
職安毎分野別　求人一覧表 (参考　2010/11/13時点）

事業所 従業員数 当/全

職種

所在地 勤務場所

産業 賃金 賞与回月数変形労働　交替制　休日

仕事内容 備考

長野職安：

分野: サービス

遊戯場

（有）サンエイ 130
娯楽場等接客係
長野市安茂里１７９３－１ 所在地と同じ

160000
130/

パチンコ店ホールにおける接客業務開店前の
準備、閉店後の清掃等

就業場所は本人の希望を考慮し
決定する接客業務中心幹部候補
として残業、転

有 有 月 5回 02

美容業

（有）シガ美容室 36
美容師見習
長野市三輪　１－２－６ 所在地と同じ

148000
36/

通信課　　　　１年目・２年目・３年在学中はアシ
ストです。　　　　４年目国家試験後は、あらゆる
美容技術（ヘアー全般

①全国の各種技術コンクールに
優勝など常に上位入賞の実績で
　指導します。　②本社

無 無 月曜日 ローテーション 0.51

美容業

ヘアーサロン・アルファ 63
美容師
長野市南千歳町８６０番地２４ 所在地と同じ

¥150,000
73/

ＡＨＡ（社内育成機関）にて以下の技術を習得
する（２年間）　・基本的接客　・カット、シャン
プー、ブローセット

・育成機関としてＡＨＡ（アルファ・
ヘアーアカデミー）を設けて、短　
期間で技術を身につけら

無 無 火曜日 月３回 01

建築鉄骨の製造及び建設資材
の販売・施工

株式会社　角　藤 305
金属加工
長野市南屋島５１５ 所在地と同じ

¥163,000
608/

工場、商業施設、スポーツ施設、病院、学校等
の建設に必要な鉄骨の加工作業

・年間休日１２１日・マイカー通勤
可（但し入社後３ヶ月間は不可）・
応募される方は会社見

有 無 日曜日・祝日・土曜日 分散 03

美容一般

新宿美容室 7
美容師補助
長野市三輪3-4-13 所在地と同じ

135000
7/

美容一般業務のアシスタント（補助）貴方のや
る気でシャンプー、セット、ブロー、カラーリング
ワインディグ等をワンツーマンでご指導に当りま
す（入店１年目）

一流講師を迎え美容師としての感
性を磨きお客様に感動を与えら
れる美容師になる。また本人

無 有 月 5回 0.00

洗濯業

長野リネンサプライ株式会社 94
クリーニング仕上工
長野市若里６－６－３２ 所在地と同じ

¥140,000
123/

・ホテル・病院等で使用するシーツ、タオル、白
衣、浴衣等の　洗濯工程や、プレス等仕上げ
工程を担当します。・本人の適性を考慮し、配
置します。

・厚生労働省認定、心身障害者
雇用モデル事業所です。・１日の
所定労働時間は

有 無 日曜日 ・ローテーショ 0.71

娯楽業

有限会社　アドバンス 0
娯楽場等接客係
長野市大字大豆島５４８４番地 所在地と同じ

180000
85/

・パチンコ店における接客業務全般・景品交換
業務他

・就業場所は次のいずれかになり
ます。　スーパーライオンズ大豆
島店：長野市大豆島５

無 有 月 5回 0.00

食堂，レストラン（専門料理店を
除く）

有限会社　すき亭 0
飲食物給仕人
長野市大字南長野妻科１１２－１ 所在地と同じ

145000
35/

お客様の案内・接客メニューの提示、オーダー
を取る、料理に関する質問に答える料理の
サービス、片付け、調理補助

・夏冬休み各２日・年末年始休み
１２月３１日～１月２日の３日・採用
の日から３ヶ月は

有 無 月曜日 月 8回 月曜日定休と 22

食堂，レストラン（専門料理店を
除く）

有限会社　美倉 44
他に分類されない調理
長野市上松３－６－３５ 所在地と同じ

176300
71/

・和食を中心とした食材の仕込み、調理補助、
盛り付け・厨房の清掃、食品管理・直営農場で
採れる野菜・山菜を使っています。

・創業以来、大衆居酒屋から高級
料理店までグループとして順調　
に発展。

有 有 シフト制 00
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事業所 従業員数 当/全

職種

所在地 勤務場所

産業 賃金 賞与回月数変形労働　交替制　休日

仕事内容 備考

分野: その他

ぶなしめじ・野菜生産

株式会社　　　ミスズライフ 0
ぶなしめじ・野菜生産、
長野県上水内郡飯綱町大字赤塩２０ 飯綱町本社、きのこ工

¥150,000
150/

ぶなしめじ生産（施設内での作業）野菜生産
（ハウスでのベビーリーフ栽培・露地野菜栽培）
一般事務

単願のみ応募前職場見学　可
（随時）「高卒求人情報ＷＥＢサ

有 無 日曜日 月 6回 会社カレンダ 23

警備業務全般

株式会社　全日警　長野支社 人
セキュリティスタッフ
長野県長野市緑町　１６０５－１４ 長野・上田・佐久・松本

121900
4,670/

施設警備における諸業務（立哨業務、出入管
理業務、巡回業務、防災センター業務他）

１．売上高３２９億円（Ｈ２１年度）　
　⇒警備業界９０００社の中で、第
４位。大手

有 有 月 8回ローテーション 1.51

警備保障

新日本警備保障株式会社 148
警備員
長野市上千歳町１１２１－１ 所在地と同じ

¥146,154
542/

契約先で会社指定の業務を行い、火災、盗難
等の未然防止イベント等や人や車の雑踏する
場所で、人身事故等の未然防止機械警備先
の各種警備情報の現場確認及び施設点検

就業場所は、長野、上田、中野、
佐久、松本、諏訪の各事業所勤
務。勤務時間帯は、勤務する

有 有 日曜日・祝日・土曜日 月 8回 4.52

警備業

長野県交通警備㈱ 人
警備員8:00 17:00
長野市松岡２－２４－８ 所在地と同じ

158400
175/

工事現場における車両等の誘導保安業務大
型店イベントにおける車両等の誘導建物巡回
等

従業員の生活を安定し優先し技
術向上を大切に考え交通誘導県
下 大級の警備専門会社やる気
のあ

無 無 ４週８休 00

分野: 運輸・通信

乗合旅客運送事業・貸切旅客運
送事業

長電バス株式会社 152
観光バスガイド
長野市大字村山　４７１番地１ 所在地と同じ

¥156,600
256 /

観光（貸切）バスに乗務して、全国各地の観光
地のガイドすることでお客様に快適な旅を提供
する仕事です。

①就業時間は、お客様の旅の日
程により長短あります。②勤務手
当は、勤務日数

無 無 ５勤２休 1.72

分野: 建設・労務

宅急便、等の生活関連輸送

ヤマト運輸株式会社　長野主管
支店

1,119
宅急便セールスドライ
長野市　穂保　中ノ配　317-1 長野県内　東信・北信

150600
138,0/

宅急便の集配業務を中心とする生活関連輸送
のセールスドライバー安全運転技能、商品知
識、接客応対、等について６ヶ月間の教育研修
を実施。その後、個々の担当地域内における、
配達、集荷、販売促進

