
24 塩沢信用組合 49

25 新潟県商工連合会 50

22 株式会社北越舗道 47

23 小千谷警察署 48

20 税理士法人小宮山会計事務所 45 魚沼市役所

21 株式会社キムラ 46

18 サトウ産業株式会社 43 株式会社オーエーシー企画　ケアステーション雲雀ヶ丘

19 平田バルブ工業株式会社 44 小千谷市役所

16 東邦電子株式会社　新潟工場 41 ユニオンフーズ株式会社

17 ドコモショップ小千谷店・魚沼店　株式会社テレコムベイシス 42 株式会社コイデン

14 日本ベアリング株式会社 39 越後おぢや農業協同組合

15 秀和建設株式会社 40 社会福祉法人魚沼福祉会

12 株式会社魚沼電子 37 株式会社第一測範製作所

13 株式会社戸田組 38 エヌ・エス・エス株式会社

10 ケーエスエス株式会社　小千谷工場 35 一般財団法人小千谷市産業開発センター

11 株式会社フジ機工　小千谷工場 36 小片鉄工株式会社

8 東洋電機工業株式会社 33 理研精機株式会社

9 小杉土建工業株式会社 34 東日本電気エンジニアリング株式会社

6 伊米ヶ崎建設株式会社 31 ホリカフーズ株式会社

7 シンコー株式会社 32 越後札紙株式会社

4 株式会社たかの 29 株式会社諸長

5 ユキワ精工株式会社 30 北魚沼農業協同組合

2 株式会社滝沢印刷 27 医療法人魚野会

3 株式会社オーシーエス 28 越後製菓株式会社

企業名 企業名

1 株式会社ショウ・コーポレーション 魚沼中央自動車学校 26 オヂヤセイキ株式会社



http:www.uonuma-ds.com
住所： 魚沼市十日町３７２-１
ＴＥＬ： ０２５-７９２-１０５５
ＦＡＸ： ０２５-７９２-７４１２

－ －1

教習指導員見習 ２名

大学 １７０，０００円～１８０，０００円
短大 １７０，０００円～１８０，０００円
高専 １７０，０００円～１８０，０００円
専修 １７０，０００円～１８０，０００円

【事業内容】　自動車教習業・地域の交通安全活動及び指導
【創業】　昭和４０年
【資本金】　４，０００万円
【年商】　１０億円（株式会社ショウ・コーポレーション）
【従業員数】　１７名（男１２名/女５名）

【勤務時間】　９：００～１８：００　変形労働時間制（１年単位）
【休日】　年間休日８５日　シフト表による
【諸手当】　残業・精勤手当

【昇級及び賞与】　昇給なし/賞与年２回
【加入保険等】　雇用・労災・健康・厚生
【福利厚生・その他】　退職金制度あり

採用予定職種 予定人数 対象学歴 初任給見込（予定）

株式会社
ショウ・コーポレーション
魚沼中央自動車学校

対象
学生 ２０２１年３月卒業

既卒者 可



http://www.takiprit.com
住所： 十日町市本町２丁目３２５番地２
ＴＥＬ： ０２５-７５７-２１９１
ＦＡＸ： ０２５-５７５-１５９１

－ －2

未定

大学
短大
高専
専修

【事業内容】　印刷・文具販売
【創業】　昭和１１年８月
【資本金】　３，６００万円
【年商】　１５億５千万円
【従業員数】　９８名（男５０名/女４８名）

【勤務時間】　８：３０～１７：３０
【休日】　年間１０３日
【諸手当】　勤務手当・職務手当・役職手当

【昇級及び賞与】　賞与年２～３回
【加入保険等】　雇用・労災・健康・厚生
【福利厚生・その他】　社員旅行・社員大会・新年会・インフルエンザ補助金

採用予定職種 予定人数 対象学歴 初任給見込（予定）

株式会社滝沢印刷
対象

学生 ２０２１年３月卒業

既卒者



http://www.ojiya.co.jp/
住所： 小千谷市城内１-９-１
ＴＥＬ： ０２５８-８２-１１２５
ＦＡＸ： ０２５８-８３-５９０７

－ －3

システムエンジニア ５名

大学 １９０，０００円（諸手当を含む）
短大 １７０，０００円（諸手当を含む）
高専 １７０，０００円（諸手当を含む）
専修 １７０，０００円（諸手当を含む）

【事業内容】　自社製品の開発・販売、メンテナンスサポート。モバイルアプリ
開発（iＯＳ、Android）など。
【創業】　１９９１年３月
【資本金】　５，０００万円
【年商】　２億６，０００万円（２０１９年７月実績）
【従業員数】　３０名（男２６名/女４名）

【勤務時間】　８：３０～１７：３０（休憩６０分）
【休日】　土日、祝日　※当社カレンダーによる年末年始休暇あり
【諸手当】　職能・家族・地域・借家・通勤交通費など

【昇級及び賞与】　昇給年１回/賞与年２回
【加入保険等】　雇用・労災・健康・厚生
【福利厚生・その他】　社宅、健康診断、社員旅行、慶弔見舞など

採用予定職種 予定人数 対象学歴 初任給見込（予定）

株式会社
オーシーエス

対象
学生 ２０２１年３月卒業

既卒者 卒業後３年以内



http://www.takano-niigata.co.jp
住所： 小千谷市大字千谷甲２８３７-１
ＴＥＬ： ０２５８-８２-６５００
ＦＡＸ： ０２５８-８２-６６２０

－ －4

総合職 １～２名

大学 １７０，０００円+３０，０００円（固定時間外手当２６時間分）

商品開発・品質保証 ２名

大学 １７０，０００円+３０，０００円（固定時間外手当２６時間分）

製造員 ７名

大学 １６０，０００円+３０，０００円（固定時間外手当２６時間分）

短大 １６０，０００円
高専 １６０，０００円
専修 １６０，０００円

【業務内容】　ごはんパック・切餅・冷凍白玉・冷凍餅・麺類・レトルト食品など
の製造販売をしている食品メーカーです。たかのスーパーも運営していま
す。
【創業】　明治６年
【資本金】　８，０００万円
【年商】　５０億円
【従業員数】　１７５名（男９６名/女７９名）

【勤務時間】　８：３０：～１７：３０　職種によりシフト勤務あり
【休日】　年間１００日（会社カレンダーによる）
【諸手当】　通勤手当・家族手当・資格手当等

【昇級及び賞与】　昇給年１回/賞与年２回
【加入保険等】　雇用・労災・健康・厚生
【福利厚生・その他】　社宅あり

採用予定職種 予定人数 対象学歴 初任給見込（予定）

株式会社たかの
対象

学生 ２０２１年３月卒業

既卒者 卒業後３年以内



http://www.yukiwa.co.jp/
住所： 小千谷市千谷２６００番地１
ＴＥＬ： ０２５８-８２-１８００
ＦＡＸ： ０２５８-８１-１１１２

－ －5

製造職 ３名

大学 ２０２，０００円
短大 １８２，０００円
高専 １８２，０００円

営業職 ３名

大学 ２３２，３００円（別途営業手当１５，０００円支給）

短大 ２０９，３００円（別途営業手当１５，０００円支給）

高専 ２０９，３００円（別途営業手当１５，０００円支給）

技術・設計職 ３名

大学 ２０２，０００円
短大 １８２，０００円
高専 １８２，０００円

【事業内容】　一般機械部品製造・販売（ＣＮＣ円テーブル・割出台、ツーリン
グシステム、コレットチャック、ドリルチャック等）
【創業】　昭和２１年１１月
【資本金】　９，０００万円
【年商】　５，２５３百万円（３１年３月末現在）
【従業員数】　２１２名（男１７５名/女３７名）

【勤務時間】　８：１０～１７：０５（７時間５５分）
【休日】　日曜、土曜（月３～５回）/年間休日１１８日
【諸手当】　通勤手当・住宅補助・食事補助・職務手当・家族手当他

【昇級及び賞与】　昇級年１回（４月）/賞与年２回（７月・１２月）
【加入保険等】　雇用・労災・健康・厚生
【福利厚生・その他】　各種社会保険・退職金制度・互助会制度・資格取得褒
賞金制度　※営業職は地域手当・営業手当支給

