
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

篠ノ井職安：

分野: サービス

旅館業

スターツリゾート株式会社（ホテ
ル清風園）

77
調理係
長野県千曲市上山田温泉２－２－２ 所在地と同じ

145000
126/

調理係り（会席料理・朝食バイキング等）シフト
により早番勤務あり

有 無 月 7回 00

旅館業

スターツリゾート株式会社（ホテ
ル清風園）

77
接客係
長野県千曲市上山田温泉２－２－２ 所在地と同じ

145000
126/

客室へのご案内・配膳・宴会場準備・ルーム
サービス・接客業務清掃・パソコン業務の一部
他館内全般の業務補助

有 有 月 7回 0.00

アミューズメント施設の経営

株式会社　バビデ 5
接客サービス職
長野県千曲市大字桜堂２７４－７ 所在地と同じ

¥212,300
83/

パチンコホールで接客サービスの提供を中心
にホール業務全般を行っていただきます。

無 有 月 8回 00

ホテル業

大和リゾート株式会社　信州松
代ロイヤルホ

137
料飲部　料飲サービス
長野県長野市松代町西寺尾１３７２ 所在地と同じ

152000
2,401/

レストラン・宴会場での料理・飲料の提供および
会場設営、接客業務

有 有 月 8回 00

美容業

美容室あっぷる戸倉店 10
美容師補助業務
戸倉店／千曲市戸倉1980　　　 所在地と同じ

¥132,000
10/

＊美容師補助業務＊　ｼｬﾝﾌﾟｰ･ｶﾗｰ･ﾊﾟｰﾏ等
について美容師の補助業務を　担当していた
だきます。

県下20店舗を展開しているｸﾞﾙｰ
ﾌﾟ会社です。ｺﾝｸｰﾙ･当社ｸﾞﾙｰﾌﾟ
ﾍｱｰｼｮｰへの参加があります。

無 無 月 6回 シフト制による 00

美容業

隆盛コーポレーション 9
美容師補助業務
長野県千曲市桜堂３５９－１ ヴァンカウンシル長野店

¥132,000
120/

＊美容師補助業務＊　ｼｬﾝﾌﾟｰ･ｶﾗｰ･ﾊﾟｰﾏ等
について美容師の補助業務を　担当していた
だきます。

当社では美容師という職業で夢を
叶えたい方を精一杯応援する企
業です。コンクール、当社ヘ

無 無 月 6回 店ｼﾌﾄによる 00

美容業

隆盛コーポレーション 9
美容師補助業務
長野県千曲市桜堂３５９－１ ａｎｇｅ（アンジュ）川中島

¥132,000
120/

＊美容師補助業務＊　シャンプー・カラー・
パーマ等について美容師の補助業務を　担当
していただきます。

当社では美容師という職業で夢を
叶えたい方を精一杯応援する企
業です。コンクール、当社グ

