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携帯電話、自動車、航空機などいろいろな分野に使用される超

硬工具の研磨を行っております。社員一人一人が研磨の職人

に育つよう一から指導致します。 

年間 120 日以上の休日やノー残業デーの導入など、長く働け

る環境を作っております。是非一緒に頑張ってみませんか？ 

職種 人数 応募条件 備考 

製造職 2人 大、短、専卒以上 自 

製造・開発 1人 院、大、高専卒以上 自 

           所在地：見附市新幸町 7-13 

           TEL ：0258-66-0267 

光通信・情報機器・医療機器・事務機器・車載等、各分野の材

料・部品加工を行っております。弊社オリジナル品も製造中で

す（磁気ヘッド、ドレス材、単結晶サファイア等）。 

少量試作～量産までお客様のニーズに対応します。 

職種 人数 応募条件 備考 

生産技術・製造管理 4人 大、高専卒以上 自 

製造課員・工程管理 4人 大、高専卒以上 自 

製造課員・工程管理 4人 短、専卒以上 自 

           所在地：見附市福島町 430番地 

           TEL ：0258-66-2845 

精密ポテンショメータ（可変抵抗器）等の産業用電子部品の開

発・製造。創業以来、高品質をモットーに海外 40カ国以上へ

製品を提供。誠実に物事に対応し、創造性豊かで積極的に仕事

に取り組む人材を求めます。 

職種 人数 応募条件 備考 

技術(設計・開発) 若干名 大、高専卒以上 自 

品質管理 若干名 大、高専卒以上 自 

           所在地：見附市本所 2-2-8 

           TEL ：0258-62-2228 

金属製の屋根材・壁材・雨樋とその付属部品、雪止金具や太陽

光パネル固定金具に至るまで、建物の屋根・壁の様々な金属建

材を製造しています。東日本 57箇所の営業拠点を持つセキノ

興産グループ最大の生産拠点です。 

職種 人数 応募条件 備考 

営業職 2人程度 大、短、高専、専卒以上 自 

技術職 1人程度 大、短、高専、専卒以上 自 

          所在地：見附市新幸町 10番 3号 

          TEL ：0258-61-4840 

親会社で電炉メーカーの北越メタル㈱(長岡市)から供給される

素材を加工してトンネル用ロックボルトや建築用ターンバッ

クル、構造用アンカーボルトなどの製造を行っている会社で

す。社外研修・教育等の人材育成を強化している会社です。 

職種 人数 応募条件 備考 

生産業務 若干名 短、専卒以上 自 

           所在地：見附市今町 8-4-1 

           TEL ：0258-66-7415 

当社では原材料から製品に至るまで、自社工場で一貫して行

える事が強みです。また、国内外の多くのメゾンのニット製品

を手掛け、編み目の細かいハイゲージニットの成型技術は国

内一を誇る会社です。 

職種 人数 応募条件 備考 

ニットプログラマー 2人 大、短、専卒以上  

ニットエンジニア 2人 大、短、専卒以上  

ソーイングオペレーター 2人 大、短、専卒以上  

          所在地：見附市柳橋町 270番地 1 

          TEL ：0258-66-4513 
各種産業用機械の設計、製作。 

県内外の優良企業からの受注が多く、各社より厚い信頼を得て

います。何事にも興味を持ち、チャレンジ精神旺盛な方お待ち

しております。 

職種 人数 応募条件 備考 

制御設計技術者 1人 大、短、専卒以上 自 

機械設計技術者 1人 大、短、専卒以上 自 

機械組立員 1人 大、短、専卒以上 自 

          所在地：見附市新幸町 9番 3号 

                   TEL ：0258-66-0063 

          

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※略称   

応募条件院＝大学院    大＝大学  

                          短＝短期大学   専＝専門学校 

                             高専＝高等専門学校 

                      備考    自＝普通自動車免許 
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主に、電子部品・車載部品・ヘルスケア用品等の開発・製造・

販売をおこなっている企業です。また、ここ数年においては、

素材応用の技術を活かし、医師の手術トレーニング用模擬臓

器の開発など医療分野へも進出しております。 

職種 人数 応募条件 備考 

開発 若干名 大、短、専卒以上 自 

設計 若干名 大、短、専卒以上 自 

生産技術 若干名 大、短、専卒以上 自 

品質保証 若干名 大、短、専卒以上 自 

メカトロ 若干名 大、短、専卒以上 自 

         所在地：見附市新幸町 5番 1号 

         TEL ：0258-61-4511 

プリント配線板用超硬ドリルや超硬エンドミルなどの産業用

切削工具等の製造・販売をしています。コミュニケーション

を大切にし、チーム力を最大限に発揮できる人材を求めてい

ます。 

職種 人数 応募条件 備考 

技術製造部門（開発・製

造） 

6人程度 院、大、高専卒以上  

製造管理部門（管理、製

造等） 

若干名 大、高専卒以上  

製造管理部門（システ

ムエンジニア） 

若干名 専卒以上  

営業職 若干名 大、高専卒以上 自 

          所在地：見附市新幸町 3-1 

          TEL ：0258-66-0800 

創業 130余年と歴史ある会社です。 

総合建設業として地元を中心に営業を展開し、「信用と信頼は

万事の元」を社訓とした堅実経営の会社です。 

職種 人数 応募条件 備考 

建築技術者    

（施工管理） 

1人 大、短、専、専修卒以上 自（AT

可） 

土木技術者    

（施工管理） 

1人 大、短、専、専修卒以上 自 

          所在地：見附市名木野町 2870番地 2                        

          TEL：0258-62-0129 

 