採用予定職種 予定人数 対象学歴 初任給見込（予定）

ユキワ精工
株式会社

対象
学生 ２０２１年３月卒業

既卒者 卒業後３年以内



http://www.imegasaki.co.jp/
住所： 魚沼市虫野２００番地
ＴＥＬ： ０２５-７９２-１２３０
ＦＡＸ： ０２５-７９２-６９２９

－ －6

建築施工管理職 ３名

大学 ２０５，９００円
短大 １８７，２００円
高専 １８７，２００円
専修 １８７，２００円

土木施工管理職 ３名

大学 ２０５，９００円
短大 １８７，２００円
高専 １８７，２００円
専修 １８７，２００円

【事業内容】　地域密着型の総合建設業です。土木と建築の工事、除雪業務
を行っています。
【創業】　１９３２年（昭和７年）
【資本金】　３，０００万円
【年商】　２５億円
【従業員数】　６８名（男５６名/女１２名）

【勤務時間】　（３月～１０月）７：５０～１７：３０/（１１月～２月）７：５０～１７：００
【休日】　年間休日１０５日（その他:有給休暇・慶弔・特別休暇）
【諸手当】　交通費支給・会議手当・時間外勤務手当・現場手当・役職手当　など

【昇級及び賞与】　昇級年１回（４月）/賞与年２回（７月・１２月）
【加入保険等】　雇用・労災・健康・厚生
【福利厚生・その他】　タブレット貸与・スマートフォン貸与・家賃補助（条件有）・資格取
得奨励金・奨学金返済補助（条件有）・社員旅行・報奨金制度　等

採用予定職種 予定人数 対象学歴 初任給見込（予定）

伊米ヶ崎建設
株式会社

対象
学生 ２０２１年３月卒業

既卒者 卒業後３年以内



http://www.sinko-co.jp/
住所： （本社工場）魚沼市田戸６１-１/（見附工場）見附市福島町４３０
ＴＥＬ： ０２５-７９４-４０４１
ＦＡＸ： ０２５-７９４-４６７５

※2021年3月卒の初任給は予定です。変更の可能性あり
－ －7

開発技術 ２名

大学 大学院：２２２，０００円、大学：２１２，０００円

高専 １８７，０００円

製造管理 ２名

大学 大学院：２０２，０００円、大学：１９７，０００円

短大 １７２，０００円

専修 １７２，０００円

製造 ２名
短大 １７２，０００円

専修 １７２，０００円

【事業内容】　①医療用センサー部品②ＬＥＤ用サファイア基板③中継基地局基板
部品加工④携帯電話部品加工⑤業務用プリンタ他事務機器部品加工⑥材料の
開発⑦その他材料の切る、削る、磨く、溝入れ
【創業】　１９７２年９月（昭和４７年９月）
【資本金】　４，５１５万円
【年商】　１８億円
【従業員数】　１７５名（男１０９名/女６６名）

【勤務時間】　８：０５～１７：００　休憩５５分　その他一部交代勤務有
【休日】　土曜日・日曜日・他（ゴールデンウイーク・盆休・年末年始）その他当社カレン
ダーによる。年間休日１０７日及び一斉有給休暇（５日）
【諸手当】　変則手当・深夜手当・通勤手当

【昇級及び賞与】　昇級年１回/賞与年２回
【加入保険等】　雇用・労災・健康・厚生
【福利厚生・その他】　退職金制度、定期健康診断の実施、花見、ボーリング
大会、忘年会等

採用予定職種 予定人数 対象学歴 初任給見込（予定）

シンコー株式会社
対象

学生 ２０２１年３月卒業

既卒者 卒業後３年以内



http://www.tyo-denki.com
住所： 魚沼市原虫野３８５番地
ＴＥＬ： ０２５-７９２-２１７１
ＦＡＸ： ０２５-７９２-６０９５

－ －8

設計・積算 ３名

大学 （総合職）２１０，０００円（専任職）１７６，２００円

短大 （総合職）１９２，０００円（専任職）１６０，４００円

高専 （総合職）１９２，０００円（専任職）１６０，４００円

専修 （総合職）１９２，０００円（専任職）１６０，４００円

技術職 ３名

大学 （総合職）２３０，０００円（専任職）１９６，２００円

短大 （総合職）２１２，０００円（専任職）１８０，４００円

高専 （総合職）２１２，０００円（専任職）１８０，４００円

専修 （総合職）２１２，０００円（専任職）１８０，４００円

【事業内容】　電気工事・電気通信工事・消防施設工事、各種電気機械の製
作・加工・修理・リース、電気工事材料・家電品の販売
【創業】　昭和４０年
【資本金】　５，０００万円
【年商】　１０億円
【従業員数】　６７名（男５３名/女１４名）

【勤務時間】　８：００～１７：３０
【休日】　年間休日１２０日以上（当社カレンダーによる）
【諸手当】　業績給・資格手当

【昇級及び賞与】　昇給：年１回/賞与：評価制度 年１～３回
【加入保険等】　雇用・労災・健康・厚生
【福利厚生・その他】　共済会（社員親睦会、etc）あり、ＩＳＯ45001・9001・
14001認証取得

採用予定職種 予定人数 対象学歴 初任給見込（予定）

東洋電機工業
株式会社

対象
学生 ２０２１年３月卒業

既卒者 卒業後３年以内



http://www.cosgi-recruit.com/
住所： 小千谷市東栄３丁目４番５号
ＴＥＬ： ０２５８-８３-２５１１
ＦＡＸ： ０２５８-８２-６１９９

－ －9

土木又は建築
施工管理技術員
（その他学科履修）

大学 ２０３，０００円
短大 １８３，０００円
高専 １８８，０００円
専修 １８５，０００円

土木又は建築
施工管理技術員
（建設系学科履修）

土木３名
建築２名

大学 ２１２，０００円
短大 １８３，０００円
高専 ２００，０００円
専修 １８８，０００円

【事業内容】　請負工事の施工を主体とする総合建設業
【創業】　創立大正９年（１９２０年）/会社設立昭和２４年（１９４９年）
【資本金】　３，３００万円（受権資本６，０００万円）
【年商】　１３．５億円（ここ数年平均）
【従業員数】　４０名（男３８名/女２名）

【勤務時間】　８：００～１７：００　休憩時間：午前午後各１５分・昼食時６０分/実働７．５時間
【休日】　会社カレンダーによる（日曜・祝日完全休日/土曜は月１～２日就労/夏期・年末年始休
日）
【諸手当】　本人状況によるが家族・資格・通信・技術・通勤等手当あり

【昇級及び賞与】　昇給：原則年１回（５月）/賞与：原則年２回（８月・１２月）
【加入保険等】　雇用・労災・健康・厚生
【福利厚生・その他】　作業服年２回支給、会社所有アパ―トあり（家賃一部負担
で入居可）、退職金制度（中退共制度）あり

採用予定職種 予定人数 対象学歴 初任給見込（予定）

小杉土建工業
株式会社

対象
学生 ２０２１年３月卒業

既卒者 卒業後３年以内



http://www.kss-superdrive.co.jp
住所： 小千谷市大字山谷字新保４-１４
ＴＥＬ： ０２５８-８２-５５７７
ＦＡＸ： ０２５８-８２-５５７５
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品質保証 １名

大学 １８６，０００円

技術・開発 ２名

大学 １８６，０００円

高専 １６９，０００円

【事業内容】　精密機器の製造販売
【創業】　１９６４年６月　小千谷工場新設１９８４年７月
【資本金】　１２，０７０万円
【年商】　３０５，０００万円（２０１９年度）
【従業員数】　小千谷工場１５０名（男１２０名/女３０名）

【勤務時間】　８：１０～１７：１０/休憩時間（午前５分・昼４５分・午後１０分）
【休日】　年間休日１１６日（２０２０年度）
【諸手当】　食事手当・通勤手当

【昇級及び賞与】　昇給年１回/賞与年２回（夏、冬）
【加入保険等】　雇用・労災・健康・厚生
【福利厚生・その他】　厚生施設（草津リゾートマンション）・従業員持ち株会