1、就業時間　１ヶ月単位の変形
労働時間制を導入しているため　
　　　　　就業時間は

有 無 月 9回勤務交番表 3.02

とび・土工・コンクリート工事業

株式会社　美整社 48
建設・土木作業員
長野市中御所３丁目９番１４号 所在地と同じ

155000
48/

・現場片付け作業（事業全般の現場での作
業）・作業補助（建設業、内装業、塗装業等）

・解体工法及び廃棄物処理の独
自の工法を取り入れ環境に優し　
い常に新しい事にチャレンジして

有 有 日曜日・祝日・土曜日 1.01

園芸サービス業

山岸園芸造園 2
建設・土木作業員
長野市大豆島８８６－１ 所在地と同じ

165000
2/

・樹木の手入れ、清掃・造園見習い ・企業及び市役所の仕事が７０％
程あり、仕事は毎年安定してい　
る。・応募前職場見学　可（

無 無 日曜日 月に８～９日の 22

2011年4月6日 2/12 ページ



事業所 従業員数 当/全

職種

所在地 勤務場所

産業 賃金 賞与回月数変形労働　交替制　休日

仕事内容 備考

貨物運送業　倉庫業　他

長野運送株式会社 221
倉庫作業員（日によりド
長野市中御所１-２０-１ 長野市桐原　北長野営

164100
221/

フｵ－クリフトを操作して倉庫からの荷物の入出
庫、整理、在庫管理セメントサイロの保守営繕、
入出荷、清掃、在庫管理。その他、2トン車によ
る運送、物流に関わる作業全般。

入社後フｵークリフト操作の資格を
取得して頂きます。フｵ－クリフト２
０台以

有 無 日曜日・祝日 指定する 1.22

食堂，レストラン（専門料理店を
除く）

有限会社　すき亭 0
食堂雑務者
長野市大字南長野妻科１１２－１ 所在地と同じ

145000
35/

電話応対、予約受付、事務雑務レジによる会
計業務忙しい時は客室サービスの補助

・夏冬休み各２日・年末年始休み
１２月３１日～１月２日の３日間・採
用の日から３ヶ月は

有 無 月曜日 月 8回月曜日定休と 22

一般土木建築工事業

流域計画株式会社 6
上下水道管渠施設洗
東京都西多摩郡瑞穂町二本木５５１ 所在地と同じ

170000
14/

・下水道関連の清掃、維持、修繕、更生工事・
特殊機械による、ＫＡ－ＴＥ．・ＷＪ工法作業・
ワークプラットホーム（可動式足場）リース

継続雇用制度有　６５歳まで応募
前職場見学　可（随時）

有 無 日曜日・祝日 土曜日月２回 00

分野: 事務

宅急便、等の生活関連輸送

ヤマト運輸株式会社　長野主管
支店

1,119
事務
長野市　穂保　中ノ配　317-1 長野県内　東信・北信

¥145,700
138,0/

宅急便の集配業務を中心とする生活関連輸送
業務の一般事務商品知識、業務知識、等につ
いて６ヶ月間の教育研修を実施した後個々の
担当地域における宅急便センターの、事務作
業、接客応対や

1、就業時間　１ヶ月単位の変形
労働時間制を導入しているため　
　　　　　就業時間は

有 無 月 9回 勤務交番表 32

医療用機械器具・医療用品製造
業

株式会社　アールエフ 115
一般事務員
長野市中御所３ 所在地と同じ

155000
170/

当社アールエフでの・パソコンでのデータ入
力・書類作成や電話対応などの事務全般

※給与は入社後の勤務態度、実
績等により査定　　　　　　　（基本
給１５０，０００円～３０

無 無 日曜日・祝日・土曜日 業務 00

医療用機械器具・医療用品製造
業

株式会社　アールエフ 115
生産現場事務員
長野市中御所３ 所在地と同じ

155000
170/

当社アールエフ自社製品の在庫管理、納期管
理・パソコン入力等※実際の業務に関しては指
導します

※給与は入社後の勤務態度、実
績等により査定　　　　　　　　　　　
　　　　　（基本給１５

無 無 日曜日・祝日・土曜日 業務 00

医療用機械器具・医療用品製造
業

株式会社　アールエフ 115
広報
長野市中御所３ 所在地と同じ

155000
170/

当社アールエフでの企業、当社アールエフ製
品に関する広報活動文書作成、取材対応

※給与は入社後の勤務態度、実
績等により査定　　　　　　　　　　　
　　　（基本給１５０，

無 無 日曜日・祝日・土曜日 業務 0.00

医療用機械器具・医療用品製造
業

株式会社　アールエフ 115
営業・販売・企画（総合
長野市中御所３ 広島市東区尾長西２－

155000
170/

当社アールエフの新規事業立ち上げに伴う募
集（転勤の可能性あり）・営業、販売戦略企画

※給与は入社後の勤務態度、実
績等により査定　　　　　　　　　　　
　　　　　（基本給１５

無 無 月曜日・火曜日 業務状況に 0.00

医療用機械器具・医療用品製造
業

株式会社　アールエフ 115
財務経理
長野市中御所３ 所在地と同じ

155000
170/

当社アールエフでの１賃金管理　・日常資金管
理業務、キャッシュフロー計算書作成業務・

※給与は入社後の勤務態度、実
績等により査定　　　　　　　　　　　
　　　　　（基本給１５

無 無 日曜日・祝日・土曜日 業務 0.00

医療用機械器具・医療用品製造
業

株式会社　アールエフ 115
法務関連事務
長野市中御所３ 所在地と同じ

155000
170/

当社アールエフでの企業法務全般企業活動に
おける法律面からのバックアップ・契約書類作
成、チェック及び管理

※給与は入社後の勤務態度、実
績等により査定　　　　　　　　　　　
　　（基本給１５０，０

無 無 日曜日・祝日・土曜日 業務 00
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事業所 従業員数 当/全

