
NO.1 勤務地 大里郡寄居町
業務内容 施設野菜
募集職種 アスパラガスの栽培管理、堆肥の生産管理
募集人数 １人
雇用形態 社員
勤務時間 午前 7：00～午後 4：00（休憩　1時間）
休日 週休２日：隔週
賃金 月額基本給、賞与2ヶ月

NO.2 勤務地 深谷市
業務内容 露地野菜
募集職種 農作業全般
募集人数 ２人
雇用形態 社員
勤務時間 午前 9：00～　午後 6：00（休憩　1時間30分）
休日 週１日定休日＋月２日
賃金 月額基本給 190,000円　昇給 1回／年

NO.3 勤務地 秩父郡横瀬町
業務内容 施設野菜、果樹、観光農業
募集職種 農産物の生産、販売、管理
募集人数 1人
雇用形態 社員
勤務時間 午前 8：00～　午後 5：30（休憩　1時間）
休日 週休2日
賃金 月額基本給 180,000円、賞与2～2.5ヶ月

NO.4 勤務地 比企郡滑川町
業務内容 施設野菜
募集職種 溶液栽培栽培管理、出荷管理
募集人数 1～2人
雇用形態 社員、パートタイム
勤務時間 午前 8：30～午後 5：30（休憩　1時間）
休日 日、週休2日：隔週
賃金 月額基本給
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NO.5 勤務地 深谷市
業務内容 肉用牛
募集職種 牛、哺育、育成、肥育後期の全般
募集人数 1人
雇用形態 社員
勤務時間 午前 7：30～午後 4：00（休憩　1時間30分～1時間45分）
休日 日
賃金 月額基本給　賞与1ヶ月　昇給 1回／年

NO.6 勤務地 深谷市
業務内容 施設野菜・露地野菜
募集職種 野菜の栽培
募集人数 2人
雇用形態 社員
勤務時間 午前 8：00～午後 5：00（休憩　80分）
休日 日
賃金 月額基本給 186,000円

NO.7 勤務地 児玉郡上里町
業務内容 有機農業
募集職種 施設野菜・稲作
募集人数 1人
雇用形態 社員、パートタイム
勤務時間 午前 8：00～午後 5：00
休日 土
賃金 月額基本給 180,000～200,000円

NO.8 勤務地 越谷市
業務内容 観光農業
募集職種 苺の観光農園運営、農作業
募集人数 2人
雇用形態 社員、パートタイム
勤務時間 午前 8：00～午後 5：00(休憩　60分）
休日 週休2日　
賃金 月額基本給



NO.9 勤務地 比企郡吉見町
業務内容 稲作・畑作・施設野菜・観光農業
募集職種 イチゴ高設ハウス栽培管理、農業に関する全般
募集人数 2～3人
雇用形態 社員、パートタイム
勤務時間 午前 7：00～午後 5：00（休憩2時間）
休日 週休2日：毎週　シフト制
賃金 月額基本給

NO.10 勤務地 加須市
業務内容 稲作・畑作・施設野菜・露地野菜・果樹・養鶏・有機農業
募集職種 農作業全般、六次化製品製造、販売
募集人数
雇用形態 社員、パートタイム
勤務時間 午前 7：00～午後 5：00(休憩　2時間）
休日 週休2日：隔週
賃金 月額基本給

NO.11 勤務地 秩父市
業務内容 施設野菜・観光農業・養蜂
募集職種 観光いちご園での栽培管理など、養蜂部門もあり
募集人数 2人
雇用形態 社員
勤務時間 午前 7：00～午後 4：00（休憩　60分）
休日 年間105日
賃金 月額基本給 170,000円　昇給 1回／年

NO.12 勤務地 熊谷市
業務内容 施設野菜
募集職種 ハウスでのトマト栽培の手伝い、収穫、箱詰め、袋詰めなど
募集人数
雇用形態 社員、パートタイム
勤務時間 午前 9：00～午後 5：00（週3日以上）
休日 応相談
賃金 時給　応相談