売り場作りを通じ、お客様に「最高のプレゼン」を目標にする

マルイ。 

そのために、従業員同士で積極的にコミュニケーションしあ

い、「強いチーム」創りを目指す企業です。店舗の発想を大切

に、売り場に柔軟に反映する。皆さんも「食」を通じ、様々な

チャレンジしてみませんか。 

職種 人数 応募条件 備考 

販売 20人 大、短、専卒以上 自（AT可） 

          所在地：見附市今町 3丁目 11番 68号                      

          TEL：0258-66-0101 

市内５か所で老人福祉事業を行っています。地域の皆様から選

ばれる施設づくりを目指し、高い専門性を身につける為の研修

体制を強化しています。高齢福祉に興味がある方、私達と一緒

に高齢社会を支えていきましょう。 

職種 人数 応募条件 備考 

介護職員 5人 大、短、専卒以上 自 

  所在地：見附市学校町 2丁目 13番 31号 

          TEL ：0258-63-3500 

設立 3 年目の若い法人です。「眠りスキャン」等 ICT 化によ

り介護職員の負担軽減と、正確なデータをもとに科学的介護

の提供を目指しています。社内外研修やカンファレンスを駆

使して各自の成長を目指します。 

職種 人数 応募条件 備考 

介護職員 4人 大、短、専卒以上 介護福祉士等 

無資格者相談可 

看護職員 2人 大、短、専卒以上 看護師、准看 

          所在地：見附市本所 1-25-70 

          TEL ：0258-86-6065         

『もうひとつの我が家』をコンセプトに、入所者が常に心身の

健康を保持し、『より家庭的な暮らしの場』として、明るく楽し

く和やかに過ごせる施設づくりを推進します。 

あなたの笑顔をお待ちしています。 

職種 人数 応募条件 備考 

介護職員 6人 大、短、専卒以上 自 

          所在地：見附市田井町 1715番地 1 

                TEL  ： 0258-61-3520 

      

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

※略称 

                       応募条件 専修＝専修学校 

                       備考   准看＝准看護師 その他は前ページ参照 
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見附市、三条市、中之島(長岡市)、加茂市、田上町までの 5つ

の市と町を管内に持ち、金融・営農指導・購買・販売事業等を

行う総合農協です。各業務を通じて、地域農業に貢献したい方

をお待ちしております。 

職種 人数 応募条件 備考 

総合職(営業・窓口・

企画事務) 

12人程度 大、短、専卒以上 自 

技術職(営農指導) 2人程度 大、短、専卒以上 自 

技術職(農機・車輌) 2人程度 大、短、専卒以上 自 

         所在地：見附市学校町 1-2-27、新幸町 4-2 

                 TEL  ：0256-36-5200 

非鉄金属材料（銅・真鍮・アルミ）の専門商社です。 

自社配送を行い地域に根差した流通として、国内外にも対応し 

エレクトロニクス・半導体・自動車関連などの先端分野に加え 

地場産業の材料供給に重要な役割を果たしております。 

職種 人数 応募条件 備考 

営業 若干名 大卒以上 自 

           所在地：見附市新幸町 4-6（新潟支店） 

                   TEL  ：0258-61-5500 

見附市では「見附市を知り、愛し、見附市民に貢献したい」と

の思いが強い人材を求めています。まちづくりという仕事に挑

戦したいという意欲あふれた方を広く募集します。 

職種 人数 応募条件 備考 

一般事務 若干名 大卒以上  

土木技術職 若干名 短卒以上  

            所在地：見附市昭和町 2丁目 1番 1号 

                    TEL  ：0258-62-1700 

 

当社はパナソニック、東芝他国内一流メーカーの電子部品、制

御機器等を県内の各製造業者に販売しているエレクトロニクス

専門商社です。あらゆる業種の製品や生産設備に利用される為、

当社の販路は多岐に渡ります。 

職種 人数 応募条件 備考 

営業 1人 大卒以上 自 

          所在地：見附市今町 8丁目 5番 1号 

                  TEL  ：0258-66-7541 

 

温泉付の介護付有料老人ホームです。若い従業員も多く、育児

と両立して働くことのできる明るい職場です。故郷の美しい

自然とともに、日々の自分らしい暮らしをお手伝いしており

ます。心身ともに健康であり、明るく笑顔あふれる人を求めて

います。 

職種 人数 応募条件 備考 

介護職員（正社員） 2人 介初以上  

介護職員（パート） 1人 介初以上  

            所在地：見附市椿沢町 1825-1 

            TEL:0258-62-2231 

 

見附市、三条市に事業所を構え、デイサービスやショートス

テイ、居宅介護支援など各種介護サービスに加え、マシンを

使った運動やリハビリ、認知症予防にも力を入れています。 

職種 人数 応募条件 備考 

介護職員 2人 大、短、専卒以上 介（未資格歓迎） 

生活相談

員 

2人 大、短、専卒以上 社福、社主 

機能訓練

指導員 

2人 大、短、専卒以上 理、作、 

言、マ、柔 

          所在地：見附市本所 1-25-52 

          TEL ：0258-62-3555         

お客様の商品に合わせたオーダーメイドプラスチックパッケ

ージの企画提案・受注販売する会社です。 

機能・品質・デザインに特徴のあるパッケージ企画を行い食品

分野を中心に幅広いお客様にご利用頂いております。 

職種 人数 応募条件 備考 

営業職 3人 大、短、専卒以上 本社もしくは東京支

店勤務 

           所在地：見附市新町 1-9-22 

           TEL ：0258-62-0145              

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

※略称 

                     応募条件介初＝介護初任者研修完了者 

                     備考  介＝介護福祉士   社福＝社会福祉士 

                           社主＝社会福祉主事 理＝理学療法士 

                           作＝作業療法士    言＝言語聴覚士 

 マ＝マッサージ師   柔＝柔道整復師 

                                    その他は前ページ参照 

  