無 無 月 6回 店ｼﾌﾄによる 00

美容業

隆盛コーポレーション 9
美容師補助業務
長野県千曲市桜堂３５９－１ ａｎｇｅ（アンジュ）大豆島

¥132,000
120/

＊美容師補助業務＊　シャンプー・カラー・
パーマ等について美容師の補助業務を　担当
していただきます。

当社では美容師という職業で夢を
叶えたい方を精一杯応援する企
業です。コンクール、当社グ

無 無 月 6回 店ｼﾌﾄによる 00

美容業

隆盛コーポレーション 9
美容師補助業務
長野県千曲市桜堂３５９－１ ヴァンカウンシルセレク

¥132,000
120/

＊美容師補助業務＊　　シャンプー・カラー・
パーマ等の美容師の補助業務を　　担当して
いただきます。

当社では美容師という職業で夢を
叶えたい方を精一杯応援する企
業です。ｺﾝｸｰﾙ､当社ｸﾞﾙｰﾌﾟﾍｱ

無 無 月 6回 店ｼﾌﾄによる 00

美容業

隆盛コーポレーション 9
美容師補助業務
長野県千曲市桜堂３５９－１ ａｎｇｅ(ｱﾝｼﾞｭ)中野店　　

¥132,000
120/

＊美容師補助業務＊　ｼｬﾝﾌﾟｰ･ｶﾗｰ･ﾊﾟｰﾏ等
について美容師の補助業務を　担当していた
だきます。

当社では美容師という職業で夢を
叶えたい方を精一杯応援する企
業です。ｺﾝｸｰﾙ､当社ｸﾞﾙｰﾌﾟﾍｱ

無 無 月 6回 店ｼﾌﾄによる 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

美容業

隆盛コーポレーション 9
美容師補助業務
長野県千曲市桜堂３５９－１ エヴァー高田店　　　　　

¥132,000
120/

＊美容師補助業務＊　ｼｬﾝﾌﾟｰ･ｶﾗｰ･ﾊﾟｰﾏ等
について美容師の補助業務を　担当していた
だきます。

当社では美容師という職業で夢を
叶えたい方を精一杯応援する企
業です。ｺﾝｸｰﾙ、当社ｸﾞﾙｰﾌﾟﾍ

無 無 月 6回 店ｼﾌﾄによる 00

美容業

隆盛コーポレーション 9
美容師補助業務
長野県千曲市桜堂３５９－１ ｴｳﾞｧｰ更埴店　　千曲

¥132,000
120/

＊美容師補助業務＊　ｼｬﾝﾌﾟｰ･ｶﾗｰ･ﾊﾟｰﾏ等
について美容師の補助業務を　担当していた
だきます。

当社では美容師という職業で夢を
叶えたい方を精一杯応援する企
業です。ｺﾝｸｰﾙ､当社ｸﾞﾙｰﾌﾟﾍｱ

無 無 月 6回 店ｼﾌﾄによる 00

美容業

隆盛コーポレーション 9
美容師補助業務
長野県千曲市桜堂３５９－１ ａｎｇｅｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸ店　　　

