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1 (農）大久保農園 稲作、畑作 米、ムギ、ソバ 正社員 1
機械作業、販売、営業、商品の
企画

大子町
労災、雇用
健康、年金

154,200円
試用期間は時給850
円

有(能力に
より）

7：30～17：00
8：30～17：30

基本週休1日
(夏季3日・冬季1週間）

有

2 （農）華川牧場 肉用牛肥育 肥育牛 正社員 1
牛の飼養(給餌，牛舎掃除，飼料
生産，個体管理など）

北茨城市
労災、雇用
健康、年金 170,000円～190,000円 有（年2回） 8:00～17:30 週1日＋月2日

3 (株)JA常陸アグリサポート 稲作・畑作・露地野菜
水稲、ネギ、サツマイ
モ、等

正社員 1 オペレーター兼作業員 常陸大宮市
労災、雇用
健康、年金

日給7,200～8,000円
有(年2回） 8：00～17：00

週1～2（繁忙期4～5月9
～10月）は休日出勤有

4 (有)栗原農園 稲作･畑作・施設野菜・露地野菜
コネギ・サラダ野菜・
米・白ネギ

正社員 1 栽培管理・収穫・調整・出荷 常陸太田市
労災、雇用
健康、年金

130,000円～
200,000円
（固定残業30,000円）

有（2年目
より） 8：00～17：00 週休2日 有

5 (株)照沼勝一商店
干しいも製造、サツマイ
モ、水稲、蔬菜類

正社員 4 栽培，機械オペレーター，加工 東海村
労災、雇用
健康、年金

180,000円～
250,000円

有(業績に
よる）

8：00～17：00
時季により変動あり

年間105日(シフトによ
る）

有

6 ほしいも(株) 露地野菜、果樹、加工
ブドウ、サツマイモ、干
しいも

正社員 2
栽培、出荷、販売、受注、発送管
理(パソコン）、事務

東海村
労災、雇用
健康、年金

高卒166,000円
大卒176,000円

有(業績に
よる） 8：00～17：00

月平均6日（天候による）
夏季・冬季休暇

7 高野光一 畜産 酪農 正社員 1 酪農全般 那珂市 労災、雇用 180,000円
有(業績に
よる） 8：00～17：00 月4～5日

ＮＥＷ！ 8 ほしいも工房ふたかわ 畑作、稲作 サツマイモ、米 正社員 2
サツマイモ、米の栽培管理作
業、ほしいも加工

ひたちなか市
労災、雇用
(採用時加
入)

205,000円 有(年2回) 8:00～17:00
月6日(日曜・他)※業務・
天候等により曜日変動

有

9 (株)幸田農園 露地野菜，加工
サツマイモ，干しいも製
造

正社員 3 栽培管理，ほしいも製造 ひたちなか市
労災、雇用
健康、年金

153,000円～185,000
円

有(2年目
より業績に
よる）

8：00～17：00
業務・時季により変動
あり

日曜日他（年間105日） 無

10 常陸乃アグリ（農）
ジャガイモ、稲、ネギ、
キャベツ、ニンジン、ソ
バ

正社員 2
農作業一般、機械オペレーター
優遇

城里町
労災、雇用
健康、年金

140,000円～220,000
円

有
年1回

8：00～18：00（4～11月）
8：30～17：00（12～3月）

年間週休2日（繁忙期週
1日）

有

11 (株)カモスフィールド 施設野菜，露地野菜
コマツナ，ホウレンソ
ウ，イチゴ，トマト

有機 正社員 2 農作物の生産から販売 笠間市 労災，雇用
150,000円～180,000
円

有（業績に
よる）

8：00～17：00 (夏季）

8：30～17：30 (冬季)

