20分

(2) 9時40分～18時40分
省令１号 TEL 025-372-3105 (3)16時00分～ 9時20分

（従業員数 154人）
正社員 就業場所 新潟県新潟市南区 確定給付年金

月給 変形（１ヶ月単位） 看護師
59歳以下 (1) 8時20分～17時20分

(2) 9時40分～18時40分
省令１号 TEL 025-372-3105 (3)16時00分～ 9時20分

（従業員数 154人）
正社員 就業場所 新潟県新潟市南区 確定給付年金

月給 変形（１ヶ月単位）
59歳以下 (1) 8時20分～17時20分

(2) 9時40分～18時40分
省令１号 TEL 025-372-3105 (3)16時00分～ 9時20分

（従業員数 154人）
正社員 就業場所 新潟県新潟市南区 確定給付年金

月給 変形（１ヶ月単位） 看護師
59歳以下 (1) 8時30分～17時15分

(2)16時15分～ 1時00分
省令１号 TEL 0250-24-5311 (3) 0時30分～ 9時15分

（従業員数 245人）
正社員 就業場所 新潟県新潟市秋葉区

月給 変形（１ヶ月単位） 准看護師
59歳以下 (1) 8時30分～17時15分

(2)16時15分～ 1時00分
省令１号 TEL 0250-24-5311 (3) 0時30分～ 9時15分

（従業員数 245人）
正社員 就業場所 新潟県新潟市秋葉区

月給 変形（１ヶ月単位） 看護師
59歳以下 (1) 8時30分～17時15分

(2)16時30分～ 9時30分
省令１号 TEL 0250-24-5311

（従業員数 67人）
正社員 就業場所 新潟県新潟市秋葉区

月給 変形（１ヶ月単位） 准看護師
59歳以下 (1) 8時30分～17時15分

(2)16時30分～ 9時30分
省令１号 TEL 0250-24-5311

（従業員数 67人）
正社員 就業場所 新潟県新潟市秋葉区

月給 普通自動車免許ＡＴ
不問 (1) 8時00分～17時00分

年齢不問 TEL 0250-41-1533
（従業員数 1人）

正社員 就業場所 新潟県五泉市
日給 普通自動車免許ＡＴ

40歳以下 (1) 8時00分～17時30分

省令３号のイ TEL 0250-42-1272
（従業員数 3人）

正社員 就業場所 新潟県五泉市
月給 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～17時00分

年齢不問 TEL 0250-22-3151
（従業員数 5人）

正社員 就業場所 新潟県新潟市南区
月給 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～17時00分

年齢不問 TEL 0250-22-3151
（従業員数 4人）

正社員 就業場所 新潟県五泉市
月給 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時00分～17時00分

年齢不問 TEL 0250-22-3151
（従業員数 4人）

正社員 就業場所 新潟県新潟市秋葉区
月給 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～17時00分

年齢不問 TEL 0250-22-3151
（従業員数 5人）

正社員 就業場所 新潟県新潟市秋葉区
月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～17時00分 左官技能士（２級）

年齢不問 TEL 0250-24-4801
（従業員数 6人）

正社員 就業場所 新潟県新潟市秋葉区
月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～17時00分 中型一種（８ｔ限定）