¥132,000
120/

＊美容師補助業務＊　ｼｬﾝﾌﾟｰ･ｶﾗｰ･ﾊﾟｰﾏ等
について美容師の補助業務を　担当していた
だきます。

当社では美容師という職業で夢を
叶えたい方を精一杯応援する企
業です。ｺﾝｸｰﾙ､当社ｸﾞﾙｰﾌﾟﾍｱ

無 無 月 6回 店ｼﾌﾄによる 00

美容業

隆盛コーポレーション 9
美容師補助業務
長野県千曲市桜堂３５９－１ ヴァンカウンシル松本店

¥132,000
120/

＊美容師補助業務＊　ｼｬﾝﾌﾟｰ･ｶﾗｰ･ﾊﾟｰﾏ等
について美容師の補助業務を　担当していた
だきます。

当社では美容師という職業で夢を
叶えたい方を精一杯応援する企
業です。コンクール、当社グ

無 無 月 6回 店ｼﾌﾄによる 00

美容業

隆盛コーポレーション 9
美容師補助業務
長野県千曲市桜堂３５９－１ ａｎｇｅパレオ店

¥132,000
120/

＊美容師補助業務＊　シャンプー・カラー・
パーマ等について美容師の補助業務を　担当
していただきます。

当社では美容師という職業で夢を
叶えたい方を精一杯応援する企
業です。コンクール、当社グ

無 無 月 6回 店ｼﾌﾄによる 00

分野: その他

警備業

株式会社グローバル警備保障 162
交通誘導警備員
長野市稲里町中央１－６－１ 所在地と同じ

¥147,400
291/

工事現場・イベント会場・駐車場等における交
通誘導警備業務

有 無 月 8回ローテーション 00

警備請負業

株式会社トスネット信越事業部
長野営業所

23
警備職
長野県長野市稲里町中氷鉋１１６３ 所在地と同じ

¥140,800
3124/

（１）施設常駐警備業務・列車見張業務（２）交
通誘導警備業務（工事現場・駐車場）（３）雑踏
警備業務（イベント・催事）

有 無 月 8回 00

分野: 運輸・通信

物流サービス

株式会社アップル運輸長野営業
所

50
運転助手
長野市真島町川合１９７７－７ 長野市大豆島４１８９

130000
150/

アート引越しセンターの引越し作業全般東京イ
ンテリア」「・クリナップ・フランスベッド・ジャパ
ネットなどの荷主様の商品を配送する補佐。

有 無 月 6回 0.00

分野: 建設・労務

舗装工事・土木工事

株式会社アスペック 27
舗装技能職
長野県長野市大橋南二丁目１５番地 所在地と同じ

170000
27/

アスファルト舗装　一般道路駐車場等機械舗
装（フィニシャー、ローラー、グレーダー、バック
ホウ等）による作業

当社は㈱守谷商会の子会社で
す。（休日）お盆　　８月１３日～８
月１６日　４日

有 無 日曜日・祝日・土曜日 月 6回 0.00
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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

貨物自動車運送業、貨物取扱業

協同組合一城総合センター南部
事業所

11
３温度帯仕分け業務
長野市青木島町綱島７７４番地５ 長野市川中島町御厨３

140000
42/

温度５℃の室内での食品仕分け業務・冷蔵庫
内作業あり・重量物の移動あり

有 無 00

一般土木建築工事業

池田建設株式会社 28
現場技術補助
長野県長野市青木島１丁目１２番地 所在地と同じ

158000
28/

土木・建築現場を積んだ後、会社の補助で資
格取得できます。施工・品質・工程・安全・原価
管理・地元対策等多岐にわたる現場全般管理
の補助をお願いします。

無 無 日曜日・祝日・土曜日 00

分野: 事務

医療業

JA長野厚生連　篠ノ井総合病院 789
事務
長野市篠ノ井会６６６－１ 所在地と同じ

147280
6,339/

・来院者（患者、受診者、家族 等）の受付・案
内業務・カルテ整理・医療事務業務

◇休日・休暇･･･夏期（４日間)、年
末年始（５日間）　など◇クラブ活
動･･･野球、

有 無 日曜日・祝日 ４週７休 3.83

旅館業

スターツリゾート株式会社（ホテ
ル清風園）

77
フロント・宿泊予約係
長野県千曲市上山田温泉２－２－２ 所在地と同じ

145000
126/

お客様のチェックイン・チェックアウト・送迎・客
室案内・パソコン会計業務他電話交換業務・電
話による予約受付・コンピュータ入力業務他館
内全般の業務補助

有 有 月 7回 00

外衣・シャツ製造業（和式を除く）

フレックスジャパン株式会社 360
物流業務
長野県千曲市大字屋代２４５１ 所在地と同じ

143020
413/

数年後には営業（ルートセールス）へ配属となり
ます。営業候補として物流業務（倉庫管理、
シャツのピッキング値札作成、値札付け、自動
仕分機のオペレーション等）に従事していただ
きます。

有 無 日曜日 会社カレンダー 02

各種シャツの企画、製造、販売

フレックスジャパン株式会社 360
物流事務
長野県千曲市大字屋代２４５１ 所在地と同じ

143020
413/

お得意先様からの注文（オンライン、ＦＡＸ、電
話等）を受け、パソコンを使っての伝票作成業
務、売上計上処理など、事務のお仕事です。
週の初め、繁忙期は残業が多いです。