NO.13 勤務地 さいたま市
業務内容 畑作・露地野菜・有機農業
募集職種 野菜の収穫および調整作業、作付け栽培管理作業
募集人数 2人
雇用形態 パートタイム
勤務時間 午前 8：00～ 12：00（週2日以上）
休日
賃金 時給 926円

NO.14 勤務地 加須市
業務内容 稲作・畑作
募集職種 機械オペレーター、一般農作業員
募集人数 2人
雇用形態 社員
勤務時間 午前 8：00～午後 5：00（休憩　60分）
休日 日　祝日
賃金 日給 8,000円　昇給 1回／年

NO.15 勤務地 入間市
業務内容 その他（狭山茶の生産・製造）
募集職種 茶畑の管理、茶葉の育成、荒茶加工、煎茶仕上げ等
募集人数 2人
雇用形態 社員　パートタイム
勤務時間 午前 8：00～午後 5：00 週5日以上（休憩　1時間）
休日 土　日　祝日
賃金 月額基本給または時給　賞与・昇給　応相談

NO.16 勤務地 蓮田市
業務内容 露地野菜
募集職種 野菜生産、出荷全般
募集人数 1人
雇用形態 社員（研修期間２～3年）
勤務時間
休日 応相談
賃金



NO.17 勤務地 児玉郡上里町
業務内容 施設野菜・露地野菜
募集職種 生産部社員　パート
募集人数 5人
雇用形態 社員　パートタイム
勤務時間 午前 8：30～午後 5：30 週2日以上（休憩　60分）
休日 週休2日：毎週
賃金 月額基本給・時給 926円　昇給 1回／年

NO.18 勤務地 深谷市
業務内容 畑作・施設野菜・露地野菜
募集職種 葱栽培
募集人数 3人
雇用形態 社員　パートタイム
勤務時間 午前 8：30～午後 5：00（休憩　90分）
休日 日　週休2日：隔週
賃金 月額基本給・時給 926円　昇給 1回／年

NO.19 勤務地 東京都立川市
業務内容 施設野菜・露地野菜
募集職種 研修生（パート）として入社し適性をみて、のちに社員として採用
募集人数 1人
雇用形態 パートタイム
勤務時間 午前 7：00～午後 4：00 週5日以上（休憩　1時間）
休日 週休2日：毎週
賃金 時給 1,013円　

NO.20 勤務地 春日部市
業務内容 観光農業
募集職種 いちご栽培業務
募集人数 2～3人
雇用形態 社員　パートタイム
勤務時間 午前 7：00～午後 4：00　週5日以上（休憩　90分）
休日 月　週休2日：毎週
賃金 月額基本給 160,000～180,000円　時給 930円　賞与2～3カ月　昇給1回／年



NO.21 勤務地 さいたま市
業務内容 露地野菜
募集職種 露地野菜（有機農法）の栽培、管理から出荷作業に至るまでの農作業全般

募集人数 1人
雇用形態 パートタイム（雇用期間2020年12月まで）
勤務時間 午前 9：00～12：00　週1日以上　（休憩　15分程度）
休日 土　日　祝日
賃金 時給 950円

NO.22 勤務地 坂戸市
業務内容 稲作・畑作
募集職種 ①米麦生産作業、農作業全般、機械オペレーター②田植え、稲の管理作業、田畑の雑草抜き

募集人数 ①1人　②1人
雇用形態 ①社員　②パートタイム
勤務時間 ①午前 8：00～午後 6：00　②午前 8：00～午後 5：00（休憩１時間）
休日 週休2日：隔週
賃金 ①月額基本給 210,000円　賞与2回／年　②時給 1,200円

NO.23 勤務地 行田市
業務内容 稲作・畑作
募集職種 農業全般
募集人数 1～2人
雇用形態 社員
勤務時間 午前 8：00～午後 5：30
休日 日　祝日
賃金 月額基本給 200,000円
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