年齢不問 TEL 0250-24-4801
（従業員数 6人）

正社員 就業場所 新潟県新潟市秋葉区
月給 変形（１年単位）

59歳以下 (1) 8時25分～17時20分

省令１号 TEL 0250-42-1972
（従業員数 54人）

正社員 就業場所 新潟県五泉市
月給 変形（１年単位）

30歳以下 (1) 8時25分～17時20分

省令３号のイ TEL 0250-42-1972
（従業員数 54人）

正社員 就業場所 新潟県五泉市

准看護師 医療法人社団　敬成会 新潟県新潟市南区西白根４１番地 雇用・労災・
健康・厚生

193,000円～
266,600円

雇用期間の定めなし

15070- 4160371

看護師 医療法人社団　健進会 新潟市秋葉区古田６１０番地 雇用・労災・
健康・厚生

208,700円～
402,000円

雇用期間の定めなし

15070- 4169071

看護・介護補助職員 医療法人社団　敬成会 新潟県新潟市南区西白根４１番地 雇用・労災・
健康・厚生

137,300円～
191,500円

雇用期間の定めなし

15070- 4162571

看護師 医療法人社団　敬成会 新潟県新潟市南区西白根４１番地 雇用・労災・
健康・厚生

237,000円～
309,500円

雇用期間の定めなし

15070- 4161671

准看護師（健進館） 医療法人社団　健進会 新潟市秋葉区古田６１０番地 雇用・労災・
健康・厚生

163,700円～
306,700円

雇用期間の定めなし

15070- 4172871

看護師（健進館） 医療法人社団　健進会 新潟市秋葉区古田６１０番地 雇用・労災・
健康・厚生

200,900円～
344,900円

雇用期間の定めなし

15070- 4171771

准看護師 医療法人社団　健進会 新潟市秋葉区古田６１０番地 雇用・労災・
健康・厚生

162,800円～
301,000円

雇用期間の定めなし

15070- 4170471

ガソリンスタンド員（店
長候補含む）【南区】

土田石油株式会社 新潟市秋葉区善道町２丁目１１－
２０

雇用・労災・
健康・厚生

152,600円～
252,600円

雇用期間の定めなし

15070- 4175171

建築板金工見習い 木間板金 五泉市木越乙２８８３－１ 雇用・労災

159,600円～
433,200円

雇用期間の定めなし

15070- 4174971

内装業（軽天・ボー
ド）

外山内装 新潟県五泉市五十嵐新田１０６６
番地１３

雇用・労災

150,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

15070- 4173271

ガソリンスタンド員（店長
候補含む）【秋葉区／新津
店】

土田石油株式会社 新潟市秋葉区善道町２丁目１１－
２０

雇用・労災・
健康・厚生

152,600円～
252,600円

雇用期間の定めなし

15070- 4178671

ガソリンスタンド員（事務
兼務）秋葉区／新津バイパ
ス店

土田石油株式会社 新潟市秋葉区善道町２丁目１１－
２０

雇用・労災・
健康・厚生

152,600円～
202,600円

雇用期間の定めなし

15070- 4177371

ガソリンスタンド員（店長
候補含む）【五泉市／五泉
駅前店】

土田石油株式会社 新潟市秋葉区善道町２丁目１１－
２０

雇用・労災・
健康・厚生

152,600円～
252,600円

雇用期間の定めなし

15070- 4176071

編立技術者（経験
者）

株式会社　タカトニット 五泉市赤海１丁目１１０９－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形200,000円～

250,000円
雇用期間の定めなし

15070- 4195571

土工事手伝い及び左
官工見習い

有限会社　小川左官工業 新潟市秋葉区柄目木１０３５ 雇用・労災・
健康・厚生

147,000円～
230,000円

雇用期間の定めなし

15070- 4180871

左官・タイル工 有限会社　小川左官工業 新潟市秋葉区柄目木１０３５ 雇用・労災・
健康・厚生

253,000円～
276,000円

雇用期間の定めなし

15070- 4179571

編立技術者 株式会社　タカトニット 五泉市赤海１丁目１１０９－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形170,000円～

190,000円
雇用期間の定めなし

15070- 4196471
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職 種 賃 金 求 人 者 名 就 業 時 間 加入保険等 必要な免許資
年齢・
指針

所 在 地 ・ 就 業 場 所

5月25日～6月7日受理分 

ハローワーク新津 
（新津公共職業安定所） 

Tel 0250-22-2233 Fax 0250-22-7925 ◎ 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。 

◎ フルタイム求人の賃金は月額に換算しています。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決定済となっている場合があります。 

  その際はあしからずご了承ください。 

◎ハローワーク新津のホームページ「http://niigata-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/list/niitsu.html」からも週刊求人情報がご覧いただけます。 
次回発行は7月28日（金）です。 