職種

所在地 勤務場所

産業 賃金 賞与回月数変形労働　交替制　休日

仕事内容 備考

医療用機械器具・医療用品製造
業

株式会社　アールエフ 115
総務事務員
長野市中御所３ 所在地と同じ

155000
170/

当社アールエフでの・電話応対及び書類作成
等事務全般・求人関係業務　　

※給与は入社後の勤務態度、実
績等により査定　　　　　　　　　　　
　　　　（基本給１５０

無 無 日曜日・祝日・土曜日 業務 00

医療用機械器具・医療用品製造
業

株式会社　アールエフ 115
資材購買事務員
長野市中御所３ 所在地と同じ

155000
170/

当社アールエフ自社製品の部材調達、納期・
在庫管理、コストダウン検討等パソコン入力（数
字に強い方）電話対応（折衝能力のある方）

※給与は入社後の勤務態度、実
績等により査定　　　　　　　　　　　
　　　　　（基本給１５

無 無 日曜日・祝日・土曜日 業務 00

とび・土工・コンクリート工事業

株式会社　美整社 48
一般事務員
長野市中御所３丁目９番１４号 所在地と同じ

¥155,000
48/

・パソコン入力（経理、建設、見積他）・新規取
引先開拓・環境ビジネスの拡大

・解体工法及び廃棄物処理」の独
自の工法を取り入れ環境に優　し
い常に新しい事にチャレンジし

有 有 日曜日・祝日・土曜日 11

とび・土工・コンクリート工事業

株式会社　美整社 48
営業・販売事務員
長野市中御所３丁目９番１４号 所在地と同じ

155000
48/

事業内容全般の営業活動新規取引先開拓 ・解体工法及び廃棄物処理の独
自の工法を取り入れ環境に優し　
い常に新しい事にチャレンジして

有 有 日曜日・祝日・土曜日 1.01

農業・家庭園芸用噴霧機等機械
器具製造販売

株式会社　麻場 94
営業事務
長野市大字北長池　１４４３－２ 所在地と同じ

¥136,000
135/

電話対応、受注、伝票発行など事務全般 入社後３ヶ月は研修期間とする。
夏休みは８月１１日から８月１９日
の９日間

有 無 日曜日・祝日 休日カレンダ 00

鉄道業・不動産事業・旅行業・観
光事業等

長野電鉄株式会社 126
鉄道駅務
長野市権堂町２２０１番地 長野市・須坂市・中野

¥157,000
205/

駅業務（乗車券・定期券の販売及び出改札等）
数年の実務経験後、営業、電車乗務員、運転
指令室等への配置転換あり

1．就業場所・就業時間は勤務先
により異なります。（駅勤務の場合
の勤務時

無 有 月 9回 1.12

その他の機械器具卸売業

有限会社　オート 12
生産管理課
長野県長野市豊野町豊野６３７番地 所在地と同じ

154100
12/

・仁科工業㈱から注文を当社の販売システムで
展開し、外注工場へ発注します。・納期厳守で
取引し、かんばんシステムにて仁科工業株へ
納入します。・日々の発注と納入状況を把握し
ます。

仁科工業㈱の会社カレンダーに
準じているため、週の間の祝日は
出勤となります。

無 無 日曜日・土曜日 0.00

分野: 製造・製作

和洋菓子製造・販売

（有）旬彩菓たむら 25
他に分類されないパン・
長野市伊勢宮　１－１８－１４ 所在地と同じ

¥150,000
25/

製造部門　　原材料計量～混合～成型～加工
販売部門

１．和菓子を通して旬を感じ取り、
１人１人が自分の可能性を信じ技
術と感性を磨きながら、お客

有 有 月曜日 月 6回 22

一般産業用機械・装置製造業

エス・ピー・エアー株式会社 38
数値制御金属工作機
長野県上水内郡飯綱町牟礼３２５－ 所在地と同じ

155000
54/

ＮＣ旋盤、マニシング、フライス、自動研削盤、
ボール盤等による部品加工（作業はプログラミ
ングされているので、脱着作業が主である）

・空気動工具のメーカー及び輸出
販売会社として、日本有数であ　
る。・アメリカ、中国、韓国

無 無 日曜日・祝日 会社カレンダ 00

電気工事業

クボタ電気工事株式会社 19
送電線架線工
長野市高田久保１２１５－１ 所在地と同じ

173000
30/

・電力会社の電力電気設備の保守メンテナンス
及び建設工　事・情報通信設備の保守、改修、
建設工事

・職種として、７４６－１０もありま
す。・本社、松本（営）、東信（営）
に１名つづの求

有 無 日曜日・祝日・土曜日 月 7回 2.72

電気通信工事業

サンコー特機㈱ 23
電気配線工事作業者
長野市南長池字村東４８４ 所在地と同じ

178600
23/

・消防設備保守点検（メンテナンス）・火災報知
機の取付工事・通信工事（電話・放送・ＴＶ等）

・社屋３階建・年末年始休暇　７日
～８日・お盆休暇　　　　３日

無 無 日曜日 土曜日月２回 0.02
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事業所 従業員数 当/全

職種

所在地 勤務場所

産業 賃金 賞与回月数変形労働　交替制　休日

仕事内容 備考

印刷・製本・情報関連産業

ダンク　セキ株式会社 88
製本作業員
長野県長野市柳原２５５０ 所在地と同じ

¥153,000
88/

各種製本・印刷に係る作業です。断ち・折・丁
合・綴・製本・箔押し・表紙張りオフセット印刷・
スクリーン印刷・オンデマンド印刷

平成１８年７月１日社名変更しまし
たＩＳＯ９００１：２００８取得していま
す

無 無 日曜日・祝日 00

耐火断熱材の製造・販売

ニチアスセラテック株式会社 108
設備・保全
長野県上水内郡飯綱町大字牟礼３９ 長野県長野市豊野町

¥169,030
308/

機械設備のメンテナンス製造ラインの改良・改
善

試用期間３ヶ月間ありブラザー制
教育制度（マンツーマン教育）あり
ＧＷ・夏季・年末年始休

無 無 日曜日・土曜日 22

耐火断熱材の製造・販売

ニチアスセラテック株式会社 108
生産職（豊野）
長野県上水内郡飯綱町大字牟礼３９ 長野県長野市豊野町

¥169,030
308/

原料計量、配合、成形作業断熱材加工、梱
包、製品検査作業断熱材外装組立作業

試用期間３ヶ月間ありブラザー制
教育制度（マンツーマン教育）あり
ＧＷ・夏季・年末年始休

無 無 日曜日・土曜日 2.02

段ボール製品の製造及び販売

レンゴー株式会社長野工場 111
製造機械オペレーター
長野県長野市大字稲葉字日詰沖17 所在地と同じ

¥177,000
2,592/

段ボール製造工程における機械オペレーター
（昼夜1週間交代サイクルでの完全2交代制勤
務）

併願可継続雇用制度導入　有（　
65　歳まで）応募前職場見学　可
（随

有 有 日曜日・祝日・土曜日 月 10 22

水産食料品製造業

岡田海苔㈱ 28
他に分類されない水産
長野市若里　６－５－３０ 所在地と同じ

150000
32/

・産地（全国各生産地）より、仕入れた海苔を自
社で加工製造　する。・お膳海苔和紙等の包
装・焼海苔・味付け海苔・寿司用焼海　苔・切ざ
み海苔等を製品化する。

・年間休日　１０５日・通勤手当　
上限　５０００円支給・継続雇用制
度あり　６

有 無 日曜日・祝日 会社カレンダ 00

医療用機械器具・医療用品製造
業

株式会社　アールエフ 115
製造（組立・検査・修理
長野市中御所３ 所在地と同じ

155000
170/

当社アールエフ自社開発製品の組立、検査、
修理、品質管理（机上で行なう仕事です）

※給与は入社後の勤務態度、実
績等により査定　　　　　　　　　　　
　　　　　（基本給１５

無 無 日曜日・祝日・土曜日 業務 0.00

食品製造　（そば粉、乾そば、生
そば他）

株式会社　おびなた 110
製造
長野県長野市戸隠２６４０ 所在地と同じ

¥164,000
125/

・そば（乾麺、生麺）の製造、そば粉の製粉　　・
機械オペレーター（製造ラインは全て機械化さ
れています。）（製造業務の他に機械メンテナン
ス業務にも携わります。）