有 無 日曜日 当社カレンダー 0.02

アミューズメント施設の経営

株式会社　バビデ 5
経理事務職
長野県千曲市大字桜堂２７４－７ 所在地と同じ

172300
83/

パチンコホール各店舗の金銭集計伝票などの
記入支払い業務

無 無 月 8回 0.00

電気器具（家電・電設資材・住
設）　総合卸

株式会社　冨士電機 7
家電、住設機器の業務
長野県千曲市屋代字高畑2811 所在地と同じ

175000
82/

家電品等の受発注業務（パソコンによるメ－カ
－注文、在庫確認等）商品管理（商品の入出
庫）、配達業務、接客業務、伝票発行営業補
佐及び営業見習い、見積業務、

ＵＲＬ　http://www.e-fuji.co.jpパ
ナソニック電工友の会入会

有 無 日曜日・祝日・土曜日 当社 00

一般貸切旅客自動車運送事業

株式会社アリーナ 50
事務職
長野市篠ノ井塩崎６９４４－１ 所在地と同じ

150000
50/

ツアーバス受付（窓口・電話）データ入力（エク
セル・専用ソフト）名簿・座席表作成（ＰＣにて）

有 無 0.00

分野: 製造・製作
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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

半導体製造装置、金型等の設
計、製造、販売

アピックヤマダ株式会社 407
製造
長野県千曲市大字上徳間９０番地 所在地と同じ

¥155,500
0/

半導体製造装置の組立、調整等を行う。金型
の金属部品の切削加工等を行う。金型の組
立、調整等を行う。

◆有給休暇積立制度、育児休
業・介護休業制度、財形貯蓄制
度等、福利厚生制度が充実して

有 有 日曜日・祝日・土曜日 11

オート、情報、生活機器の開発、
製造、販売

エムケー精工株式会社 400
製造職
長野県千曲市雨宮１８２５ 長野県上水内郡信濃

¥155,450
838/

門型洗車機、灯油用タンクローリー、その他の
オート機器の組立作業に従事する。

有 有 日曜日・祝日・土曜日 1.32

オート、情報、生活機器の開発、
製造、販売

エムケー精工株式会社 400
製造職
長野県千曲市雨宮１８２５ 所在地と同じ

¥155,450
838/

製品の組立もしくは完成品の仕上げ作業に従
事する。

有 有 日曜日・祝日・土曜日 1.32

電子・光学材料の精密加工業

セラテックジャパン株式会社 175
機械オペレータ
長野市篠ノ井岡田500 所在地と同じ

¥147,000
175/

加工機械を操作し、電子・光学材料を精密に
加工します。加工機械の操作、メンテナンス、
加工品のセット・取り出しの作業を担当します。

厚生施設：食堂、図書室、和室行
　　事：社員旅行、忘年会、各種
球技大会他

有 有 日曜日・祝日・土曜日 会社 0.31

電子・光学材料の精密加工業

セラテックジャパン株式会社 175
製造補助業務
長野市篠ノ井岡田500 所在地と同じ

¥147,000
175/

加工機械投入前の製品接着作業。精密加工
後の製品の洗浄作業。様々な素材を扱います
が、流れ作業ではないので、

厚生施設：食堂、図書室、和室行
　　事：社員旅行、忘年会、各種
球技大会他

無 無 日曜日・祝日・土曜日 会社 0.31

電子・光学材料の精密加工業

セラテックジャパン株式会社 175
検査業務
長野市篠ノ井岡田500 所在地と同じ

¥147,000
175/

加工された製品の外観検査、寸法の測定検
査、記録を行います。明るくクリーンな職場で