月給 変形（１年単位）
40歳以下 (1) 8時25分～17時20分

省令３号のイ TEL 0250-42-1972
（従業員数 54人）

正社員 就業場所 新潟県五泉市
月給 変形（１年単位）

40歳以下 (1) 8時25分～17時20分

省令３号のイ TEL 0250-42-1972
（従業員数 54人）

正社員 就業場所 新潟県五泉市
月給 交替制あり 看護師

42歳以下 (1) 8時30分～17時15分
(2)16時00分～ 0時30分

省令３号のイ TEL 0250-25-3071 (3) 0時15分～ 9時00分
（従業員数 88人）

正社員 就業場所 新潟県新潟市秋葉区
月給 交替制あり 准看護師

42歳以下 (1) 8時30分～17時15分
(2)16時00分～ 0時30分

省令３号のイ TEL 0250-25-3071 (3) 0時15分～ 9時00分
（従業員数 88人）

正社員 就業場所 新潟県新潟市秋葉区
月給 変形（１ヶ月単位） 介護福祉士

不問 (1) 8時30分～17時15分 介護職員初任者研修
(2)17時00分～ 0時45分

年齢不問 TEL 0250-24-5170 (3) 0時30分～ 9時00分
（従業員数 80人）

正社員 就業場所 新潟県新潟市秋葉区
月給 普通自動車免許ＡＴ

35歳以下 (1) 8時00分～17時00分

省令３号のイ TEL 025-374-2518
（従業員数 6人）

正社員 就業場所 新潟県新潟市南区
月給 変形（１年単位） 保育士

不問 (1) 7時00分～16時00分
(2) 8時30分～17時00分

年齢不問 TEL 025-362-3355 (3)11時00分～19時00分
（従業員数 35人）

正社員以外 就業場所 新潟県新潟市南区
月給

不問 (1) 9時00分～20時00分
(2) 9時00分～13時00分

年齢不問 TEL 025-378-3492
（従業員数 9人）

正社員 就業場所 新潟県新潟市南区
月給 変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時30分～17時30分

年齢不問 TEL 0250-23-3077
（従業員数 7人）

正社員 就業場所 新潟県新潟市秋葉区 厚生年金基金
月給 あんま・マッサージ

不問 (1) 9時00分～20時00分 柔道整復師
(2) 9時00分～13時00分

年齢不問 TEL 025-378-3492
（従業員数 9人）

正社員 就業場所 新潟県新潟市南区
月給 変形（１年単位） 大型自動車免許一種

18歳～59歳 (1) 7時00分～15時30分
(2) 4時00分～12時30分

省令１号 TEL 0250-43-5501
（従業員数 49人）

正社員 就業場所 新潟県五泉市
月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種

64歳以下 (1) 8時00分～17時00分

省令１号 TEL 025-371-5161
（従業員数 25人）

正社員 就業場所 新潟県新潟市南区
月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種

64歳以下 (1) 8時00分～17時00分

省令１号 TEL 025-371-5161
（従業員数 25人）

正社員 就業場所 新潟県新潟市南区
月給

不問 (1) 8時30分～17時20分

年齢不問 TEL 0250-42-3002
（従業員数 18人）

正社員 就業場所 新潟県五泉市
月給

不問 (1) 8時30分～17時20分

年齢不問 TEL 0250-42-3002
（従業員数 18人）

正社員 就業場所 新潟県五泉市
時給 変形（１ヶ月単位）

不問 (1) 8時30分～17時30分

年齢不問 TEL 025-371-0363
（従業員数 18人）

正社員以外 就業場所 新潟県新潟市南区
月給 変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ

40歳以下 (1) 8時30分～17時30分

省令３号のイ TEL 025-371-0363
（従業員数 18人）

正社員 就業場所 新潟県新潟市南区

縫製工 株式会社　タカトニット 五泉市赤海１丁目１１０９－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形150,000円～

165,000円
雇用期間の定めなし

15070- 4198871

アイロン仕上げ 株式会社　タカトニット 五泉市赤海１丁目１１０９－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形150,000円～