月5日，夏季・冬季（シフト
制）

12 (有)ナガタフーズ 露地野菜、加工、稲作

ダイコン、サツマイモ、
ドレッシング、大根のつ
ま、スイートポテト、水
稲

正社員 3
大根圃場の作業及び工場内作
業

笠間市
労災、雇用
健康、年金 170,000円

有
年2回 7：30～17：00

月平均7日程度
会社カレンダーによる

有

13 (株)ヴァレンチア
コマツナ、ホウレンソ
ウ、ルッコラ

有機 正社員 1 営農、営業 笠間市
労災、雇用
健康、年金 150,000円

有
年2回 8：00～17：00

隔週週休2日
(月6日）

有

14 (株)Ｔｅｄｙ 施設野菜 パプリカ、レタス 正社員 1
収穫、ハウス管理、
出荷作業、配送業務、営業

水戸市
労災、雇用
健康、年金

150,000円～200,000
円

有（事業実
績による） 8：30～17：00

日曜，夏休み，正月
会社カレンダーによる

有

15 (有)水戸菜園
ベビーリーフ、ハクサ
イ、パプリカ、ハーブ類

正社員 1 農作業一般、パッケージ、販売 水戸市 労災、雇用

150,000円(高卒）
170,000円（大卒）
180,000円(経験者）

有(業績に
よる）

8：00～17：00
（季節により変動有）

週1日＋月2日

16 (有)アクト農場
コマツナ、ルッコラ、バ
ジル

正社員 2 農場運営全般 茨城町
労災、雇用
健康、年金 170,000円～ 有 8：00～17：00

週１日　シフト制，冬季
休暇

有

17 (株)倉本商店
ジャガイモ、キャベツ、
ニンジン、ダイコン、水
稲

正社員 1 農業生産物の栽培管理指導 茨城町
労災、雇用
健康、年金

156,000円(高卒）～
180,000円(大卒）

有
年2回 8：30～18：00

基本週休2日，盆，正月
(年間125日）

18 (有)茨城ビーエム
ネギ、エダマメ、カブ、
ジャガイモ

正社員 2 農作物の栽培、販売、出荷 茨城町
労災、雇用
健康、年金 180,000円

有
年1回 8：30～17：30 日曜日 有

施設野菜、露地野菜

稲作，露地野菜，資材販売，生産
物売買，栽培管理

施設野菜、露地野菜、稲作、畑作

施設野菜、露地野菜

施設野菜、露地野菜

稲作、畑作、施設野菜、露地野菜、
加工、直売所運営

施設野菜、露地野菜、稲作
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19
茨城中央園芸農業協同組
合