採用予定職種 予定人数 対象学歴 初任給見込（予定）

ケーエスエス
株式会社 小千谷工場 対象

学生 ２０２１年３月卒業

既卒者 卒業後３年以内



http://www.fujik.co.jp/
住所： 小千谷市薭生甲２２３０番４
ＴＥＬ： ０２５８-８２-０２２１
ＦＡＸ： ０２５８-８２-０１８１
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製造スタッフ ２名

大学 １７４，０００円
短大 １７１，０００円
高専 １７１，０００円
専修 １７１，０００円

営業 １名

大学 １７４，０００円
短大 １７１，０００円
高専 １７１，０００円
専修 １７１，０００円

機械設計 １名

大学 １７４，０００円
短大 １７１，０００円
高専 １７１，０００円
専修 １７１，０００円

【事業内容】　プリント基板生産設備装置の設計・製造・販売
【創業】　１９７０年１０月
【資本金】　４３百万円
【年商】　６，４８９百万円（２０１９年２月期）
【従業員数】　６６名（男４８名/女１８名）

【勤務時間】　８：２５～１７：３０
【休日】　会社カレンダーによる（年間休日１１７日）
【諸手当】　通勤手当・役職手当・家族手当・時間外手当

【昇級及び賞与】　昇級年１回（４月）/賞与年２回（７月・１２月）
【加入保険等】　雇用・労災・健康・厚生
【福利厚生・その他】　永年勤続表彰・寮（男性独身のみ）・有給休暇４月入
社時即日１０日付与

採用予定職種 予定人数 対象学歴 初任給見込（予定）

株式会社フジ機工
小千谷工場

対象
学生 ２０２１年３月卒業

既卒者 卒業後３年以内



http://www.uonuma-d.co.jp
住所： 小千谷市若葉３丁目１番
ＴＥＬ： ０２５８-８２-１６９１
ＦＡＸ： ０２５８-８３-３９７７
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電気工事士 １名

大学 １９０，０００円
短大 １７１，０００円
高専 １８０，０００円
専修 １７５，０００円

電気技術者 ２名

大学 １９０，０００円
短大 １７１，０００円
高専 １８０，０００円
専修 １７５，０００円

【事業内容】　上下水道計装・一般産業計装・電気工事・ネットワークシステ
ムと計装分野は県内全域、電気工事分野は市内を中心に行っています。
【創業】　昭和４９年６月
【資本金】　２，０００万円
【年商】　３億５千万円（昨年実績）
【従業員数】　３５名（男３２名/女３名）

【勤務時間】　８：００～１７：００
【休日】　週休２日（年に数回土曜出勤あり）
【諸手当】　通勤・家族・住宅・技能等　各種手当制度あり

【昇級及び賞与】　昇給年１回/賞与年２回
【加入保険等】　雇用・労災・健康・厚生
【福利厚生・その他】　退職金共済

採用予定職種 予定人数 対象学歴 初任給見込（予定）

株式会社魚沼電子
対象

学生 ２０２１年３月卒業

既卒者 卒業後３年以内



http://www.todagumi.co.jp
住所： 魚沼市葎沢２０４番地８
ＴＥＬ： ０２５-７９２-０４１７
ＦＡＸ： ０２５-７９２-０４６３

－ －13

運輸業務 １名

大学 ２００，０００円
短大 １９８，０００円
高専 １９７，０００円
専修 １９０，０００円

技術職見習含 ２名

大学 ２２４，０００円
短大 １９０，０００円
高専 １９７，０００円
専修 １９０，０００円

事務職 １名

大学 ２００，０００円
短大 １９８，０００円
高専 １９７，０００円
専修 １９０，０００円

【事業内容】　建設業他
【創業】　昭和３３年
【資本金】　２，０００万円
【年商】　６億８千万円
【従業員数】　３３名（男２９名/女４名）

【勤務時間】　７：３０～１７：００
【休日】　土・日
【諸手当】　有

【昇級及び賞与】　昇級年１回/賞与年２回（８月・１２月）
【加入保険等】　雇用・労災・健康・厚生
【福利厚生・その他】　制服・資格支援・教育訓練・学資ローン返済支援・社員寮・
アパート

採用予定職種 予定人数 対象学歴 初任給見込（予定）

株式会社戸田組
対象

学生 ２０２１年３月卒業

既卒者 卒業後３年以内



http://www.nb-linear.co.jp
住所： 小千谷市千谷甲２８３３
ＴＥＬ： ０２５８-８２-５７１１
ＦＡＸ： ０２５８-８２-１７８２
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営業 ２名

大学 １８６，０００円
短大 １６９，０００円
高専 １６９，０００円
専修 １６９，０００円

設計 ２名

大学 １９１，０００円
短大 １７１，０００円
高専 １７１，０００円
専修 １７１，０００円

【事業内容】　直線運動用軸受の製造及び販売
【創業】　１９３９年４月
【資本金】　２億６，０００万円
【年商】　１１８億７１００万円
【従業員数】　５８１名（男４２４名/女１５７名）

【勤務時間】　（本社）８：００～１７：００/（支店）８：３０～１７：３０
【休日】　１２１日/週休２日制（年数回土曜出勤あり）
【諸手当】　時間外手当・通勤手当・家族手当・役付手当・資格手当・介護手当・特殊手
当

【昇級及び賞与】　昇給年１回（４月）/賞与年２回（７月、１２月）
【加入保険等】　雇用・労災・健康・厚生
【福利厚生・その他】　私用外出制度・育児短時間勤務・介護短時間勤務・自
社体育館

採用予定職種 予定人数 対象学歴 初任給見込（予定）

日本ベアリング
株式会社

対象
学生 ２０２１年３月卒業

既卒者 卒業後２年以内



https://www.shuwa-con.com
住所： 小千谷市大字三仏生２５３３
ＴＥＬ： ０２５８-８２-０５３５
ＦＡＸ： ０２５８-８２-５２１２
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建設施工スタッフ ３名

大学 １９０，０００円
短大 １８０，０００円
高専 １８０，０００円
専修 ２年制：１８０，０００円、３年制：１８５，０００円

建築施工管理
サポート職

３名

大学 １９０，０００円
短大 １８０，０００円
高専 １８０，０００円
専修 ２年制：１８０，０００円、３年制：１８５，０００円

建築施工管理職 ３名

大学 １９０，０００円
短大 １８０，０００円
高専 １８０，０００円
専修 ２年制：１８０，０００円、３年制：１８５，０００円

【事業内容】　公共工事の施工、店舗・事務所・工場・福祉施設などの設計施工、
住宅の新築・リフォームの設計施工、LED照明の販売、一級建築士事務所、自社
所有建築の賃貸
【創業】　１９８９年９月１８日
【資本金】　５，０００万円
【年商】　１４億１，５００万円（２０１８年１２月期）
【従業員数】　２９名（男２５名/女４名）

【勤務時間】　８：００～１７：３０（休憩１２０分）
【休日】　会社カレンダーによる休日:年間１０３日（日・祝日・土曜月１～２回年末年始・
GW・お盆に連続休暇）
【諸手当】　通勤手当・残業手当・資格手当・役職手当・住宅手当

【昇級及び賞与】　昇給年１回（４月）/賞与年２回（８月、１２月）
【加入保険等】　雇用・労災・健康・厚生
【福利厚生・その他】　定年６０歳（６５歳まで継続雇用）、作業着・安全保護具支給、慶
弔見舞金制度、社員表彰制度、永年表彰制度、社員研修旅行、営業車貸与、携帯電話
貸与

採用予定職種 予定人数 対象学歴 初任給見込（予定）

秀和建設株式会社
対象

学生 ２０２１年３月卒業

既卒者 卒業後３年以内



http://www.toho-inc.com
住所： 魚沼市干溝２０６５-２
ＴＥＬ： ０２５-７９３-７６５４
ＦＡＸ： ０２５-７９３-７６５１
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組立工 ３名

大学 １７５，０００円～１９５，０００円
短大 １６５，０００円～１７５，０００円
高専 １７０，０００円～１８５，０００円
専修 １６５，０００円～１７５，０００円

生産技術職 １名

大学 １７５，０００円～２００，０００円

高専 １７０，０００円～１８５，０００円

【事業内容】　電子機械器具製造業
【創業】　昭和５７年６月（１９８２年６月）
【資本金】　１，０００万円
【年商】　２．９億円
【従業員数】　８３名（男２１名/女６２名）