・当社は「そば」で有名な戸隠高
原に本社と工場があります。　この
戸隠の工場で丹精

有 有 日曜日・祝日 月 8回 当社カ 2.03

電気設備工事　全般　設計～施
工

株式会社　メイセイ電機 15
電気配線工事作業者
長野市大字北長池２０５９番地３ 所在地と同じ

190000
15/

・ビル、工場、住宅、店舗等全ての電気設備工
事・全般の現場作業、現場代理人、電気設計
及び積算等各種

１．電気設備工事全般の仕事であ
り、各人の技術力（能力）に応　　
じた職種に変更可能です。（

無 無 日曜日・祝日・土曜日 土曜 00

建築塗装業・不動産賃貸業・損
害保険業務

株式会社　五　明 28
建築塗装工
長野市西和田一丁目１１番４６号 所在地と同じ

¥165,000
28/

・高層ビルから一般住宅迄広い範囲の塗装や
吹き付け工事・ 初の頃は掃除・養生・下地調
整等の簡単な作業が主とな　る・仕事の習得状
況で徐々にローラー塗り・刷毛塗り・吹付け等

・勤務時間は現場労働時間とす
る。・会社負担で長野市の共済会
に加入。買物・レジ

無 無 日曜日・祝日 会社カレンダ 0.92

石油製品販売

株式会社　高見澤 76
コンクリートパネル製造
長野市緑町１６０５－１４ 所在地と同じ

172350
428/

・コンクリート二次製品の製造 ・・社内にソフトボールチームあり、
リーグ戦に出場しています。・新入
社員歓迎ボーリン

有 無 日曜日・祝日・土曜日 第一 2.02

石油製品販売

株式会社　高見澤 76
クレーン車のオペレー
長野市緑町１６０５－１４ 長野市赤沼柳橋２２７６

¥172,350
428/

クレーン車の運転大型自動車の運転（資格取
得後）

社内にソフトボールチームがあり
リーグ戦に出場しています。新入
社員歓迎ボーリング

有 無 日曜日 2.22
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事業所 従業員数 当/全

職種

所在地 勤務場所

産業 賃金 賞与回月数変形労働　交替制　休日

仕事内容 備考

電気工事・通信線工事・道路安
全施設工事

株式会社　日本電気通信工業 25
電気通信工
長野市大字南堀４９５番地１ 所在地と同じ

173000
25/

通信線設計建設工事各種電気工事 継続雇用制度導入　○有（　６５　
歳まで）・無応募前職場見学　可
（○随時・別紙のとおり）・

有 無 日曜日・祝日 ２・４・５土曜 0.00

凍り豆腐、油揚げ、味付けあげ　
等

株式会社みすずコーポレーショ
ン

470
食品製造
長野市若里１６０６番地 所在地と同じ

¥152,000
525/

凍豆腐工場（製造・冷凍・乾燥・選別・包装）の
各ライン作業油揚げ工場（豆腐成型・選別・包
装）の各ライン作業加工工場（味付け加工・包
装）の各ライン作業

交替勤務、一部３６５日生産による
ローテーション勤務実施食堂、浴
場完備

有 有 日曜日 会社カレンダー 1.41

電子計算機・同附属装置製造業

㈱アイテクノ矢嶋 136
電気機械部品組立工
長野市上野　１－３５ 所在地と同じ

¥160,090
136/

・自社製品の開発に伴う設備自動機の製作・Ｏ
Ａキャビネット・磁気装置ロッカー及びパーツ部
品等を各種　ロボット、ＮＣ機器を操作して、加
工又は電機部品の組立、　　検査を行なう

・入社後：入社教育
無 有 日曜日・祝日・土曜日 00

ボイラ・原動機製造業

㈱羽生田鉄工所 83
ガス溶接工
長野市柳原２４３３ 所在地と同じ

¥160,000
96/

高圧殺菌釜、オートクレーブなど弊社製品の製
造工場にて必要な知識技能を習得しながら切
削組立加工溶接等の業務に従事していただき
ます。

就業場所は本社のみ入社後安全
衛生法等に基づき各種講習を受
講いただきます

無 無 日曜日・祝日 11

金属部品切削加工業

㈱山岸製作所 49
ＮＣ旋盤工
長野市桐原２丁目６－２１ 所在地と同じ

¥164,200
49/

マニシング・ＮＣ旋盤を主とした金属部品の切
削機械加工で、プログラミング製品の脱着、仕
上げ、測定検査作業、２年目からは、本人の適
性により、新規受注品の立ち上げ加工及び治
具工具の設

・マニシングセンタ・ＮＣ旋盤・三次
元測定機等、機械設備県下上　
位クラス。

有 有 日曜日 年間カレンダー 00

セメント・同製品製造業

松六コンクリート㈱ 13
コンクリート製品製造工
長野市信州新町９６３－４ 所在地と同じ

170000
15/

生コンクリートを型枠に流し込みコンクリート２次
製品を製作する業務

顧客ニーズに対応する為常に新
製品の開発に努め企業の安定を
図っています。

有 無 日曜日・祝日 月２回 0.00

電子部品・デバイス製造業

信越富士通株式会社 293
電気機械組立工・修理
長野県上水内郡信濃町大字古間１３ 所在地と同じ

¥156,500
293/

・製造オペレータ（交替勤務又は日勤）・生産技
術・製造技術

・年間休日１２３日（２０１０年度）・
富士通健康保険組合、富士通企
業年金へ加入

無 有 日曜日・祝日・土曜日 4.22

研削研磨材製造販売、PVA砥石
製造販売

信濃電気製錬株式会社 94
基礎的化学製品製造
長野県上水内郡信濃町大字柏原２２ 所在地と同じ

¥171,400
108/

一般製造オペレータ機械設備修理保全業務
品質保証・検査及び工程管理業務

無 有 日曜日・祝日・土曜日 2.52

日刊新聞の発行

信濃毎日新聞株式会社 260
オフセット印刷作業員
長野市南県町６５７ 所在地と同じ

¥205,540
466/

・輪転機による日刊新聞等の印刷 ・就業場所は　　①長野製作セン
ター（長野市青木島４－３－３）

無 有 月 9回 原則４勤１休 42

食料品製造業

信陽食品㈱ 45
製めん工
長野市北条町　２６ 所在地と同じ

¥138,080
45/

・入社後、１年間は箱詰め・資材の補充・機械
の操作等を各　部署で習得し、２年目からは適
性により配属を決定する。・設備

・夏休み・年末年始休・社員旅行
　　毎年４月・忘年会、新年会、納
涼

無 無 月 8回 会社の指定日 22

鉄骨・鉄筋工事業

大伸鉄工業株式会社 17
鉄工
長野市下駒沢８００－１３ 所在地と同じ

160000
17/

・当社は、建築鉄骨業を主に行なっていま
す。・工場内でＨ形鋼を切断、溶接仕上げ（ロ
ボット使用）ＣＡＤに　て図面を作成する。　仕
上げ後はペンキ仕上げで発送する　。