160,000円
雇用期間の定めなし

15070- 4197771

介護職員 社会医療法人　新潟勤労
者医療協会

新潟市秋葉区東金沢１４５９番地
１

雇用・労災・
健康・厚生・
財形143,900円～

219,900円
雇用期間の定めなし

15070- 4202771

准看護師 社会医療法人　新潟勤労
者医療協会　介護老人保
健施設　おぎの里

新潟市秋葉区荻野町３－８ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形167,000円～

287,000円
雇用期間の定めなし

15070- 4200571

看護師 社会医療法人　新潟勤労
者医療協会　介護老人保
健施設　おぎの里

新潟市秋葉区荻野町３－８ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形196,900円～

313,400円
雇用期間の定めなし

15070- 4199271

整体スタッフ 新潟名倉堂鍼灸整骨院 新潟市南区能登字前４０４ー１ 雇用・労災・
健康・厚生

190,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

15070- 4206171

保育士 社会福祉法人　育樹会
ガデリュス・いぶき保育
園

新潟市南区大通黄金４丁目２－１ 雇用・労災・
健康・厚生

162,240円～
196,800円

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

15070- 4205971

配達 有限会社　大清紙商店 新潟県新潟市南区新飯田６７９ 雇用・労災・
健康・厚生

180,000円～
220,000円

雇用期間の定めなし

15070- 4204271

運転手（１０ｔ） 大勝運輸株式会社 五泉市論瀬３１５５番地 雇用・労災・
健康・厚生

230,000円～
270,000円

雇用期間の定めなし

15070- 4209671

施術スタッフ（鍼
灸・柔整）

新潟名倉堂鍼灸整骨院 新潟市南区能登字前４０４ー１ 雇用・労災・
健康・厚生

190,000円～
380,000円

雇用期間の定めなし

15070- 4208371

営業（農材） 株式会社　新潟農園 新潟市秋葉区あおば通２丁目１－
３３

雇用・労災・
健康・厚生

160,000円～
290,000円

雇用期間の定めなし

15070- 4207071

縫製（第一工場） 有限会社　オオハシ 五泉市本町６丁目４－５ 雇用・労災・
健康・厚生

140,000円～
160,000円

雇用期間の定めなし

15070- 4215071

機械エンジニアリン
グ（南区）

株式会社　砂井 新潟市秋葉区矢代田１１３２－３
９

雇用・労災・
健康・厚生

200,000円～
350,000円

雇用期間の定めなし

15070- 4214171

施工技術者（南区） 株式会社　砂井 新潟市秋葉区矢代田１１３２－３
９

雇用・労災・
健康・厚生

200,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

15070- 4210771

水産物加工品の製造 有限会社　まえた 新潟市南区居宿３９７－７ 雇用・労災・
健康・厚生

180,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

15070- 4221971

水産物加工品の梱包 有限会社　まえた 新潟市南区居宿３９７－７ 雇用・労災・
健康・厚生

133,836円～
133,836円

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

15070- 4220271

リンキング（第一工
場）

有限会社　オオハシ 五泉市本町６丁目４－５ 雇用・労災・
健康・厚生

140,000円～
160,000円

雇用期間の定めなし

15070- 4217671
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職 種 賃 金 求 人 者 名 就 業 時 間 加入保険等 必要な免許資
年齢・
指針

所 在 地 ・ 就 業 場 所

5月25日～6月7日受理分 

ハローワーク新津 
（新津公共職業安定所） 

Tel 0250-22-2233 Fax 0250-22-7925 ◎ 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。 

◎ フルタイム求人の賃金は月額に換算しています。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決定済となっている場合があります。 

  その際はあしからずご了承ください。 

◎ハローワーク新津のホームページ「http://niigata-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/list/niitsu.html」からも週刊求人情報がご覧いただけます。 
次回発行は7月28日（金）です。 

月給 看護師
59歳以下 (1) 8時30分～17時15分 普通自動車免許ＡＴ

省令１号 TEL 0250-58-6118
（従業員数 8人）

正社員 就業場所 新潟県五泉市
月給 変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時00分～17時00分