【勤務時間】　８：２５～１７：２５
【休日】　土・日・祝祭日・GW・夏期休暇・年末年始（当社カレンダーによる）
【諸手当】　地域手当

【昇級及び賞与】　昇給年１回（５月）/賞与年２回（８月・１２月）
【加入保険等】　雇用・労災・健康・厚生
【福利厚生・その他】　親睦会（冠婚葬祭・各種行事（社員旅行等））

採用予定職種 予定人数 対象学歴 初任給見込（予定）

東邦電子株式会社
新潟工場

対象
学生 ２０２１年３月卒業

既卒者 卒業後３年以内



http://telecom-basis.jp/
住所： 南魚沼市余川２９１１
ＴＥＬ： ０２５-７７０-２０２６
ＦＡＸ： ０２５-７７０-２０１２
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販売 ５名

大学 １８０，０００円
短大 １６９，０００円
高専 １６９，０００円
専修 １６９，０００円

【事業内容】　携帯電話の販売
【創業】　平成７年
【資本金】　１，５００万円
【年商】　２７億円
【従業員数】　１０９名（男４５名/女６２名）

【勤務時間】　８：４５～１８：１５/９：３０～１９：００/１０：００～１９：３０
【休日】　年間１０８日
【諸手当】　役職手当・通勤手当・スキル手当

【昇級及び賞与】　昇級年１回（４月）/賞与年２回（６月・１２月）※業績に応じ３月に決算
賞与
【加入保険等】　雇用・労災・健康・厚生
【福利厚生・その他】　アニバーサリー休暇・育児介護短時間勤務制度・社員旅行・表彰
制度

採用予定職種 予定人数 対象学歴 初任給見込（予定）

ドコモショップ
小千谷店・魚沼店
株式会社テレコムベイシス

対象
学生 ２０２１年３月卒業

既卒者 卒業後３年以内



http://www.satosangyo.jp/
住所： 魚沼市十日町４８２-３
ＴＥＬ： ０２５-７９２-５８１１
ＦＡＸ： ０２５-７９２-６６６６
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生産管理 １名

大学 １９９，０００円
短大 １８４，０００円
高専 １８４，０００円
専修 １８４，０００円

営業 １名

大学 ２２９，０００円
短大 ２１４，０００円
高専 ２１４，０００円
専修 ２１４，０００円

企画・開発 １名

大学 １９９，０００円
短大 １８４，０００円
高専 １８４，０００円
専修 １８４，０００円

【事業内容】　食品製造業（サラダ・和惣菜・カット野菜等の製造）
【創業】　１９６４年１０月
【資本金】　２，２００万円
【年商】　３１億円
【従業員数】　３９１名（男１３５名/女２５６名）

【勤務時間】　①８：００～１７：００　②９：００～１８：００
【休日】　年間休日１０５日
【諸手当】　通勤手当

【昇級及び賞与】　昇給年１回（１１月)/賞与年２回（８月・１２月）
【加入保険等】　雇用・労災・健康・厚生
【福利厚生・その他】

採用予定職種 予定人数 対象学歴 初任給見込（予定）

サトウ産業株式会社
対象

学生 ２０２１年３月卒業

既卒者 卒業後３年以内



http://www.hvi.co.jp/
住所： 魚沼市田戸１２１-１
ＴＥＬ： ０２５-７９４-４０１１
ＦＡＸ： ０２５-７９４-４０１３
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技術
（設計・開発）

１名

大学 ２０２，０００円

【事業内容】　エネルギー関連・産業用特殊バルブの設計、製作、販売、メン
テナンス
【創業】　昭和１２年６月１０日
【資本金】　５，２５０万円
【年商】　１９億４，０００万円（２０１８年度）
【従業員数】　９６名（男８２名/女１４名）

【勤務時間】　８：００～１７：００
【休日】　完全週休二日制・年末年始・夏季休暇
【諸手当】　時間外手当・通勤手当・家族手当・役職手当

【昇級及び賞与】　昇給年１回/定期賞与年２回（７月・１２月）
【加入保険等】　雇用・労災・健康・厚生
【福利厚生・その他】　確定給付企業年金・財形貯蓄

採用予定職種 予定人数 対象学歴 初任給見込（予定）

平田バルブ工業
株式会社

対象
学生 ２０２１年３月卒業

既卒者 卒業後３年以内



https://www.komiyamakaikei.net/
住所： 小千谷市土川１-４-１５
ＴＥＬ： ０２５８-８３-２６２０
ＦＡＸ： ０２５８-８３-４７７０
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会計・税務監査
スタッフ

２名

大学 １９０，０００円
短大 １６５，０００円
高専 １６５，０００円
専修 １６５，０００円

【事業内容】　経営相談、財務コンサルティング・内部統制システム立案、指
導・経営計画、予算の策定指導・税務相談、税務申告・税理士補助業務
【創業】　創業昭和２２年　税理士法人設立平成１９年
【資本金】　８００万円
【年商】　３．６億円
【従業員数】　４５名（男１２名/女３３名）

【勤務時間】　８：２０～１７：３０
【休日】　日曜・祝日・所定の土曜日・年末年始（年間１１０日）
【諸手当】　超勤手当、通勤手当、役職手当、扶養手当

【昇級及び賞与】　昇給年１回/賞与年３回
【加入保険等】　雇用・労災・健康・厚生
【福利厚生・その他】　永年勤続表彰・年末表彰、慰安旅行他レクレーション、サークル
活動支援・所内研修・外部研修を積極的に取り入れ、自己啓発を続けられるよう人材育
成に力を入れています。

採用予定職種 予定人数 対象学歴 初任給見込（予定）

税理士法人
小宮山会計事務所

対象
学生 ２０２１年３月卒業

既卒者 卒業後１年以内



http://www.kimura1.co.jp
住所： 小千谷市城内１丁目１２番１５号
ＴＥＬ： ０２５８-８２-７３１１
ＦＡＸ： ０２５８-８２-７７１１
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建築施工管理
技術者

２名

大学 ２０７，０００円
短大 １８１，０００円
高専 １８１，０００円
専修 １８１，０００円

土木施工管理
技術者

２名

大学 ２０７，０００円
短大 １８１，０００円
高専 １８１，０００円
専修 １８１，０００円

【事業内容】　小千谷地域を中心に県内各地で工場・店舗などの大型建築物
や、河川工事・道路工事などの土木工事を請負っています。
【創業】　明治４０年
【資本金】　５，０００万円
【年商】　２４億８，８８８万円（Ｈ３１．２月時点）
【従業員数】　３０名（男２６名/女４名）

【勤務時間】　８：００～１７：００（うち休憩９０分）
【休日】　日曜・祝日・第２,４土曜他年間休日カレンダーによる/計１０１日
【諸手当】　通勤手当・家族手当

【昇級及び賞与】　昇給年１回（４月）/賞与年２回
【加入保険等】　雇用・労災・健康・厚生
【福利厚生・その他】　社有車貸与・資格取得支援・永年勤続表彰・ユニ
フォーム支給　等

採用予定職種 予定人数 対象学歴 初任給見込（予定）

株式会社キムラ
対象

学生 ２０２１年３月卒業

既卒者 卒業後３年以内



http://www.hokuetuhodou.co.jp
住所： 小千谷市大字上片貝７６－１
ＴＥＬ： ０２５８-８２-２６３４
ＦＡＸ： ０２５８-８３-２８０２
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一般職 ２名

大学 １９０，０００円
短大 １８０，０００円
高専 １８０，０００円
専修 １８０，０００円

総合職 ２名

大学 土木系学科：２１０，０００円、その他：２００，０００円

短大 １８０，０００円
高専 土木系学科：１９０，０００円、その他：１８０，０００円

専修 １８０，０００円

【事業内容】　舗装及び土木構造物の設計・施行、アスファルト合材の配合
設計・製造販売、土質試験等各種試験　等
【創業】　昭和４１年１２月７日
【資本金】　３，５００万円
【年商】　２８億２千万円（Ｈ３０実績）
【従業員数】　７８名（男６５名/女１３名）