・お盆休日は、８月１３日、１４日、１
５日、１６日の４日間・年末年始休
は、１２月

有 無 日曜日・祝日・土曜日 土曜 00
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事業所 従業員数 当/全

職種

所在地 勤務場所

産業 賃金 賞与回月数変形労働　交替制　休日

仕事内容 備考

自動車エンジンバルブ、ターボ
関連部品製造

長野鍛工株式会社 131
プレス機械オペレータ
長野県長野市大字穂保字中之配２９ 所在地と同じ

¥171,000
131/

エンジンに使用されるエンジンバルブの製造
（プレス機械オペレータクランクシャフト、カム
シャフト等の鍛造プレスオペレータ自動車部品
の切削加工の機械オペレータ（ＮＣ、ＭＣ機械）

入社後、約１ヶ月間新人研修、２ヶ
月目より職場配属盆休８月１３日
～１６日

有 有 日曜日・土曜日 会社カレン 0.00

ＩＴ関連機器用基板の設計・製
造・販売等

富士通インターコネクトテクノロ
ジーズ株式

621
製造技術職
長野県長野市大字北尾張部３６ 所在地と同じ

¥190,000
694/

入社後１年間は、富士通技術学院（富士通小
山工場内）において、設備の保全管理、自動
機の製作及び製品の組立試験などの学科・実
技の訓練を行います。

1.原則として長野本社勤務となり
ます。(研修中は小山工場勤務)2.
入社後1年間の研修中

有 有 月 11回 交替勤務による 00

ＩＴ関連機器用基板の設計・製
造・販売等

富士通インターコネクトテクノロ
ジーズ株式

621
製造職
長野県長野市大字北尾張部３６ 所在地と同じ

¥190,000
694/

コンピュータに内蔵する部品（プリント基板）の
製造工程におけるオペレーション業務（回路形
成、穴あけ、検査等）

1.2002年10月に地元密着型企業
を目指し、富士通（株）より独立し
た会社で、本社は

有 有 月 11回 交替勤務による 00

電気工事業

有限会社　清水工務所 15
配電線架線工・敷設工
上水内郡飯綱町普光寺２９５７ 所在地と同じ

¥190,000
15/

・電柱の建替え工事・電線の張替え工事の作
業全般・㈱トーエネックの下請け会社で、入社
後半年間名古屋で教　育を行なう。

・お盆休み　　　　８月１３日～１６
日の４日間・年末年始休　１２月２
９日～１月３日の６日間

有 無 日曜日・祝日 第２、第４土曜 0.00

各種充電器、計測器、設計・開
発・製造販売

有限会社アルプス計器 54
電気機械組立工・修理
長野県上水内郡信州新町竹房２８５ 所在地と同じ

¥185,000
68/

・生産ラインの管理 ・確定拠出年金あり・継続雇用制
度導入有り　６５歳まで・応募前職
場見学　可（

無 無 日曜日・祝日・土曜日 11

セメント・同製品製造業

有限会社峯村商会 13
生コンクリート製造工
長野市大豆島６０１９ 所在地と同じ

155000
13/

・生コンクリート工場での試験室での検査・生コ
ンクリートポンプ圧送

継続雇用制度有　６４歳まで応募
前職場見学可（随時）

無 無 日曜日・祝日 0.00

分野: 専門・技術

脳神経外科

（医）みすゞ会　南十字脳神経外
科クリニッ

14
看護補助者
長野市小柴見１２３ 所在地と同じ

¥62,900
104/

・看護補助者として、２年間勤務しながら長野
看護専門学校　准看護学科へ通学し准看護師
の資格を得る。・入学試験は学校にて行なう

・賃金：時給８５０円　月・火・木　８
５０円×５時間×１２日＝５１０００円

無 無 日曜日・祝日 シフトによる 00

一般診療所（外科・胃腸科、整形
外科）

（医）安藤外科整形外科 16
看護補助者
長野市高田　３６３ 所在地と同じ

¥81,550
16/

長野看護専門学校　准看護科に通学しながら
当医院の看護助手として実務を学ぶ。准看護
師の資格を得る

賃金について（１時間８５０円とす
る）月・火・木・土　８５０円×５時間
×１７日＝７

無 有 日曜日・祝日 00

病院（外科・胃腸科・肛門科）

（医）伊勢宮胃腸外科 32
看護補助者
長野市伊勢宮　１－２３－１ 所在地と同じ

¥75,650
32/

看護補助者として病院に勤務しながら２年間長
野看護専門学校准看護学科へ通学し、准看護
師の資格を得る。入学試験は学校にて行なう。

賃金について（例）月・火・木・土　
８５０×５ｈ×１６日＝６８，０００円

有 有 日曜日・祝日 00

病院（内科、小児科、整形外科、
外科等）

（医）公生会　竹重病院 83
看護補助者
長野市田町　２０９９ 所在地と同じ

¥61,200
83/

病棟、外来等での看護業務の補助 ①学院雇用条件とおり②給与：時
給８５０円　８５０円×４．５ｈ×１６日

有 有 シフト制による 00
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事業所 従業員数 当/全

職種

所在地 勤務場所

産業 賃金 賞与回月数変形労働　交替制　休日

仕事内容 備考

一般診療所（産婦人科）

（医）村井産婦人科 30
看護補助者
長野市大豆島　５３０７－２ 所在地と同じ

¥61,200
30/

・看護助手として、病院に勤務しながら、２年間
長野看護専門　学校准看護科へ通学し、准看
護師の資格を得る。・入学試験は学校で行な
う。

・賃金：時給８５０円　（例）月・火・
木・土　　８５０円×４時間×１８日
＝６１２００円

有 無 日曜日・祝日 00

病院（内科、精神科）

（医）博和会　上松病院 96
看護補助者
長野市上松　５－３－１０ 所在地と同じ

¥88,400
96/

・看護補助者として病院に勤務しながら、２年間
長野看護専　門学校准看護学科へ通学し、准
看護師の資格を得る。・入学試験は学校にて
行なう。

・賃金について：時給８５０円　前
年平均　月１０４時間勤務　　

有 有 月 9回 休日は月に８～ 22