年齢不問 TEL 025-372-6500
（従業員数 19人）

正社員 就業場所 新潟県新潟市南区
月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種

35歳以下 (1) 8時00分～17時00分

省令３号のイ TEL 025-372-6500
（従業員数 19人）

正社員 就業場所 新潟県新潟市南区
月給 普通自動車免許ＡＴ

30歳以下 (1) 8時00分～17時00分
(2) 9時00分～17時00分

省令３号のイ TEL 025-362-5706
（従業員数 8人）

正社員 就業場所 新潟県新潟市南区
日給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種

不問 (1) 9時00分～19時00分

年齢不問 TEL 025-375-3863
（従業員数 10人）

正社員 就業場所 新潟県新潟市南区
月給 変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ

59歳以下 (1) 8時00分～17時00分

省令１号 TEL 0250-24-3900
（従業員数 50人）

正社員 就業場所 新潟県新潟市秋葉区
月給 変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ

59歳以下 (1) 8時00分～17時00分

省令１号 TEL 0250-24-3900
（従業員数 50人）

正社員 就業場所 新潟県新潟市秋葉区
月給 変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ

59歳以下 (1) 8時00分～17時00分

省令１号 TEL 0250-24-3900
（従業員数 50人）

正社員 就業場所 新潟県新潟市秋葉区
月給 変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ

40歳以下 (1) 8時00分～17時05分

省令３号のイ TEL 025-371-1510
（従業員数 92人）

正社員 就業場所 新潟県新潟市南区
月給 変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ

40歳以下 (1) 8時00分～17時05分

省令３号のイ TEL 025-371-1510
（従業員数 92人）

正社員 就業場所 新潟県新潟市南区
時給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種

18歳以上 (1)22時00分～ 7時00分

省令２号 TEL 025-371-1510
（従業員数 92人）

正社員以外 就業場所 新潟県新潟市南区
月給 変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ

35歳以下 (1) 8時00分～17時05分

省令３号のイ TEL 025-371-1510
（従業員数 92人）

正社員 就業場所 新潟県新潟市南区
月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種

45歳以下 (1) 8時00分～17時00分 土木施工管理技士１級

省令３号のイ TEL 0250-22-4043
（従業員数 60人）

正社員 就業場所 新潟県新潟市秋葉区
月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～17時00分

年齢不問 TEL 0250-22-4043
（従業員数 60人）

正社員 就業場所 新潟県新潟市秋葉区
時給 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 9時00分～17時00分

年齢不問 TEL 0250-21-6251
（従業員数 33人）

正社員以外 就業場所 新潟県新潟市秋葉区
月給 変形（１年単位） 中型自動車免許一種

59歳以下 (1) 8時30分～17時30分

省令１号 TEL 0250-41-0505
（従業員数 25人）

正社員 就業場所 新潟県五泉市
日給 変形（１年単位） 普通自動車免許二種

不問

年齢不問 TEL 0250-41-0888
（従業員数 25人）

正社員 就業場所 新潟県五泉市

施工 木川木材株式会社 新潟市南区上下諏訪木７３５ 雇用・労災・
健康・厚生

170,000円～
220,000円

雇用期間の定めなし

15070- 4232371

家歴管理営業 木川木材株式会社 新潟市南区上下諏訪木７３５ 雇用・労災・
健康・厚生

170,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

15070- 4231071

看護師（北日本訪問看護
ステーション）

医療法人社団　真仁会
南部郷総合病院

五泉市村松１４０４－１ 雇用・労災・
健康・厚生

233,200円～
265,000円

雇用期間の定めなし

15070- 4226571

設備工事営業 株式会社　カサイ 新潟市秋葉区川口５７８番地２３ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形200,000円～

400,000円
雇用期間の定めなし

15070- 4255171

自動車鈑金・塗装 有限会社　プロモート 新潟市南区東萱場２１８８－３ 雇用・労災・
健康・厚生

130,721円～
251,720円

雇用期間の定めなし

15070- 4253271

果実作物栽培及び販
売補助

株式会社　白根大郷梨中
村観光果樹園

新潟県新潟市南区大郷１７３６－
１

雇用・労災・
健康・厚生

180,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

15070- 4241671

ＮＣ機械オペレーター
（次世代部品の加工等）

株式会社　青海製作所 新潟市南区下曲通字中江下７８７
番地

雇用・労災・
健康・厚生・
財形170,000円～

250,000円
雇用期間の定めなし

15070- 4258671

配管工 株式会社　カサイ 新潟市秋葉区川口５７８番地２３ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形170,000円～

300,000円
雇用期間の定めなし

15070- 4257371

溶接工 株式会社　カサイ 新潟市秋葉区川口５７８番地２３ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形170,000円～