【勤務時間】　８：００～１７：３０
【休日】　日曜・祝日・その他就業カレンダーによる（Ｈ３０:年間１１１日）
【諸手当】　時間外手当・通勤手当・資格手当・家族手当　など

【昇級及び賞与】　昇給年１回/賞与年３回
【加入保険等】　雇用・労災・健康・厚生
【福利厚生・その他】　退職金制度・社内表彰制度・資格取得支援制度・社員
持株会・社員旅行・クラブ活動

採用予定職種 予定人数 対象学歴 初任給見込（予定）

株式会社北越舗道
対象

学生 ２０２１年３月卒業

既卒者 卒業後３年以内



http://www.police.pref.niigata.jp
住所： 小千谷市城内３丁目１番５号（新潟市中央区新光町４番地１）
ＴＥＬ： ０２５８-８３-０１１０
ＦＡＸ： ０２５８-８２-６１３１
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警察官B
（大学卒業以外）

未定
令和元年度は
６２名

短大
高専
専修

警察官Ａ
（大学既卒・卒業見込み）

未定
令和元年度は８

５名

大学 ２２４，５１８円（平成３０年４月１日現在）

【業務内容】　警察業務
【従業員数】　約４，７００名

【勤務時間】　(日勤勤務)９：００～１７：４５/(三交代)９：００～９：００
【休日】　週休２日制・祝・祭日
【諸手当】　住居手当・単身赴任手当・通勤手当・時間外勤務手当等

【昇級及び賞与】　昇級あり/期末手当・勤勉手当の年２回
【加入保険等】　雇用・労災・健康・厚生・共済制度
【福利厚生・その他】　各種保険制度、貯蓄・個人年金制度、資格取得助成
制度、医療・教育費用、住宅取得費用等の貸付制度　等

採用予定職種 予定人数 対象学歴 初任給見込（予定）

小千谷警察署
(新潟県警察)

対象
学生 ２０２１年３月卒業

既卒者 可



http://www.shiozawa.shinkumi.jp/
住所： 南魚沼市塩沢１２２１番地４
ＴＥＬ： ０２５-７８２-１２０１
ＦＡＸ： ０２５-７８２-４０６３
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事務職・営業職 ６名

大学 １８２，０００円
短大 １７０，０００円
高専 １７０，０００円

【事業内容】　金融業（信用組合）
【創業】　１９５３年４月１日（昭和２８年４月１日）
【資本金】　４億円
【年商】　６億４千７百万円
【従業員数】　４４名（男２８名/女１６名）

【勤務時間】　(平日)８：３０～１７：３０/(毎週水曜日)交替制遅番勤務有１１：００～２０：０
０
【休日】　完全週休２日
【諸手当】　通勤手当・職務手当・家族手当・住宅手当

【昇級及び賞与】　年２回
【加入保険等】　雇用・労災・健康・厚生
【福利厚生・その他】　定期健康診断・人間ドック・グループ保険・職員融資制
度・慶弔見舞・資格取得奨励制度

採用予定職種 予定人数 対象学歴 初任給見込（予定）

塩沢信用組合
対象

学生 ２０２１年３月卒業

既卒者 可



http://www.shinsyoren.or.jp/
住所： 新潟市中央区新光町７番地２
ＴＥＬ： ０２５-２８３-１３１１
ＦＡＸ： ０２５-２８５-１２５２
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事務職員 ５名

大学 １６４，２００円
短大 １５３，０００円
高専 １４４，１００円
専修

経営指導員研修生 ４名

大学 １８０，７００円

【事業内容】　商工会では、小規模事業者（商工業者）の経営支援や地域振
興事業を行い、地域活性化を担います。
【創業】　１９６１年８月設立
【資本金】　公共的団体のためなし
【年商】　公共的団体のためなし
【従業員数】　３７名（男２１名/女１６名）

【勤務時間】　８：３０～１７：１５
【休日】　完全週休２日制・祝日・年次有給休暇（年２０日）・夏季休暇（３日）・年末年始　他
【諸手当】　地域手当・扶養手当・住居手当・通勤手当・寒冷地手当（県職員に準じる）

【昇級及び賞与】　昇給年１回（４月）/賞与年２回（６月・１２月）
【加入保険等】　雇用・労災・健康・厚生
【福利厚生・その他】　職員年金・財形貯蓄・グループ保険制度・慰安旅行・
慶弔見舞金・定期健康診断・人間ドック等

採用予定職種 予定人数 対象学歴 初任給見込（予定）

新潟県商工会連合会
対象

学生 ２０２１年３月卒業

既卒者 卒業後５年以内



http://www.ojiyas.co.jp
住所： 小千谷市平沢２-１１-１９
ＴＥＬ： ０２５８-８２-３３３１
ＦＡＸ： ０２５８-８１-１２８８
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生産管理職 １名

大学 １９０，２５０円
短大 １６５，２５０円
高専 １７０，２５０円
専修 １６５，２５０円

設計技術職 １名

大学 １９０，２５０円
短大 １６５，２５０円
高専 １７０，２５０円
専修 １６５，２５０円

機械オペレーター １名

大学 １９０，２５０円
短大 １６５，２５０円
高専 １６５，２５０円
専修 １６５，２５０円

【業務内容】　ねじゲージ、各種ゲージ、エアマイクロメータ本体及び測定子
測定検査具、各種精密測定機用部品の製造販売
【創業】　１９６６年１２月
【資本金】　３，０００万円
【年商】　１０億円
【従業員数】　１１４名（男９７名/女１７名）

【勤務時間】　８：００～１７：００
【休日】　土日祝他　１１３日/年（会社カレンダー）
【諸手当】　役付手当・家族手当・食事手当・通勤手当・営業手当・都市加給手当（東京
営業所）

【昇給及び賞与】　昇給年１回（４月）/賞与年２回（７月・１２月）
【加入保険等】　雇用・労災・健康・厚生
【福利厚生・その他】　永年勤続者表彰・社員旅行・花見・生ビール大会・忘
年会

採用予定職種 予定人数 対象学歴 初任給見込（予定）

オヂヤセイキ
株式会社

対象
学生 ２０２１年３月卒業

既卒者 卒業後２年以内



http://www.uonokai.or.jp
住所： 魚沼市原虫野４３３番地３
ＴＥＬ： ０２５-７９２-９５５０
ＦＡＸ： ０２５-７９２-８６３７
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介護員 ５名

大学 １６４，８００円
短大 １６０，８００円
高専 １６０，８００円
専修 １６０，８００円

介護福祉士 ５名

大学 １７８，２００円
短大 １６３，８００円

専修 １６３，８００円

看護・准看 ３名

大学 看護：２３０，１００円
短大 看護：２１８，４００円 准看：１８９，６００円

専修 看護（３卒）２２０，６００円 准看：１８９，６００円

【事業内容】　医療業・介護業
【創業】　平成６年
【資本金】　なし
【年商】　１４億５９００万円
【従業員数】　２２８名（男８４名/男１４４名）

【勤務時間】　８：３０～１７：３０/１６：１５～９：１５
【休日】　シフト制（週休２日）　休日数年間１２１日/会社カレンダー
【諸手当】　業務・扶養・住居（賃貸のみ）・通勤

【昇級及び賞与】　昇級年１回（４月予定）/賞与年２回（６月・１２月）
【加入保険等】　雇用・労災・健康・厚生

採用予定職種 予定人数 対象学歴 初任給見込（予定）

医療法人魚野会
対象

学生 ２０２１年３月卒業

既卒者 卒業後５年以内



http://www.echigoseika.co.jp/
住所： 長岡市呉服町１－４－５
ＴＥＬ： ０２５８-３４-３５６４
ＦＡＸ： ０２５８-３６-７００５
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営業 ３名
（既卒不可）

大学 約２１１，０００円（手当込）

製造 ５名

大学 約２０６，０００円
短大 約１８０，０００円
高専 約１８６，０００円
専修 約１８０，０００円

【事業内容】　食品（餅・米菓・包装米飯・麺・惣菜等）の製造販売
【創業】　昭和２２年（１９４７年）
【資本金】　２億３，４００万円
【年商】　１７７億２，０００万円（平成３１年３月実績）
【従業員数】　７７０名（男４０７名/女３６３名）