一般診療所（肛門科、外科、胃
腸科）

（医）彦坂医院 17
看護補助者
長野市七瀬中町　１７６ 所在地と同じ

¥90,000
17/

・看護補助者として、医院に勤務しながら、２年
間長野看護専　門准看護学科へ通学し准看護
師資格を取得

・賃金：時給８７０円、２年次９００円
　（例）月・火・木・土　　　　　８７０
円×５

有 有 日曜日・祝日 土曜日は午後 11

有床診療所（泌尿器科、人工透
析）

（医）鈴木泌尿器科 43
看護補助者
長野市大字鶴賀　３４－１ 所在地と同じ

¥73,100
43/

看護補助者として、医院に勤務しながら２年間
長野看護専門学校准看護科へ通学し、准看護
師の資格を得る。入学試験は学校にて行なう。

・基本給：時給８５０円　月、火、
木：　４．５時間×８５０円×１２日＝
４５９００円

有 有 月 4回 22

老人福祉事業

（有）カインズ・ライフ 21
看護補助者
長野市上野２－６５－２０ 所在地と同じ

¥142,000
75/

認知症高齢者を少人数の集まりの中で、家庭
的な雰囲気を大切に１人ひとりの個性を尊重し
た介護を行なう。介護に関するあらゆる業務

・若いスタッフが多数活躍していま
す。・若手スタッフによる新人研修
が充実

無 有 月 9回 年間休日１０５ 11

老人福祉事業

（有）カインズ・ライフ 21
看護補助者
長野市上野２－６５－２０ 所在地と同じ

¥142,000
75/

・認知症高齢者を少人数の集まりの中で、家庭
的な雰囲気　を大切に一人ひとりの個性を尊
重した介護を行なう

・若いスタッフが多数活躍していま
す。・若手スタッフによる新人研修
が充実しています

有 有 月 9回 年間休日１０５ 11

老人福祉事業

（有）カインズ・ライフ 21
看護補助者
長野市上野２－６５－２０ 所在地と同じ

¥142,000
75/

認知症高齢者を少人数の集まりの中で、家庭
的な雰囲気を大切に一人ひとりの個性を尊重
した介護を行なう。介護に関するあらゆる業務
（生活介護及び身体介護）

・若いスタッフが多数活躍していま
す。・若手スタッフによる新人研修
が充実。

有 有 月 9回 年間休日　１０ 11

印刷・製本・情報関連産業

ダンク　セキ株式会社 88
グラフィックデザイナー
長野県長野市柳原２５５０ 所在地と同じ

¥153,000
88/

ｗｅｂサイトデザイン、コーディングｗｅｂアプリ
ケーションの開発

平成１８年７月１日社名変更しまし
たＩＳＯ９００１：２００８取得していま
す

無 無 日曜日・祝日 00

病院

医療法人　北野病院 0
看護補助者
長野市南千歳町９８２ 所在地と同じ

¥93,500
0/

・内科・循環器科・小児科・人工透析内科・消
化器外科・外科　婦人科を標榜した病床３５床
の一般病院です。・准看護学科の学生として当
院で看護実習・看護助手として

・賃金：時給８５０円　１日５時間程
度・一般病床３５床、人工腎臓血
液透析も行なって

有 無 日曜日・祝日 木曜・土曜日　 11

一般病院（３２床）

医療法人　北野病院 63
看護師
長野市三輪３－６－１０ 所在地と同じ

¥95,000
63/

＊内科・循環器内科・小児科・人工透析内科・
消化器外科・外科・婦人科を標榜した病床数３
５床の一般病院です。＊准看護学科の学生と
し当院で看護実習・看護補助として勤務しなが
ら２年間学

・賃金について（８５０円／時）１日
５時間程度・一般病棟３５床、人工
腎臓血液透析も行なって

有 無 日曜日・祝日 木・土曜日午 11

病院

医療法人　祐生会　丸山産婦人
科医院

40
看護補助者
長野市南千歳町９８２ 所在地と同じ

¥84,710
40/

・看護助手として、病院に勤務しながら、２年間
長野看護専門　学校准看護科へ通学し、准看
護師の資格を得る。・入学試験は学校にて行
なう。

・賃金：時給８６０円　（例）月・火・
木　　８６０円×４．５時間＝３８７０
円

無 有 月 7回 シフトによる 00
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事業所 従業員数 当/全

職種

所在地 勤務場所

産業 賃金 賞与回月数変形労働　交替制　休日

仕事内容 備考

病院

医療法人松樹会朝日病院 117
看護補助者
長野市大字南堀１３７－１ 所在地と同じ

¥74,800
117/

・看護補助者として病院に勤務しながら２年間
長野市医師会　付属看護専門学院准看護学
科へ通学し、准看護師の資格　を得る。

・単願のみ・継続雇用制度　６５歳
まで

有 有 日曜日・祝日 月 9回 00

空調調和、衛生設備、防災設備
の設計施工業

浦安工業株式会社　長野支店 34
建築技術者
長野市早苗町５２－３ 所在地と同じ

¥170,000
109/

・建築設備の空気調和設備・給排水衛生設備
及び防災設備　及び防災設備の設計施工、保
守かんり業務

・夏期休暇　　７月１日より９月３ま
で６日間年末年始休暇　１２月日
～１月４日までの６日間

無 無 日曜日・祝日・土曜日 1.52

医療用機械器具・医療用品製造
業

株式会社　アールエフ 115
筐体、機構設計
長野市中御所３ 所在地と同じ

155000
170/

当社アールエフブランド機器の開発・筐体、機
構設計、及び設計評価　主に、２Ｄ／３Ｄ　ＣＡ
Ｄを使った筐体デザイン、設計など

※給与は入社後の勤務態度、実
績等により査定　　　　　　　　　　　
　　　　　（基本給１５

無 無 日曜日・祝日・土曜日 業務 0.00

医療用機械器具・医療用品製造
業

株式会社　アールエフ 115
グラフィック・ＷＥＢデザ
長野市中御所３ 所在地と同じ

155000
170/

■当社アールエフ自社製品の広告・カタログ・
ポスターなどのデザイン制作（Ｉｌｕｓｔｒａｔｏｒ，Ｐｈｏ
ｔｏｓｈｏｐでの広告制作経験のある方）■当社
アールエフの自社ホームページのデザイン制
作・企画・運営（ＪａｖａＳ