350,000円
雇用期間の定めなし

15070- 4256071

営業員 株式会社　青海製作所 新潟市南区下曲通字中江下７８７
番地

雇用・労災・
健康・厚生・
財形170,000円～

200,000円
雇用期間の定めなし

15070- 4261271

ＮＣ旋盤オペレーター（次
世代部品の加工等／夜間専
用）

株式会社　青海製作所 新潟市南区下曲通字中江下７８７
番地

雇用・労災・
健康・厚生・
財形176,000円～

211,200円
雇用期間の定めなし

15070- 4260871

マシニング工（次世
代部品の加工等

株式会社　青海製作所 新潟市南区下曲通字中江下７８７
番地

雇用・労災・
健康・厚生・
財形170,000円～

200,000円
雇用期間の定めなし

15070- 4259571

一般事務 株式会社　テクノリンク 新潟市秋葉区荻島２－３０－１５ 雇用・労災・
健康・厚生

112,000円～
112,000円

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

15070- 4050771

土木積算 秋葉建設興業　株式会社 新潟市秋葉区程島１９６２－３ 雇用・労災・
健康・厚生

200,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

15070- 4044271

土木技術者 秋葉建設興業　株式会社 新潟市秋葉区程島１９６２－３ 雇用・労災・
健康・厚生

250,000円～
350,000円

雇用期間の定めなし

15070- 4043871

デマンドタクシー乗
務員（市内乗合）

泉観光バス株式会社 五泉市赤海８７３番地１ 雇用・労災・
健康・厚生

163,200円～
163,200円

雇用期間の定めなし

15070- 4036971

４ｔユニックドライ
バー（地場）

Ｋ・Ｇコンテナライン株
式会社

五泉市赤羽２０９番地１ 雇用・労災・
健康・厚生

190,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

15070- 4033771
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職 種 賃 金 求 人 者 名 就 業 時 間 加入保険等 必要な免許資
年齢・
指針

所 在 地 ・ 就 業 場 所

5月25日～6月7日受理分 

ハローワーク新津 
（新津公共職業安定所） 

Tel 0250-22-2233 Fax 0250-22-7925 ◎ 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。 

◎ フルタイム求人の賃金は月額に換算しています。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決定済となっている場合があります。 

  その際はあしからずご了承ください。 

◎ハローワーク新津のホームページ「http://niigata-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/list/niitsu.html」からも週刊求人情報がご覧いただけます。 
次回発行は7月28日（金）です。 

月給 変形（１ヶ月単位） 建築士（２級）
不問 (1) 9時30分～18時30分 普通自動車免許ＡＴ

年齢不問 TEL 025-211-8681
（従業員数 3人）

正社員 就業場所 新潟県新潟市南区
時給 変形（１年単位）

59歳以下 (1) 8時55分～18時00分

省令１号 TEL 025-375-0010
（従業員数 205人）

正社員以外 就業場所 新潟県新潟市南区
月給 作業療法士

59歳以下 (1) 8時30分～17時15分
(2) 8時30分～12時30分

省令１号 TEL 0250-58-6118
（従業員数 105人）

正社員 就業場所 新潟県五泉市
月給 普通自動車免許一種

39歳以下 (1) 9時00分～18時00分

省令３号のイ TEL 0250-21-4430
（従業員数 3人）

正社員 就業場所 新潟県新潟市秋葉区
月給 普通自動車免許一種

64歳以下 (1) 8時00分～17時00分

省令１号 TEL 0250-43-5091
（従業員数 14人）

正社員 就業場所 新潟県五泉市
月給 普通自動車免許ＡＴ

45歳以下 (1) 9時30分～17時30分

省令３号のイ TEL 025-362-3555
（従業員数 4人）

正社員 就業場所 新潟県新潟市南区
日給 変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ

45歳以下 (1) 8時00分～17時00分

省令３号のイ TEL 0250-58-7439
（従業員数 30人）

正社員 就業場所 新潟県五泉市
日給 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時00分～17時30分