施設野菜・露地野菜
ホウレンソウ等葉物野
菜

正社員 1
ホウレン草等の葉物野菜の生産
管理業務

茨城町
労災、雇用
健康、年金 170,000円

有
年2回 8：00～17：15 週休2日（シフトによる） 有

20 (株)チェスナットファーム 畜産 酪農 正社員 2 酪農業務全般 小美玉市
労災、雇用
健康、年金

225,000円(諸手当、残
業代含む）
住宅手当10，000円

有
5：30～10：30と
15：30～20：30

月6日（申告制）

21 (株)木名瀬金重商店
ジャガイモ、サツマイ
モ、ダイコン、サトイモ、
水耕ミョウガ

正社員 3
農作業、大根収穫、漬込、ジャガ
イモ収穫

小美玉市 労災、雇用
132,000円～148,500
円

無 8：00～17：00
年間週休2日（季節によ
り週1日等の変動あり）

22 笹目農園 露地野菜，稲作
ダイコン、ゴボウ、トウ
モロコシ、ネギ、ホウレ
ンソウ

正社員 1 栽培作業、収穫、出荷 小美玉市 労災、雇用
時給800円
慣れれば月給

無
8：00～17：00
季節により変動

週1日（土曜又は火曜）

23 梅原　一春 露地野菜
サツマイモ，ジャガイ
モ，ダイコン，ニンジ
ン，キャベツ

正社員 1 農作業全般 鉾田市 労災，雇用 150,000～170,000円
有(寸志)
能力によ
る

8:00～17:30 休憩90
分

日曜と他1日の週休2日

24 農業法人　深作農園（有）
稲作,畑作,施設野菜,露地野菜,観
光農業,有機農業・その他（洋菓子・
カフェ店，レストラン）

メロン･トマト・苺・ミニト
マト・サツマイモ・水稲・
人参・加工（バームクー
ヘン・その他洋菓子）

正社員 10 農作業全般 鉾田市
労災、雇用
健康、年金 185,000～300,000円

有
年2回 8：00～17：00 週1日シフト制 有

25 方波見農園 施設野菜 メロン、中玉トマト 正社員 1
剪定作業、商品箱詰め、出荷調
整

鉾田市 労災、雇用 150,000円 無 8：00～17：00
週1日（夏季3日・冬季3
日）

26 平沼　邦雄 施設野菜
ミニトマト、ホウレンソ
ウ，メロン

正社員 2 栽培作業、出荷作業 鉾田市
労災(雇用保
険は採用時
相談）

150,000円～200,000
円

無

8:00～17:00
7:00～18:00
季節により変動

週1日

27 小林農園 施設野菜
トマト、メロン、ホウレン
ソウ

正社員 2 農作業一般 鉾田市
労災(雇用保
険は採用時
相談）

170,000円 無

8:00～17:00
7:00～18:00
季節により変動

週1日(曜日は応相談）

28 山口正重 施設野菜
メロン，メロン接木・苗，
野菜苗

正社員 1
メロン生産、野菜苗生産、接木
苗生産

鉾田市 労災、雇用
時給800円～900円
（能力による）

無
8：00～17：30
希望に応じる

週１～２日

29 小堀　久一
ピーマン、シュンギク、
ミズナ、ホウレンソウ、
ハーブ類

正社員 1 農作業 鉾田市 労災、雇用 170,000円 無 8：00～17：00 週１日

30 （株）国井 露地野菜 サツマイモ 正社員 1 農作業 鉾田市
労災、雇用
健康、年金

180,000円～250,000
円

有
年１回 8：00～17：00 日曜

31 (有)矢澤園芸 施設野菜 大葉、ハーブ、パセリ 有機 正社員 2
野菜栽培管理、出荷作業・配達
業務

鉾田市
労災、雇用
健康、年金

175,000円～350,000
円

無 8：00～17：00 月4～6日 有

32 (株)ホッタバイオファーム 施設野菜 大葉 正社員 3 大葉の生産、管理、出荷 鉾田市
労災、雇用
健康、年金 170,000円

有（実績に
よる） 8:00～17:00 週1日

33 松下　浩 露地野菜
サツマイモ、ジャガイ
モ、ニンジン、ダイコン

正社員 1 農作業 行方市
労災、雇用
(採用時加
入）

150,000円～200,000
円

有り(実績
による） 8：00～17：00 月4日、盆、年末年始

34 （有）くらぶコア
年間３０種類、加工（菓
子）ニンジン、サツマイ
モ、ダイコン、ミズナ等

有機 正社員 1 農作業 行方市
労災、雇用
健康、年金 160,000円

有
ただし実績
による

8：00～17：30
季節により変動

週1日＋年間15日

35 菊地畜産農場 畜産 肥育牛 正社員 2 肥育牛の一般管理 行方市 労災
180,000円～200,000
円

有 7：00～17：00
週1日(ローテーション）
月　6日

36 齋藤　紀夫
チンゲンサイ、インゲン
マメ、エンドウマメ

正社員 3 農作業 行方市 労災、雇用 150,000円 無

8:00～17:00 /7:00～
16:00
季節により変動

年間105日

施設野菜、露地野菜

施設野菜、露地野菜、農産加工、
観光農業

稲作、施設野菜、露地野菜

施設野菜，露地野菜，加工
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37 箕輪農園
サツマイモ、加工用トマ
ト、春菊