【勤務時間】　８：００～１７：００（休憩６０分）
【休日】　年間１０５日（当社カレンダーによる）/日・祝日・他
【諸手当】　通勤手当（実費８０％まで）・家族手当・住宅手当（規程による）

【昇級及び賞与】　昇級年１回（４月）/賞与年２回（７月・１２月）
【加入保険等】　雇用・労災・健康・厚生
【福利厚生・その他】　社員食堂（月額２，６００円）・育児支援扶助・新入社員
研修（約９ヶ月の製造研修、物販研修等）

採用予定職種 予定人数 対象学歴 初任給見込（予定）

越後製菓株式会社
対象

学生 ２０２１年３月卒業

既卒者 卒業後３年以内



http://morocho.co.jp
住所： 魚沼市十日町３５２-１５
ＴＥＬ： ０２５-７９３-１９１９
ＦＡＸ： ０２５-７９３-１９２０
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製造 ３名

大学 ２０８，０００円
短大 １９８，０００円
高専 １９８，０００円
専修 １９８，０００円

事務 ３名

大学 ２０８，０００円
短大 １９８，０００円
高専 １９８，０００円
専修 １９８，０００円

営業 ２名

大学 ２０８，０００円
短大 １９８，０００円
高専 １９８，０００円
専修 １９８，０００円

【事業内容】　米穀集荷、米穀卸売、切餅製造等
【創業】　明治３９年
【資本金】　３，０００万円
【年商】　１８６億円（２０１９年５月期）
【従業員数】　９９名（男７４名/女２５名）

【勤務時間】　８：００～１７：３０
【休日】　年間１１０日（日曜・土曜は隔週休/当社カレンダーあり）
【諸手当】　家族手当・通勤手当・役職手当

【昇級及び賞与】　昇給年１回（４月）/賞与年３回（夏季・冬季・決算期）
【加入保険等】　雇用・労災・健康・厚生
【福利厚生・その他】　社員旅行（毎年、海外・国内選択）、社内行事（ボウリング大会・
宿泊忘年会）、社員相互会、社員持株会、お誕生日祝、食事会補助、独身寮、各種表
彰制度、退職金制度、健康診断、社内サークル多数

採用予定職種 予定人数 対象学歴 初任給見込（予定）

株式会社諸長
対象

学生 ２０２１年３月卒業

既卒者 卒業後３年以内



https://www.ja-kitauonuma.or.jp
住所： 魚沼市中原２５８-３
ＴＥＬ： ０２５-７９３-１７００
ＦＡＸ： ０２５-７９２-６８２５
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農機車両職員
（整備等）

３名

大学 １７２，８４０円
短大 １５９，２２０円

専修 １５９，２２０円（２年制）

一般職員
（事務等）

３名

大学 １７２，８４０円
短大 １５９，２２０円

専修 １５９，２２０円（２年制）

【事業内容】　複合サービス事業、農業法に基づく事業
【創業】　平成１１年３月１日
【資本金】　２７億４百万円
【年商】　７２億１６百万円
【従業員数】　２９５名（男１７０名/女１２５名）内正職員１９８名（男１３１名/女
６７名）

【勤務時間】　基本８：３０～１７：３０/８時間
【休日】　基本土・日曜日・祝日
【諸手当】　家族手当、通勤手当等

【昇級及び賞与】　昇給有り/賞与有り（但し支給しないことがある）
【加入保険等】　雇用・労災・健康・厚生
【福利厚生・その他】　職員研修旅行等

採用予定職種 予定人数 対象学歴 初任給見込（予定）

北魚沼農業協同組
合

対象
学生 ２０２１年３月卒業

既卒者 可



www.foricafoods.co.jp
住所： 魚沼市堀之内２８６
ＴＥＬ： ０２５-７９４-２２１１
ＦＡＸ： ０２５-７９４-３２２５
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研究開発員 １名

大学 ２００，０００円

営業 １名

大学 ２００，０００円

【事業内容】　食品製造業（治療食・介護職・災害食・業務用他　大手ＯＥＭ）
【創業】　１９５５年１月
【資本金】　２億５，０００万円
【年商】　５０億円
【従業員数】　２２０名（男１２０名/女１００名）

【勤務時間】　①８：３０～１８：００ ②８：００～１７：３０（１年単位の変形労働時間制）
【休日】　週休２日制（年間１２２日）
【諸手当】　通勤手当・給食手当・営業手当

【昇級及び賞与】　昇給年１回/賞与（前年実績年３回４.３ヶ月分）
【加入保険等】　雇用・労災・健康・厚生
【福利厚生・その他】

採用予定職種 予定人数 対象学歴 初任給見込（予定）

ホリカフーズ
株式会社

対象
学生 ２０２１年３月卒業

既卒者



https://fudagami.co.jp/
住所： 小千谷市上ノ山１-２-８
ＴＥＬ： ０２５８-８３-２３０１
ＦＡＸ： ０２５８-８３-４６４９
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印刷オペレーター等 １名

大学 １９８，０００円
短大 １７３，０００円
高専 １７３，０００円
専修 １６８，０００円

【事業内容】　シール・フォームラベル・可変情報ラベル・デジタル印刷・クリー
ンルームラベル（クラス1,000）
【創業】　１８８５年（明治１８年）
【資本金】　３，０００万円
【年商】　９億２，５００万円（平成３１年２月期実績）
【従業員数】　５９名（男４３名/女１６名）

【勤務時間】　７：５０～１７：００/１６：５０～２：００　製造は１週間毎の交替勤務
【休日】　日祝・(１月～８月)ほぼ毎週土曜日休み/(９月～１２月)月１回土曜休み）
【諸手当】　扶養・通勤・役職・時間外・深夜労働

【昇級及び賞与】　昇級あり/賞与年２回計２.５ヶ月分（前年実績）
【加入保険等】　雇用・労災・健康・厚生
【福利厚生・その他】　クーポンサイト「ＦＵＫＵＲＩ」・会員制リゾートホテル「ダ
イヤモンドソサエティ」

採用予定職種 予定人数 対象学歴 初任給見込（予定）

越後札紙株式会社
対象

学生 ２０２１年３月卒業

既卒者 卒業後１年以内



http://www.rikenseiki.co.jp
住所： 小千谷市大字薭生乙６６４番地
ＴＥＬ： ０２５８-８２-４１２１
ＦＡＸ： ０２５８-８１-１１００
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技術 ２名

大学 １９３，９９０円
短大 １７１，８６０円
高専 １７１，８６０円
専修 １７１，８６０円

【事業内容】　超高圧油圧機器・チャック装置および精密コレットチャックの製
造販売
【創業】　１９５５年１月
【資本金】　１，０００万円
【年商】　３９億円
【従業員数】　１５９名（男１３４名/女２５名）

【勤務時間】　８：１０～１６：５０（休憩時間１２：００～１２：５０/１５：００～１５：１０）
【休日】　年間休日１１６日（概ね土日の週休２日）
【諸手当】　食事・家族・通勤他

【昇級及び賞与】　昇級年１回（１２月）/賞与年２回（５月・１２月）
【加入保険等】　雇用・労災・健康・厚生
【福利厚生・その他】　契約保養所制度、スポーツ趣味等のクラブ有、年３回の親
睦会（花見・納涼祭・忘年会）、永年勤続表彰、従業員持株制度

採用予定職種 予定人数 対象学歴 初任給見込（予定）

理研精機株式会社
対象

学生 ２０２１年３月卒業

既卒者 卒業後１年以内



http://www.tems.co.jp/recruit/
住所： 東京都中央区東日本橋２-２６-６
ＴＥＬ： ０３-５８２２-７３０１
ＦＡＸ： ０３-５８２２-７３４８
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事務職 若干名

大学 １８１，２００円

技術職 ４０～５０名

大学 １８１，２００円
短大 １６９，０００円
高専 １６９，０００円
専修 １６８，０００円

【事業内容】　鉄道電気設備全般の保全及び一般工事の施工管理等。太陽
光発電所（メガソーラー）や風力発電所等のメンテナンス。
【創業】　１９８１年
【資本金】　９，７１６万６，５００円
【年商】　３７５億円
【従業員数】　１，７０３名（男１，６５５名/女４８名）