年齢不問 TEL 0250-23-3032
（従業員数 6人）

正社員 就業場所 新潟県新潟市秋葉区
日給 普通自動車免許ＡＴ

30歳以下 (1) 8時00分～17時30分

省令３号のイ TEL 0250-23-3032
（従業員数 6人）

正社員 就業場所 新潟県新潟市秋葉区
月給 普通自動車免許ＡＴ

59歳以下 (1) 8時00分～17時00分

省令１号 TEL 0250-41-1230
（従業員数 7人）

正社員 就業場所 新潟県五泉市
月給 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時00分～17時00分

年齢不問 TEL 0250-22-3151
（従業員数 5人）

正社員 就業場所 新潟県新潟市秋葉区
月給 変形（１年単位） 大型自動車免許二種

不問 (1) 8時30分～17時30分

年齢不問 TEL 0250-41-0888
（従業員数 30人）

正社員 就業場所 新潟県五泉市
月給 変形（１年単位） 大型自動車免許二種

不問 (1) 8時30分～17時30分

年齢不問 TEL 0250-41-0888
（従業員数 30人）

正社員 就業場所 新潟県五泉市
月給 変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時30分～17時30分

年齢不問 TEL 0250-43-5107
（従業員数 79人）

正社員 就業場所 新潟県五泉市
日給 変形（１年単位） 中型一種（８ｔ限定）

59歳以下 (1) 8時00分～17時00分

省令１号 TEL 0250-43-1180
（従業員数 20人）

正社員 就業場所 新潟県五泉市
日給 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～17時30分

年齢不問 TEL 0250-42-1272
（従業員数 4人）

正社員 就業場所 新潟県五泉市
月給 損害保険資格

64歳以下 (1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許一種

省令１号 TEL 0250-42-6322
（従業員数 18人）

正社員 就業場所 新潟県五泉市 厚生年金基金

二級建築士 有限会社　アートプロ
ポーション

新潟県新潟市南区戸頭１３４７番
地１（吉運堂内Ｂ１Ｆ）

雇用・労災・
健康・厚生

145,000円～
270,000円

雇用期間の定めなし

15070- 4037171

自動車整備士 株式会社　ヨシザワオー
トサービス

新潟市秋葉区小口８１８－２ 雇用・労災・
健康・厚生

192,000円～
212,000円

雇用期間の定めなし

15070- 4023571

作業療法士（北日本
脳神経外科病院）

医療法人社団　真仁会
南部郷総合病院

五泉市村松１４０４－１ 雇用・労災・
健康・厚生

216,000円～
254,000円

雇用期間の定めなし

15070- 4022671

ピッキング作業・商
品の荷造り作業

コメリ流通管理センター
北星産業株式会社

新潟県新潟市南区清水４５０１－
５

雇用・労災・
健康・厚生

147,560円～
147,560円

雇用期間の定めなし

15070- 4038071

鉄筋工 株式会社　佐久間鉄筋工
業

五泉市村松工業団地２丁目２０７
９

雇用・労災・
健康・厚生

184,000円～
345,000円

雇用期間の定めなし

15070- 4029171

お口の健康アドバイ
ザー（新潟県内）

株式会社　ヒューマンス
タイル訪問歯科

新潟県新潟市南区西笠巻新田５６
０番地１３

雇用・労災・
健康・厚生

180,000円～
260,000円

雇用期間の定めなし

15070- 4028971

土木作業員 株式会社　東新建設 五泉市四ッ屋新２０－１ 雇用・労災・
健康・厚生

230,000円～
280,000円

雇用期間の定めなし

15070- 4027271

配達及びお客様訪問
スタッフ

株式会社　晃照（明治け
んこう宅配便）

五泉市論瀬５９０４－５ 雇用・労災・
健康・厚生

150,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

15070- 3989371

建築板金工（見習
い）

株式会社　ガルディング 新潟市秋葉区新津東町２－１０－
８

雇用・労災・
健康・厚生

171,750円～
274,800円

雇用期間の定めなし

15070- 4021371

建築板金工 株式会社　ガルディング 新潟市秋葉区新津東町２－１０－
８

雇用・労災・
健康・厚生

229,000円～
297,700円

雇用期間の定めなし

15070- 4019271

高速路線バス・路線
バス運転士

泉観光バス株式会社 五泉市赤海８７３番地１ 雇用・労災・
健康・厚生

200,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

15070- 3994271

貸切バス運転士 泉観光バス株式会社 五泉市赤海８７３番地１ 雇用・労災・
健康・厚生