正社員 1 収穫、選別、出荷 行方市
※労災、雇
用(採用時加
入）

170,000円
（初任給）

有（実績に
よる）

7：00～16：00/8：00
～17：00
季節により変動

週休1日＋月2日
12/31・1/1

38 酒井農園 果樹苗木

クリ、柿、梅、リンゴ、
桃、スモモ、サクラン
ボ、ブドウ他各種果樹
苗木等

正社員 2
苗木の生産・管理・出荷作業、
ポット苗の管理、出荷作業

かすみがうら市労災、雇用 175,000円 有
8：00～18：00
季節により変動

週1日，夏季・年末年始
休暇，リフレッシュ休暇

39 (株)野口農園 レンコン 正社員 1
収穫、箱詰、出荷、田の管理、当
社の運営業務

かすみがうら市
労災、雇用
健康、年金 184,000～250,000円

年２回
実績，能
力に応じて

7:00～16:00
6:00～15:00
季節により変動

月8日(不定休） 有

ＮＥＷ！ 40 (株)青春畑きくち農園 施設野菜、露地野菜 栗、ネギ、ナスその他 正社員 2
栗・野菜の生産、出荷に関する
業務

石岡市
労災、雇用
健康、年金 180,000～230,000円

有(業績に
よる）

8:30～16:30(11～4
月)　　　　　7:00～
17:00(5～10月)
盛夏等季節により変

原則週休2日(土曜･火
曜)

41 やさと菜苑(株) ネギ、葉物等 正社員 3
作物の栽培技術の習得、機械の
オペレーター

石岡市
労災、雇用
健康、年金

160,000円～200,000
円

有(業績に
よる） 8：30～17：00 日曜

42 萩島園芸 花き グラジオラス 正社員 1 栽培作業、出荷作業 土浦市 労災、雇用
185,000円(季節により
変動）

無

8：00～17：00
7：00～18：00
(5月～10月）

週休2日
(5月～10月は週休1日）

ＮＥＷ！ 43 つくば沼尻ファーム 施設野菜、露地野菜

ネギ、レタス、白菜、
ピーマン、ゴボウ、長芋
等多品目(年間20品目
以上)

正社員 2 農作業全般 つくば市 労災、雇用
時給850円～1,000円
(0～3ヶ月の試用期間
あり800円)

無
8：00～17：00
季節により変動

木曜･他
(季節により変動あり)