【勤務時間】　８：３０～１７：００（勤務箇所による異なる/実働７．５時間）
【休日】　完全週休２日制（原則として土日）・祝日・夏季休暇・年次有給休暇など
【諸手当】　時間外手当・通勤手当・住宅手当・家族手当・資格手当など

【昇級及び賞与】　昇給年１回/賞与年２回（５.１５ヵ月分）
【加入保険等】　雇用・労災・健康・厚生
【福利厚生・その他】　借上独身寮制度・住宅手当制度・資格取得奨励一時金・財形貯
蓄・慶弔見舞金・リゾートソリューション㈱「ライフサポート倶楽部」

採用予定職種 予定人数 対象学歴 初任給見込（予定）

東日本電気
エンジニアリング
株式会社

対象
学生 ２０２１年３月卒業

既卒者 卒業後３年以内



http://www.ojiyasunplaza.jp
住所： 小千谷市城内１丁目８番２５号
ＴＥＬ： ０２５８-８３-４８００
ＦＡＸ： ０２５８-８２-１３３０
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販売・事務 ２名

大学 １５０，０００円～２００，０００円
短大 １５０，０００円～２００，０００円
高専 １５０，０００円～２００，０００円
専修 １５０，０００円～２００，０００円

【事業内容】　「小千谷市総合産業会館サンプラザ」・「小千谷市錦鯉の里」・
「小千谷市民学習センター楽集館」の管理運営業務を小千谷市から委託さ
れている。ホール等の貸館業務・施設の維持管理の他、小千谷市の産業・
観光の紹介・ＰＲ事業
【創業】　昭和５８年
【従業員数】　２４名（男１０名/女１４名）

【勤務時間】　９：００～１８：００
【休日】　シフト制による（月９日程度休み）
【諸手当】　通勤手当・時間外手当

【昇級及び賞与】　年２回
【加入保険等】　雇用・労災・健康・厚生

採用予定職種 予定人数 対象学歴 初任給見込（予定）

一般財団法人小千谷市
産業開発センター 対象

学生 ２０２１年３月卒業

既卒者 可



http://www.ogata-iw.jp
住所： 小千谷市大字西中２５
ＴＥＬ： ０２５８-８３-２５２４
ＦＡＸ： ０２５８-８２-９９７７
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営業 ２名

大学 ２２０，０００円
短大 ２００，０００円
高専 １９５，０００円
専修 １９５，０００円

設計 ２名

大学 ２００，０００円
短大 １８５，０００円
高専 １８０，０００円
専修 １８０，０００円

製造 ２名

大学 ２００，０００円
短大 １８５，０００円
高専 １８０，０００円
専修 １８０，０００円

【事業内容】　ボイラ及びバーナーの製造・販売
【創業】　１９５９年
【資本金】　１，２１６万円
【年商】　９億円
【従業員数】　６５名（男５０/女１５名）

【勤務時間】　８：００～１７：１０
【休日】　１０７日
【諸手当】　食事・通勤・職務

【昇級及び賞与】　昇給年１回（４月）/賞与年２回（７月・１２月）
【加入保険等】　雇用・労災・健康・厚生
【福利厚生・その他】

採用予定職種 予定人数 対象学歴 初任給見込（予定）

小片鉄工株式会社
対象

学生 ２０２１年３月卒業

既卒者 卒業後３年以内



http://www.issoku.jp
住所： 小千谷市大字坪野８２６番地２
ＴＥＬ： ０２５８-８４-３９１１
ＦＡＸ： ０２５８-８１-２１１３
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営業 １名

大学 １８５，０７９円
短大 １６８，６９５円
高専 １７２，２０６円
専修 １６１，８１９円

製造
（機械加工・生産管理）

１名

大学 １８５，０７９円
短大 １６８，６９５円
高専 １７２，２０６円
専修 １６１，８１９円

設計・開発 ２名

大学 １８５，０７９円
短大 １６８，６９５円
高専 １７２，２０６円
専修 １６１，８１９円

【事業内容】　精密測定機器および精密機械部品の製造ならびに販売
【創業】　１９４４年（昭和１９年）３月３０日
【資本金】　１０億２，０４９万円
【年商】　２７億４，６８３万円
【従業員数】　２３５名

【勤務時間】　８：０５～１７：００（うち１２：００～１３：００休憩）
【休日】　１１８日
【諸手当】　通勤手当

【昇級及び賞与】　昇給年１回/賞与年２回
【加入保険等】　雇用・労災・健康・厚生
【福利厚生・その他】　給食施設あり（食事代補助あり）・経済産業省「地域未
来牽引企業」認定

採用予定職種 予定人数 対象学歴 初任給見込（予定）

株式会社
第一測範製作所

対象
学生 ２０２１年３月卒業

既卒者 卒業後２年以内



http://www.e-nss.com/
住所： 小千谷市大字桜町２３７９-１
ＴＥＬ： ０２５８-８１-０５５０
ＦＡＸ： ０２５８-８２-５３８２
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生産管理 ２名

大学 ２０３，０００円（大学院２１３，０００～２２３，０００円）

短大 １７３，０００円
高専 １８３，０００円
専修 １７３，０００円

設計 ２名

大学 ２０３，０００円（大学院２１３，０００～２２３，０００円）

短大 １７３，０００円
高専 １８３，０００円
専修 １７３，０００円

営業 ２名

大学 ２０３，０００円（大学院２１３，０００～２２３，０００円）

短大 １７３，０００円
高専 １８３，０００円
専修 １７３，０００円

機械カスタム
メンテナンス

２名

大学 ２０３，０００円（大学院２１３，０００～２２３，０００円）

短大 １７３，０００円
高専 １８３，０００円
専修 １７３，０００円

部品製造
部品組立

２名

大学 ２０３，０００円（大学院２１３，０００～２２３，０００円）

短大 １７３，０００円
高専 １８３，０００円
専修 １７３，０００円

【事業内容】　精密機械部品（工作機械用超精密スピンドル、コレットチャック、その他精
密機械部品）の製造
【創業】　１９３９年
【資本金】　１，０００万円
【年商】　１８億５千万円
【従業員数】　１３０名（男１１５名/女１５名）

【勤務時間】　８：００～１７：００
【休日】　日曜日・会社カレンダーによる休日・有給休暇・慶弔休暇・年末年始・GW・夏季
休暇（年間休日１１８日/２０２０年カレンダー）
【諸手当】　残業手当・夜間手当・通勤手当（月１万８７００円まで）・改善提案手当

【昇級及び賞与】　昇給年１回/賞与年３回（７月・１２月・４月）
【加入保険等】　雇用・労災・健康・厚生
【福利厚生・その他】　退職金制度（401K、中退金）・会社内通年冷暖房・社員旅行・プロ
バスケットボールリーグ観戦チケット（男女）無料配付・片貝花火桟敷券

採用予定職種 予定人数 対象学歴 初任給見込（予定）

エヌ・エス・エス
株式会社

対象
学生 ２０２１年３月卒業

既卒者 卒業後５年以内



http://www.ja-e-ojiya.jp/
住所： 小千谷市城内４丁目１番５５号
ＴＥＬ： ０２５８-８３-３４２１
ＦＡＸ： ０２５８-８３-３５２４
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総合職 未定

大学 １７５，０００円
短大 １５９，２００円
高専 １５９，２００円
専修 １５９，２００円

【事業内容】　指導事業・販売事業・購買事業・信用事業・共済事業
【創業】　平成１５年
【資本金】　２４億９５１万円
【年商】　４６億７３６万円
【従業員数】　２２１名（男１４１名/女７１名）

【勤務時間】　８：３０～１７：００（１２：００～１３：００休憩）
【休日】　週休２日制（日、第２・３・４土曜日）・祝祭日・年末年始・有給休暇（１年目１０
日、６年目以降２０日）
【諸手当】　通勤手当・扶養手当・職務手当・特別手当・時間外手当など

【昇級及び賞与】　昇給年１回（４月）/賞与年３回（７月・１２月・２月）
【加入保険等】　雇用・労災・健康・厚生
【福利厚生・その他】　全国農林業団体共済会・職員旅行・新年会・慶弔見
舞・各種関係施設の優待・各種サークル活動