※給与は入社後の勤務態度、実
績等により査定　　　　　　　　　　　
　　　　　（基本給１５

無 無 日曜日・祝日・土曜日 業務 0.00

医療用機械器具・医療用品製造
業

株式会社　アールエフ 115
電子回路設計・プリント
長野市中御所３ 所在地と同じ

155000
170/

当社アールエフ自社ブランド機器の開発・電子
回路設計、プリント基盤設計及び設計評価。主
にアナログ／デジタル回路。

※給与は入社後の勤務態度、実
績等により査定　　　　　　　　　　　
　　　　　（基本給１５

無 無 日曜日・祝日・土曜日 業務 00

医療用機械器具・医療用品製造
業

株式会社　アールエフ 115
販売管理・企画営業（
長野市中御所３ 東京都中央区八重洲１

155000
170/

当社アールエフの新規事業立ち上げに伴う募
集（転勤の可能性あり）・販売戦略、マーケティ
ング営業、販売マネージメント他

※給与は入社後の勤務態度、実
績等により査定　　　　　　　　　　　
　　　　　　（基本給１

無 無 月曜日・火曜日 業務状況に 00

医療用機械器具・医療用品製造
業

株式会社　アールエフ 115
情報処理技術者
長野市中御所３ 所在地と同じ

155000
170/

当社アールエフでのＳＥ・プログラマー・ソフトウ
エア設計開発・アールエフ自社ブランド機器の
開発・ソフトウエア開発及び設計評価。画像処
理、デバイスドライ　バファームウエ

※給与は入社後の勤務態度、実
績等により査定　　　　　　　　　　　
　（基本給１５０，００

無 無 日曜日・祝日・土曜日 業務 00

電気工事業

株式会社　マルタ池田興業 12
他に分類されない電気
長野市稲田３－４８－４０ 所在地と同じ

160000
15/

・入社後６ヶ月間は、技術研修のため元請の研
修所へ入所　する。・６ヶ月後は、格付資格取
得のための技術研修をしながらの

継続雇用制度　有　６５歳まで応
募前職場見学　可（随時）

無 無 日曜日・祝日 第２，４土曜日 00

石油製品販売

株式会社　高見澤 76
生コンクリート品質管理
長野市緑町１６０５－１４ 上田市殿城上左口３７２

172350
428/

生コンクリートのプラントオペレータ生コンクリー
トの品質管理

社内にソフトボールチームがあり
リーグ戦に出場しています。新入
社員歓迎ボーリング

有 無 日曜日・祝日・土曜日 年間１ 2.22

とび・土工・コンクリート工事業

株式会社　美整社 48
環境衛生技術者
長野市中御所３丁目９番１４号 所在地と同じ

155000
48/

・パソコン入力（建設、見積他）・新規取引先開
拓・環境ビジネスの拡大

・解体工法及び廃棄物処理の独
自の工法を取り入れ環境に優し　
い常に新しい事にチャレンジして

有 有 日曜日・祝日・土曜日 11

管工事業（さく井工事業を除く）

株式会社マツハシ冷熱 110
工事監理技術者
長野市若里一丁目５番１号 所在地と同じ

¥160,000
159/

・建設設備（空調・冷暖房・・給排水衛生設備・
農業施設・菌茸　栽培施設・冷凍冷蔵庫）の設
計積算、施工現場監理、修理　メンテナンス業
務

・長野本社のほか、松本、上田、
伊那、上越に支店を開設してお　
ります。

無 無 日曜日・祝日・土曜日 0.51
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事業所 従業員数 当/全

職種

所在地 勤務場所

産業 賃金 賞与回月数変形労働　交替制　休日

仕事内容 備考

障害者福祉事業

社会福祉法人　林檎の里 29
福祉施設寮母・寮父
長野県上水内郡飯綱町芋川６０１３ 所在地と同じ

¥163,400
35/

・知的障害、自閉症などの障害を抱えられてい
た（成人）の起床から就寝に到るまでの生活支
援全般。又は日中帯の活動（作業、スポーツ、
レクレ＾ション等）の支援。

・現在。私共のような事業所の福
祉職は、３ｋと言われ人気が無い
のが実情です、実際に業務に立

有 有 ロテーションを 3.62

一般土木建築工事業

川浦土建㈱ 18
工事監理技術者
長野県長野市大字西長野７９４－１ 所在地と同じ

¥155,000
32/

建築工事の設計・施工計画の作成、発注者と
の打合せ、資材、労務の調達、品質管理、写
真撮影、各種書類の作成

お盆休み８／１４．１５．１６の３日
間年末年始１２／３１～１／３　４日
以上

無 無 日曜日・祝日・土曜日 00

電気設備設計施工

中川電気工業株式会社　長野支
社

22
電気技術者
長野県長野市東鶴賀町２３番地 所在地と同じ

¥174,500
92/

各種電気設備工事（送電施設、発変電施設、
構内電気施設）の設計施工等、補助的な作業
を行う。以降、本人の適性により、設計・見積業
務・施工・工程管理業務に従

長野県内電気工事業界トップの
企業であり、電力会社送電発変
電施設から一般建築電気設備ま

有 無 日曜日・祝日・土曜日 第２・４ 2.52

他に分類されない非営利的団体

長野県土地改良事業団体連合
会

30
他に分類されない土木
長野市大字南長野字宮東４５２番地 所在地と同じ

137200
119/

・調査設計及び測量業務 １．県内転勤可能者２．互助制度
あり３．夏期休暇　７／１～９／３０
の間で５日間

無 無 日曜日・祝日・土曜日 0.00

療術業

長野長生館 4
他に分類されないその
長野市石渡１８－３ 所在地と同じ

0
4/

・整体治療（脊椎矯正）・背骨、骨盤等を整え治
し病気を治す・長生館勤務後、３年間の専門学
校に入り、国家資格を取得　して、独立開業と

・勤務時間①０７：００～１８：３０の
間の８時間勤務です　　　　　　　②
０７：

無 無 日曜日 水曜日隔週休 0.00

電気通信設備の設計・施工・保
守

東日本システム建設株式会社
（ＴＯＳＹＳ）

80
電気通信エンジニア
長野県長野市北長池１８９８－１０ 長野県・新潟県　各事

¥160,000
757/

・電気通信設備（ＮＴＴのＢフレッツ、ひかり電
話、ＮＴＴドコモ他のモバイル設備等）の設計・
施工・保守・施工管理及び宅内設備の保守。

ＴＯＳＹＳグループはＮＴＴと共に
光アクセス工事など電気通信設備
の構築や、高速・大容量

有 無 日曜日・祝日・土曜日 1.81

電気通信設備の設計・施工・保
守

東日本システム建設株式会社
（ＴＯＳＹＳ）

80
電気通信エンジニア
長野県長野市北長池１８９８－１０ 所在地と同じ

160000
757/

・電気通信設備（ＮＴＴのＢフレッツ、ひかり電
話、ＮＴＴドコモ他のモバイル設備等）の設計・
施工・保守・施工管理及び宅内設備の保守・通
信ケーブルの接続や切断時に色の区別をす