44 （資）YAGIファーマーズCLUB施設野菜、露地野菜
サトイモ、ハクサイ、ヤ
ツガシラ、ネギ、ホウレ
ンソウ、コマツナ等

正社員 2 農作業一般 つくば市
労災、雇用
健康、年金 時給800円

有(業績に
よる）

8:00～17:00(休憩120
分)夏変動あり

週1日

45 (有)ワールドファーム 露地野菜、加工
キャベツ、レッドキャベ
ツ、タマネギ

正社員 5
栽培から収穫、工場での1次加
工

つくば市
労災、雇用
健康、年金

180,000円～230,000
円

有(年2回・
業績に応
じて）

8：00～17：00
年間約120日（企業カレ
ンダーによる・天候に応
じて変更有り）

有

46 (株)HATAKEカンパニー
ベビーリーフ、ハーブ、
ミニ根菜

有機 正社員 6
生産業務または
出荷業務(希望による）

つくば市
労災、雇用
健康、年金

180,000円～250,000
円

有(勤続1
年以上の
方）

7：30～17：00
4週5休，夏3日，正月3
日

有

47 (有)関農産 稲作、畑作 米、大麦、小麦、大豆 正社員 1 農作業 つくば市 労災、雇用 180,000円 無 8：00～17：00 週１日 有

48
(有)夢田ファーム
（ユウデンファーム）

稲作,畑作 米、餌用稲ワラ 正社員 1
栽培管理、農作業全般（米配達
等）

つくば市
労災、雇用
健康、年金 日給8,000～12,000円

有(業績に
応じて）

8：00～17：00
季節により変動

週休2日(天候により変
動）

49 つくばさわやかファーム 露地野菜 ネギ 正社員 1 ネギの出荷作業、圃場管理 つくば市
※労災、雇
用(採用時加
入）

160,000円 無 8：00～17：30 月5日 有

50 会田農園
ベビーリーフ、ほうれん
草、トマト他多品目年
間25から30種

正社員 1 農作業全般、納品 つくば市 無 日給6,240円 無
8：00～17：00
季節により変動

週2日、曜日は相談

51
つくばワイナリー
（(株)カドヤカンパニー）

果樹 ブドウ 正社員 1
ワイン用のブドウの栽培、収穫、
管理

つくば市
労災、雇用
健康、年金 160,000円 無

8：00～17：00季節
により変動有り

隔週週休2日

52 (有)本多農園 稲作，畑作
米，小麦，加工（米菓
他）

正社員 2

米，麦等生産に関わる作業，周
辺の管理作業，機械・施設の整
備・修理作業等

つくばみらい市
労災，健康，
年金（雇用保
険は採用時）

150,000円～200,000
円

有 8：30～17：00
日曜・祝日，お盆，年末
年始 （11～2月は週2日
可）

53 木下農園 施設野菜・露地野菜 こかぶ，とうもろこし 正社員 1 農作業全般 阿見町 労災、雇用
時給　850円～1,000
円

有 ８:00～17:00 日曜休,土曜3時まで

54 (株)れんこん三兄弟 露地野菜 レンコン 正社員 2 レンコン生産に関わる全般 稲敷市
労災、雇用
健康、年金 160,000円 無

8：00～18：00
季節により変動

月7日程度 有

施設野菜、露地野菜

施設野菜、露地野菜

施設野菜、露地野菜、畑作

施設野菜、露地野菜

畑作、施設野菜、露地野菜
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55 （有）野口肥育牧場 肉用牛 和牛,F1 正社員 1 肥育業務 稲敷市
労災、雇用
健康、年金