採用予定職種 予定人数 対象学歴 初任給見込（予定）

越後おぢや
農業協同組合

対象
学生 ２０２１年３月卒業

既卒者 卒業後３年以内



http://www.uofuku.net/
住所： 魚沼市和田４１３-１
ＴＥＬ： ０２５-７９９-３０００
ＦＡＸ： ０２５-７９９-３６７８

－ －40

看護職員 ２名
（卒業後５年以内）

大学
短大
高専
専修

介護職員 ５名
（卒業後３年以内）

大学 １６９，３００円（所得資格により上乗せあり）

短大 １５５，５００円（所得資格により上乗せあり）

専修 １５５，５００円（所得資格により上乗せあり）

【事業内容】　介護保険事業
【創業】　昭和６３年
【資本金】　資本金なし
【年商】　１６億円
【従業員数】　約２９３名（男６９名/女２２４名）

【勤務時間】　勤務カレンダーによる変則勤務（原則として１日８時間）
【休日】　年間１１９日（うるう年は１２０日）
【諸手当】　通勤・住宅・扶養・夜勤・準夜勤・待機・時間外など

【昇級及び賞与】　昇給年１回/賞与年２回（６月・１２月）
【加入保険等】　雇用・労災・健康・厚生・退職金制度あり
【福利厚生・その他】　ユニホーム貸与・資格取得支援あり・育児休業取
得者多数あり・職員親睦会・クラブ活動

採用予定職種 予定人数 対象学歴 初任給見込（予定）

社会福祉法人
魚沼福祉会

対象
学生 ２０２１年３月卒業

既卒者 卒業後３～５年以内



http://www.unionfoods.co.jp
住所： 小千谷市若葉３丁目１３５番地
ＴＥＬ： ０２５８-８３-３３００
ＦＡＸ： ０２５８-８３-４８４５

－ －41

一般事務 １名

大学 １８０，０００円～１９５，０００円
短大 １７０，０００円～１８５，０００円

営業技術 ２名

大学 １８０，０００円～１９５，０００円
短大 １７０，０００円～１８５，０００円

【業務内容】　食品調味料・材料・加工油脂・香辛料・香料・添加物卸売、
食品用アルコール製剤及びこだわり農産物製造販売
【創業】　昭和５６年４月
【資本金】　４，８５０万円
【年商】　１８億円
【従業員数】　１７名（男７名/女１０名）

【勤務時間】　８：００～１７：３０（休憩９０分）
【休日】　日曜・祝日・土曜は交代出勤・年末年始・夏季休暇 年間１０５日
【諸手当】　営業手当・家族手当・住宅手当・通勤手当

【昇級及び賞与】　昇給年１回（４月）/賞与年２回（夏・冬）
【加入保険等】　雇用・労災・健康・厚生
【福利厚生・その他】　育児休暇・介護休暇制度、年次有給休暇内の時
間単位付与、海外研修制度あり、退職金共済制度加入

採用予定職種 予定人数 対象学歴 初任給見込（予定）

ユニオンフーズ
株式会社

対象
学生 ２０２１年３月卒業

既卒者 卒業後３年以内



http://www.coiden.jp
住所： 魚沼市中島１２４-１
ＴＥＬ： ０２５-７９２-０４４０
ＦＡＸ： ０２５-７９２-６８３７

－ －42

配管工 ２名

大学 １９０，０００円～２０５，０００円
短大 １９０，０００円～２０５，０００円
高専 １９０，０００円～２０５，０００円
専修 １９０，０００円～２０５，０００円

電工 ２名

大学 １９０，０００円～２０５，０００円
短大 １９０，０００円～２０５，０００円
高専 １９０，０００円～２０５，０００円
専修 １９０，０００円～２０５，０００円

営業 ２名

大学 ２３０，０００円～２４５，０００円
短大 ２３０，０００円～２４５，０００円
高専 ２３０，０００円～２４５，０００円
専修 ２３０，０００円～２４５，０００円

【事業内容】　電気設備工事・空調衛生工事・リフォーム工事・省エネソ
リューション
【創業】　昭和２７年
【資本金】　３，０００万円
【年商】　５億２，０００万円
【従業員数】　２４名（男１９名/女５名）

【勤務時間】　７：５０～１７：３０
【休日】　日曜日・祝日・(４～１２月)第２,４土曜休み/(１～３月)土曜休み
【諸手当】　資格手当・技術手当・住宅手当・家族手当・通勤手当など

【昇級及び賞与】　昇給年１回/賞与年２回
【加入保険等】　雇用・労災・健康・厚生
【福利厚生・その他】　資格取得支援制度・パソコン、携帯電話付与・制
服支給・工具支給

採用予定職種 予定人数 対象学歴 初任給見込（予定）

株式会社コイデン
対象

学生 ２０２１年３月卒業

既卒者 可



住所： 魚沼市小出島２６０-１
ＴＥＬ： ０２５-７９３-１２１７
ＦＡＸ： ０２５-７９３-１２１８

－ －43

生活相談員兼
介護職員

１名

大学 １８０，０００円
短大 １６０，０００円

専修 １６０，０００円

【事業内容】　在宅介護（通所介護・短期入所・訪問介護・居宅介護支
援）
【創業】　平成３年１２月２１日
【資本金】　３，５００万円
【年商】　４億４，５００万円
【従業員数】　４８名（男１３名/女３５名）

【勤務時間】　①７：５０～１７：２０ ②７：００～１６：１０　③１０：２０～１９：３０ ④１６：
３０～９：００
【休日】　週休二日制　シフト表による
【諸手当】　介護福祉士手当1,000円、夜勤手当4,000円、処遇改善加算手当あり

【昇級及び賞与】　昇級あり（前年度実績）１月あたり１.５％～３％/賞与年２回（前年度実
績）
【加入保険等】　雇用・労災・健康・厚生
【福利厚生・その他】　弊社は人間性を高めるための社員教育を行っております。また能
力より人間性を重視しております。誕生日にカードと花をプレゼントします。

採用予定職種 予定人数 対象学歴 初任給見込（予定）

株式会社オーエーシー企画
ケアステーション雲雀ヶ丘 対象

学生 ２０２１年３月卒業

既卒者 可



https://www.city.ojiya.niigata.jp
住所： 小千谷市城内２丁目７番５号
ＴＥＬ： ０２５８-８３-３００５
ＦＡＸ： ０２５８-８３-２７８９

－ －

小千谷市役所
対象

学生 ２０２１年３月卒業

既卒者

【事業内容】　地域行政サービス全般
【創業】　市制施行１９５４年３月１０日
【従業員数】　４２９名（男２４８名/女１８１名）

【勤務時間】　７時間４５分/日　８：３０～１７：１５（一般事務職）
【休日】　週休日/２日（土・日）、祝日/国民の祝日及び年末年始
【諸手当】　扶養手当・住居手当・通勤手当・時間外勤務手当・期末勤勉手当
（賞与）ほか

【昇級及び賞与】　昇給/年１回（１月１日）・賞与/年２回（６月・１２月）
【加入保険等】　雇用・労災・健康・厚生
【福利厚生・その他】　定期健康診断・人間ドック受診料補助ほか

採用予定職種 予定人数 対象学歴 初任給見込（予定）

未定

44



https://www.city.uonuma.niigata.jp/
住所： 魚沼市小出島１３０番地１
ＴＥＬ： ０２５７-７９２-９２０３
ＦＡＸ：

－ －45

魚沼市役所
対象

学生 ２０２１年３月卒業

既卒者

【事業内容】　地域行政サービス全般
【創業】　市制施行２００４年１１月１日
【従業員数】　９４１名（男４１８名/女５２３名）

【勤務時間】　７時間４５分/日　８時～１７時１５分（一般事務職員）
【休日】　週休日（週）：２日（土・日）　祝日：国民の祝日及び年末年始
【諸手当】　期末手当・勤勉手当・退職手当・時間外勤務手当・扶養手当・住
居手当・通勤手当

【昇級及び賞与】　昇給：年１回（１月１日）/賞与：年２回（６月・１２月）
【加入保険等】　共済組合
【福利厚生・その他】　定期健康診断及び人間ドック補助ほか

採用予定職種 予定人数 対象学歴 初任給見込（予定）

未定