ＴＯＳＹＳグループはＮＴＴと共に
光アクセス工事など電気通信設備
の構築や、高速・大容量のネ

無 無 日曜日・祝日・土曜日 3.62

分野: 販売

ハンバーガー製造販売

（有）タケジコーポレーション 9
百貨店・スーパー販売
長野市栗田　９１２ 所在地と同じ

170850
65/

・ハンバーガーを中心とした、ファーストフード
商品をマニュア　ルに沿って調理し店頭販売・
接客業務を行なう。

・長野東和田店　　　　　通年営業
　１０：００～２４：００・長野南バイパ
ス店　　

有 有 月 8回 シフトによる 22

生命保険業

エイアイジー・スター生命保険株
式会社

90
保険募集人
長野市南石堂町１２９３ 所在地と同じ

160000
5,368/

生命保険コンサルティング、販売 応募前職場見学　不可
無 無 日曜日・祝日・土曜日 02

医療用機械器具・医療用品製造
業

株式会社　アールエフ 115
営業・販売・企画（総合
長野市中御所３ 所在地と同じ

155000
170/

当社アールエフの新規事業立ち上げに伴う募
集（転勤の可能性あり）・営業、販売戦略企画

※給与は入社後の勤務態度、実
績等により査定　　　　　　　　　　　
　　　　（基本給１５０

無 無 日曜日・祝日・土曜日 業務 00

医療用機械器具・医療用品製造
業

株式会社　アールエフ 115
営業・販売・企画（総合
長野市中御所３ 東京都中央区八重洲１

155000
170/

当社アールエフの新規事業立ち上げに伴う募
集（転勤の可能性あり）・営業、販売戦略企画

※給与は入社後の勤務態度、実
績等により査定　　　　　　　　　　　
　　　　　　（基本給１

無 無 月曜日・火曜日 業務状況に 0.00
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医療用機械器具・医療用品製造
業

株式会社　アールエフ 115
営業・販売・企画（総合
長野市中御所３ 福岡市博多区博多駅

155000
170/

当社アールエフの新規事業立ち上げに伴う募
集（転勤の可能性あり）・営業、販売戦略企画

※給与は入社後の勤務態度、実
績等により査定　　　　　　　　　　　
　　　　（基本給１５０

無 無 月曜日・火曜日 業務状況に 00

医療用機械器具・医療用品製造
業

株式会社　アールエフ 115
営業・販売・企画（総合
長野市中御所３ 名古屋市中村区椿町７

155000
170/

当社アールエフの新規事業立ち上げに伴う募
集（転勤の可能性あり）・営業、販売戦略企画

※給与は入社後の勤務態度、実
績等により査定　　　　　　　　　　　
　　　　　　（基本給１

無 無 月曜日・火曜日 業務状況に 0.00

医療用機械器具・医療用品製造
業

株式会社　アールエフ 115
営業・販売・企画（総合
長野市中御所３ 大阪市北区大淀中１－

155000
170/

当社アールエフの新規事業立ち上げに伴う募
集（転勤の可能性あり）・営業、販売戦略企画

※給与は入社後の勤務態度、実
績等により査定　　　　　　　　　　　
　　　　（基本給１５０

無 無 月曜日・火曜日 業務状況に 0.00

医療用機械器具・医療用品製造
業

株式会社　アールエフ 115
海外営業・販売企画
長野市中御所３ 所在地と同じ

155000
170/

当社アールエフの新規事業立ち上げに伴う募
集（転勤の可能性あり）・海外への当社アール
エフ製品の宣伝・販売

※給与は入社後の勤務態度、実
績等により査定　　　　　　　　　　　
　　　　　（基本給１５

無 無 日曜日・祝日・土曜日 業務 0.00

医療用機械器具・医療用品製造
業

株式会社　アールエフ 115
営業・販売事務
長野市中御所３ 所在地と同じ

155000
170/

当社アールエフの新規事業立ち上げに伴う募
集（転勤の可能性あり）・パソコン入力、来客・
電話応対、営業サポート

※給与は入社後の勤務態度、実
績等により査定　　　　　　　　　　　
　　　　　（基本給１５

無 無 日曜日・祝日・土曜日 業務 00

自動車小売業

株式会社　インターメッツ 6
小売外交員
長野市大字高田五分一５２３ 所在地と同じ

150000
6/

自動車の販売　営業職 ・給料は能力給なので出来高払
いです・年１回、海外への社員旅
行有

無 無 日曜日・祝日・火曜日 月 2回 0.00

呉服・服地・寝具小売業

株式会社　たちばな 0
衣服・身の回り品販売
長野市鶴賀緑町２２１４ 所在地と同じ

192000
215/

・呉服の接客・販売。アフターフォロー ・就業場所は、長野本社、茅野、
飯田、塩尻のいずれかにないま
す。

無 無 00

きもの＆ファッション商品の販売

株式会社　まるため 50
イベントクリエーター
長野市南千歳１－３－５ 所在地と同じ

¥154,000
50/

きもの＆ファッション商品の接客販売　きものの
情報発信・イベント企画立案

きもの専門店で全国トップクラスブ
ランドバッグの販売・貴金属の買
取りコーナー

無 無 月２回 00

きもの＆ファッション商品の販売

株式会社　まるため 50
ファッションアドバイザ
長野市南千歳１－３－５ 所在地と同じ

¥154,000
50/

きもの＆ファッション商品の販売・アドバイス きもの専門店で全国トップクラスブ
ランドバッグの販売・貴金属の買
取りコーナー

無 無 月２回 33

石油製品販売

株式会社　高見澤 76
ガソリンスタンドでの給
長野市緑町１６０５－１４ 長野市大豆島中之嶋３

167850
428/

自動車等への給油作業窓ふき、灰皿交換オイ
ル交換（経験後）

長野市、須坂市、中野市に１０店
舗ＳＳを経営しています。配属ＳＳ
は通勤等を考慮

有 有 月 9回 シフト制による 2.22

農業・家庭園芸用噴霧機等機械
器具製造販売

株式会社　麻場 94
営業
長野市大字北長池　１４４３－２ 所在地と同じ

136000
135/

得意先担当入社後３か月は研修期間として、
終了後配属する。当初１カ月位は社内研修

入社後３ヶ月は研修期間とする。
夏休みは８月１１日から８月１９日
の９日間

有 無 日曜日・祝日 休日カレンダ 01

2011年4月6日 11/12 ページ



事業所 従業員数 当/全

職種

所在地 勤務場所

産業 賃金 賞与回月数変形労働　交替制　休日

仕事内容 備考

小売業（スーパーマーケット）

株式会社マツヤ 0
販売職
長野市北尾張部７１０番地１ 長野県東北信・中信の

¥174,530
2,145/

入社後はひとつの部門（例えば鮮魚、精肉部
門等）に配属され、作業室にて売場にて販売
する商品づくりに従事します。同時に売場にお
いて商品陳列をしながらお客様との接客対応、
ご案内

長野県下東北信中信にマツヤと
ユーパレットを２６店舗を持つ生鮮
食品中心のスーパーマー

無 有 月 9回 1.82
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