175,000円～200,000
円

有 7:30～17:30 月4～5日

56 (有)アグリクリエイト
米、ほうれん草、
カボチャ、ブルーベリー

有機 正社員 3
受注、発注，営業，デリバリー部
門，農業振興事業部

稲敷市
労災、雇用
健康、年金 170,000円

年2回
ただし業績
による

9：00～18：00
部署により異なる

年間105日他年末年始・お盆
各5日ローテーション勤務、会
社カレンダーによる

有

57 (株)リッチフィールド美浦 施設野菜 パプリカ 正社員 1 栽培管理、出荷管理 美浦村
労災、雇用
健康、年金

160,000円～
260,000円

有 8：00～17：45
4週6休（日曜含む）年間
72日以上 有

58 本橋ファーム（株） 畜産 養豚 正社員 2 豚の飼育管理全般 下妻市 要相談
200,000円～300,000
円

有
年2回

7：00～17：00
休憩2時間

週１日

59 (有)斉藤農産 稲作、畑作、露地野菜
稲作、麦、大豆、ソバ、
ネギ

正社員 1 農作業 筑西市
労災、雇用
健康、年金

200,000円～250,000
円

有
（業績に応
じて）

8：00～17：00
週１日(基本日曜日）、お
盆、年末年始

60 (株)大嶋農場 稲作、養鶏 米、ブロイラー 有機 正社員 1
水稲生産管理、ブロイラー管理、
加工、イベント、販売

筑西市 労災、雇用 170,000円 有 7:30～18:00 月5日、お盆3日正月3日 有

61 （株）レインボードリーム

ベビーリーフ，ホウレン
ソウ，トウモロコシ，レタ
ス，ニンジン，ブロッコ
リー他

有機 正社員 5 生産管理、出荷管理，圃場管理 筑西市
労災、雇用
健康、年金

170,000円～200,000
円

有
年2回

8：00～17：00
（季節により変動
有）

日曜日　他 有

62 (株)レインボーフューチャー施設野菜、露地野菜
ベビーリーフ、ほうれん
草、ニンジン、レタス、
その他

有機 正社員 5 圃場管理、出荷 筑西市 労災、雇用
170,000円～200,000
円

無 8：00～17：00 日曜 有

63 小島　栄 施設野菜、稲作 キュウリ、米 正社員 1
キュウリの栽培管理全般ならび
に収穫作業

筑西市
労災(雇用保
険は採用
時）

170,000円～200,000
円

無 8：00～17：00 週休1日

64 菊池　祐一
梨、キュウリ、トウモロ
コシ、エダマメ、ニンジ
ン、キャベツ、水稲

正社員 1 農作業 筑西市 労災、雇用 166,400円 有 8：00～17：00 月5日

65 (有)関口総業 稲作、畑作、酪農
水稲、麦、大豆、ソバ、
麦ワラ

正社員 2 農作業 筑西市
労災、雇用
健康、年金

180,000円～200,000
円

無 8：00～17：30
月5日夏季4日冬期5日
（季節により変動有り）

66 (有)菅井ファーム 露地野菜、花き
レタス、ハクサイ、アス
ター

正社員 1 野菜・花の管理、収穫 結城市
労災、雇用
健康、年金

180,000円～200,000
円

有
（業績によ
る）

8：00～17：00
季節により変動

週１日(土曜日）
Face
book

67 (有)大嶋農園 露地野菜 ハクサイ、レタス、ネギ 正社員 1 農作業 結城市
労災、雇用
（健康、年金
は相談）

180,000円～200,000
円

無 7：00～17：00 週1日

68 (有)グリーンスタイル 稲作、畑作、露地野菜、
ハクサイ、レタス、トウ
モロコシ、キャベツ

正社員 2 野菜の生産管理、運搬 結城市 労災、雇用
160,000円～180,000
円

無 8:00～17:00 週１日

69 (株)峯ファーム 施設野菜、稲作 ハーブ、米 正社員 1
栽培管理、出荷管理(パソコン業
務）

常総市
労災、雇用
健康、年金 175,000～175,000円

有（能力に
応じて） 8：00～17：10

週休2日(基本日曜と平
日）

有

70 高島　一 施設野菜、露地野菜
レタス、ハクサイ、メロ
ン、スイカ、軟弱野菜

正社員 1 播種から収穫、出荷まで 常総市 労災、雇用
150,000円～170,000
円

無

8：30～17：00
土曜8:30～14:45
(週40時間）

週1日，盆，正月

71 (株)結ファームクラモチ 水稲、麦類、大豆 正社員 2 播種から収穫までの農産物管理 常総市
労災、雇用
健康、年金 170,000円

有
年2回 8：00～17：00 日曜、祝日 有

72 柳田農園 施設野菜、露地野菜 イチゴ、トマト、ネギ 正社員 1 トマト、イチゴ、ネギの生産管理 常総市 労災、雇用 170,000円 無
8:00～17:00
季節により変動

月5日

施設野菜、露地野菜

果樹、施設野菜、露地野菜、稲作

稲作、畑作

稲作、施設野菜、果樹



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (公社）茨城県農林振興公社(無料職業紹介所）に登録している農業法人等求人一覧表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　※求人情報は所在地順に並んでいます。

　　　　　※求人情報は随時更新しています。

<正社員> 　　　　　　　　　　　　　　　　求人情報の詳細については(公社）茨城県農林振興公社（０２９－２３９－７１３１）にお問い合わせください。 平成29年2月2現在

賞与 労働時間（休憩含） 休日

ホー
ム

ペー
ジ

所在地 保険等 賃金等

          