座って行う仕事です。製品ごとに検査の内容は
異なりますが、集中力と注意力が

厚生施設：食堂、図書室、和室行
　　事：社員旅行、忘年会、各種
球技大会他

無 無 日曜日・祝日・土曜日 会社 0.31

ジャム、マーマレード、ジュース
等の製造

デイリーフーズ株式会社 123
生産
長野県埴科郡坂城町大字上平１４３ 所在地と同じ

¥150,000
202/

ジャム、マーマレード、ジュース等の果実加工
品の製造現場作業。原料処理、製造、仕上げ
作業等の生産業務を担当。明るく健康で、体
力に自信のある方。

無 無 日曜日・祝日・土曜日 12

医薬品製造業

ミヤリサン製薬株式会社坂城工
場

95
製造部門
長野県埴科郡坂城町大字中之条１０ 所在地と同じ

¥154,000
202/

医薬品等の製造に関わり、機械の操作を定め
られた手順に従って作業を行う。又、製造に関
る原料・資材の保管・出庫作業を行う。

無 無 日曜日・祝日・土曜日 2.22

プラスチック金型・プラスチック成
形加工

株式会社　ホクト精工 32
機械工
長野県千曲市大字羽尾1562 所在地と同じ

¥164,500
62/

金型のパーツ部品を自動プロ使用し操作す
る。ワイヤーカット、マシニングセンター、NCフラ
イス等の加工する。

確定給付企業年金制度有り。レク
レーション、社員旅行の親睦会あ
り。

無 無 日曜日・祝日・土曜日 月 8回 00

チョコレート菓子製造

株式会社　ロビニア 115
チョコレート製造・梱包
埴科郡坂城町中之条541 所在地と同じ

¥150,000
115/

チョコレート製造・包装作業基本からスタート
し、3年後の独立実践を目指す。5年後をめど
に能力、適正を判断し、作業リーダーを任せる
予定。

社員旅行あり（一部会社負担）
ゴールデンウィーク、盆休み、年
末年始休暇あり

有 有 日曜日・祝日 当社暦にて 1.52

建築鉄骨加工(首都圏のビルや
ホテル・駅)

株式会社　西澤製作所 33
キャド・施工図
長野市大橋南1丁目20番地1号 所在地と同じ

150000
33/

工場で加工するための図面をキャドを使い施
工図を描いたり、ゼネコンや設計事務所と打合
せをし、図面に反映させる仕事です。後世まで
残る建物を作っており、やりがい・達成感の得
られる仕事で

平均年齢も若くモチベーションの
高い会社です。やる気のある方、
がんばった分だけ認めて

有 無 日曜日・祝日 基本的に隔週 0.51

2011年4月6日 4/8 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

建築鉄骨加工(首都圏のビルや
ホテル・駅)

株式会社　西澤製作所 33
鉄骨加工
長野市大橋南1丁目20番地1号 所在地と同じ

150000
33/

ビルやホテル、著名な施設の建物の骨組（鉄
骨）を工場で作っています。溶接や鋼材加工を
施し、柱・梁に仕上げていきます。後世まで残
る建物を作っており、やりがい・達成感の得られ
る仕事で

平均年齢も若くモチベーションの
高い会社です。やる気のある方、
がんばった分だけ認めて

有 無 日曜日・祝日 基本的に隔週 0.51

輸送用機械器具製造業

株式会社　都筑製作所 247
機械工
長野県埴科郡坂城町大字坂城６６４９ 同上又は丸子工場（上

¥158,700
400/

NC旋盤、マシニングセンター、トランスファーマ
シン、各種専用機自動化ロボットライン等での
機械加工・仕上げ・組立・検査等の作業に従事
します。大量生産ラインと多品種少量生産のラ
インがあり