250,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

15070- 3993871

総務経理部　経理課
員

土田石油株式会社 新潟市秋葉区善道町２丁目１１－
２０

雇用・労災・
健康・厚生

152,600円～
252,600円

雇用期間の定めなし

15070- 3992771

内装仕上 インテリア　木間 新潟県五泉市大字今泉３５７－５ 雇用・労災

162,400円～
278,400円

雇用期間の定めなし

15070- 3998371

運転手（２ｔ、４ｔ
／地場）

株式会社　丸五急送 五泉市大字赤海８７２－１ 雇用・労災・
健康・厚生

191,870円～
201,870円

雇用期間の定めなし

15070- 3997071

経営管理職候補（正
職員）

社会福祉法人　ごせん福
祉会

五泉市論瀬５９７５番地１２ 雇用・労災・
健康・厚生

250,000円～
350,000円

雇用期間の定めなし

15070- 3995971

営業員 有限会社　三根山商会 五泉市伊勢の川４番５９号 雇用・労災・
健康・厚生

150,000円～
260,000円

雇用期間の定めなし

15070- 4000871
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職 種 賃 金 求 人 者 名 就 業 時 間 加入保険等 必要な免許資
年齢・
指針

所 在 地 ・ 就 業 場 所

5月25日～6月7日受理分 

ハローワーク新津 
（新津公共職業安定所） 

Tel 0250-22-2233 Fax 0250-22-7925 ◎ 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。 

◎ フルタイム求人の賃金は月額に換算しています。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決定済となっている場合があります。 

  その際はあしからずご了承ください。 

◎ハローワーク新津のホームページ「http://niigata-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/list/niitsu.html」からも週刊求人情報がご覧いただけます。 
次回発行は7月28日（金）です。 

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種
35歳以下 (1) 8時30分～17時30分

省令３号のイ TEL 0250-22-4141
（従業員数 16人）

正社員 就業場所 新潟県新潟市秋葉区 厚生年金基金
月給 普通自動車免許一種

44歳以下 (1) 8時30分～17時30分

省令３号のイ TEL 0250-42-6322
（従業員数 18人）

正社員 就業場所 新潟県五泉市 厚生年金基金

ホームページ上で毎月第２・４水曜日に公開しています。

自動車整備士 有限会社　三根山商会 五泉市伊勢の川４番５９号 雇用・労災・
健康・厚生

150,000円～
260,000円

雇用期間の定めなし

15070- 4007571

イベント設営スタッ
フ（工務作業員）

株式会社アービック 新潟市秋葉区川口乙５７８番地４
０

雇用・労災・
健康・厚生

150,000円～
210,000円

雇用期間の定めなし

15070- 4004071

 労働に関するご相談は、新潟労働局設置の相談窓口にご相談ください。 
 

  賃金、残業、有給休暇、配置転換、解雇、    男女均等取扱い、セクハラ、母性健康管理、 
  退職、いじめ・嫌がらせ・・など        パート労働者の一般労働者との均衡待遇 
         ↓↓                       ↓↓ 
 ○新津総合労働相談コーナー           ○新潟労働局雇用均等室 
  ℡ 0250-22-4161               ℡ 025-288-3511 
  住所 新潟市秋葉区新津本町4-18-8       住所 新潟市中央区美咲町１丁目２番１号 
                              新潟美咲合同庁舎２号館 ４階 
    いずれも 
      平日８：３０～１７：１５ 電話、面接により対応しています。 
      費用はかかりません。予約も不要です。 
      他の相談窓口は、新潟労働局ホームページ http://niigata-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/  
      から確認できます。 

 

 

 

 再就職を目指す方のために職業訓練制度があります。一定の要件を満たす方は「職業訓練受講給付金」
を受給することができます。詳しくは、住所を管轄するハローワーク窓口までお問い合わせ下さい。 
 ※受講料は無料ですが実費(テキスト代、受験費用等）がかかります。 
      （例） ホームヘルパー養成、パソコン基礎、ＣＡＤ、ＷＥＢ関連、経理事務、医療事務 など 
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