No. 法人等の名称 経営形態(部門） 主な品目
有機
農業

雇用形態 募集人数 仕事内容

73 菊地農園塾 露地野菜 レタス、キャベツ、ネギ 正社員 3
野菜の栽培、管理、収穫、荷造
り、運搬、経理

常総市 労災、雇用
160,000円～200,000
円

有
年2回 8:00～17:00 週1日

74 (有)フラワーセンター紫峰園花き
花壇苗，鉢花，観葉植
物

正社員 2
花壇苗・鉢花・観葉植物の栽培
管理・

常総市
労災、雇用
健康、年金

140,000円～150,000
円

有(業績に
応じて） 9:00～17:00

週1日，年末年始
年間休日72日

75 (有)大地 施設野菜、観光農業 トマト、イチゴ 正社員 1

トマト、イチゴの収穫、出荷、その
他ハウス内の作業、農産物の加
工・販売

常総市 労災、雇用
150,000円～200,000
円

有 8:00～17:00 週1日

76 瀬崎　陽介 露地野菜
ネギ、ハクサイ、キャベ
ツ、レタス

正社員 2
野菜の収穫作業、運搬、畑の管
理作業

八千代町 労災、雇用 時給900円～1,250円 無
7：00～17：00
季節により変動

週1日

77 瀬崎農園 露地野菜 レタス、キャベツ、ネギ 正社員 1
野菜の収穫作業、運搬、畑の管
理作業

八千代町 労災、雇用
能力に応じて180,000
円～250,000円

無
8：00～17：30
季節により変動

週1日

78 松田製茶 工芸作物 茶 正社員 2
茶の育成から生産・製造までの
工程に関する業務

八千代町 労災、雇用
高卒170,000円
大卒180,000円

有 8：00～17：30
週休2日基本土日（天候
のより変更有り）年末年
始・お盆休み

有

ＮＥＷ！ 79 (株)ノナカファーム 施設野菜、露地野菜
レタス、キャベツ、ハク
サイ、ネギ、メロン、
ピーマン

正社員 1 野菜の生産・販売 八千代町
労災、雇用
健康、年金 170,000円 無 8：00～17：00 日曜・祝日

ＮＥＷ！ 80 遠藤農園 施設野菜
水ナス、リーフレタス、
野菜苗

正社員 1 農作業 八千代町 労災 180,000円 無

5:00～12:00(5～9
月)　　8:00～
17:00(10～4月)

週1日

ＮＥＷ！ 81 (株)内田農園 露地野菜
キャベツ、レタス、ハク
サイ、トウモロコシ

正社員 2 農作業全般 古河市
労災、雇用
健康、年金

180,000円～200,000
円(研修期間3ヶ月は時給
900円)

有(年1回) 8：00～17：00 週休2日 ※土曜出勤有

82 (有)アグリファクトリー 露地野菜
レタス、キャベツ、ハク
サイ

正社員 5 生産担当 古河市
労災、雇用
健康、年金

175000円(高卒）
185000円(大卒・農大
卒）

有(決算内
容による） 8：00～17：00 週1日、年始 有

83 (有)森ファームサービス
米、ソバ、ジャガイモ、
ネギ、小麦、落花生、
野菜各種（有機）

有機 正社員 2 農作物の栽培・調整，事務 古河市
労災、雇用
健康、年金 170,000円 有(年2回) 8：00～17：00 4週5休、基本は日・祝休 有

84 森谷農園 露地野菜
キャベツ、カボチャ、
ピーマン、リーフレタ
ス、ブロッコリー

正社員 1
野菜の栽培、管理、収穫、荷造
り、運搬

古河市
労災（雇用
保険は採用
時）

150,000円～180,000
円

有(勤続1
年以上，
実績によ
る）

8：00～17：00
週1日
お盆3日、年末年始5日

ＮＥＷ！ 85 (有)木村亀吉商店 露地野菜 ネギ、ハクサイ 正社員 1
野菜収穫・運搬作業、畑の管理
作業

坂東市
労災（雇用
保険は採用
時）

時給900円～1200円
有(年2回）
実績によ
る

7:30～18:00(4～11
月)　　8:30～
17:00(12～3月)

週1日、年末年始3～4日

86 (有)ソメノグリーンファーム 稲作，畑作
水稲、大麦、小麦、大
豆、ソバ

正社員 1 農作物の生産、管理、販売 坂東市
労災、雇用
健康、年金 165,000円

有
(年2回） 8：00～17：00

日曜、祝日、夏季、年末
年始

87 (有)さしま農場 露地野菜
レタス、キャベツ、ホウ
レンソウ、トウモロコ
シ、長ナス

正社員 3
農作物の生産、管理、販売、集
荷

坂東市
労災、雇用
健康、年金

175,000円(高卒）
190,000円(大卒）

有
(年2回） 8：00～17：30

週1日、お盆、正月、祝
日　　　(年間80日）

普通作、露地野菜、加工、観光農
業