私たち都筑製作所は、本田技研
工業㈱及び㈱小松製作所の主要
系列企業として、安全で高品質

有 有 日曜日・土曜日 月 8回 00

病院向けの滅菌済み医療用具
開発製造

株式会社　八光 200
シングルユース医療機
長野県千曲市大字磯部1490 所在地と同じ

¥141,700
200/

シングルユース医療機器の組立作業 １．本社：長野県千曲市大字磯部
1490番地　　関連工場：県内４ヶ
所（千曲市、坂城町）

有 無 日曜日・祝日・土曜日 月 10 1.52

病院向けの滅菌済み医療用具
開発製造

株式会社　八光 200
細径パイプを使った組
長野県千曲市大字磯部1490 所在地と同じ

¥141,700
200/

細径パイプを使った組立、加工、製造職 １．本社：長野県千曲市大字磯部
1490番地　　関連工場：県内４ヶ
所（千曲市、坂城町）

有 無 日曜日・祝日・土曜日 月 10 1.52

病院向けの滅菌済み医療用具
開発製造

株式会社　八光 200
シングルユース医療機
長野県千曲市大字磯部1490 所在地と同じ

¥141,700
200/

シングルユース医療機器の品質検査 １．本社：長野県千曲市大字磯部
1490番地　　関連工場：県内４ヶ
所（千曲市、坂城町）

有 無 日曜日・祝日・土曜日 月 10 1.52

工業用電熱ヒーター　及び関連
製品

株式会社　八光電機製作所 80
電熱ヒーター製造工程
長野県千曲市大字磯部1490 所在地と同じ

¥146,200
80/

電熱ヒーター工程での製造職 １．本社：長野県千曲市大字磯部
1490番地　　関連工場：県内４ヶ
所（千曲市、坂城町）

有 無 日曜日・祝日・土曜日 月 10 1.52

ブレーキ部品・半導体部品等

株式会社イケダ 20
機械オペレーター
長野県埴科郡坂城町南条４９１０－ 所在地と同じ

¥135,000
34/

・入社時より即戦力としてマシニングセンターの
オペレーターからＣＡＤを使ってのプログラム作
成をします。・高度複雑な部品加工や製品作
成であるため、ミスはつきものです。失敗を恐れ

有 有 日曜日・祝日 年間１００日 00

建設用・建築用金属製品製造業
（製缶板金業

株式会社カワモト 39
製造
長野市川中島町今井１７８０ 飯山市大字照里字南

150000
48/

厚板鋼板の総合加工センターとして近代的設
備のもと、鋼板の溶接・異形の溶接Ｈ型鋼の製
造、生産オペレーション検査の仕事です。

無 無 日曜日・祝日・土曜日 第３土 0.00

精密板金加工・精密プレス加工

株式会社岡田製作所 35
機械オペレーター
埴科郡坂城町大字中之条１７５０－ 所在地と同じ

¥163,000
35/

ＮＣＴ、プレス、ベンダー、成形機等溶接作業
組立作業

無 無 日曜日・土曜日 00

鋼構造物製作工場

株式会社宮入鉄工所 22
製造
長野県長野市松代町東寺尾2628 所在地と同じ

¥177,000
22/

建物の骨組み部分である鉄骨の加工図・施工
図の作成。溶接加工した製品の組み立て。

お盆休みは、8月13日、16日の 2
日間｡　※土曜日は隔週年末年始
休みは、12月30

無 無 日曜日・祝日・土曜日 00

プラスチック精密金型製作

株式会社光和 25
製造
埴科郡坂城町坂城３１８－１ 所在地と同じ

¥150,000
25/

プラスチック精密金型の製作
無 無 日曜日・祝日 会社カレンダ 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

パソコン・携帯電話・自動車用コ
ネクター部

株式会社高﨑製作所 60
製造
長野県千曲市大字屋代２８１０ 所在地と同じ

¥160,000
60/

入社後本人の適性をみて、製造部、技術部、
品管部にて従事してもらう。

有 有 日曜日・土曜日 会社カレン 1.52

機械部品・油圧部品・板金筐体
プレス加工

株式会社青木製作所 43
金属製品製造
長野市稲里町中央四丁目２１－２ 所在地と同じ

¥175,000
43/

板金ＮＣ加工機、切削加工機を使用しての加
工、製造

無 無 日曜日・祝日・土曜日 会社 00

建設機械の販売・レンタル・整備

株式会社前田製作所 33
機械修理工
長野県長野市篠ノ井御幣川１０９５ 愛知県愛知郡東郷町

163000
606/

入社後の１年間は、専属トレーナーに従い、パ
ワーショベルブルドーザ等建設機械の整備作
業を習う。２年目からは、本人の適正により整備
巡回サービス等に従事する。又溶接等必要

有 無 日曜日・祝日・土曜日 1.31

建設機械の販売・レンタル・整備

株式会社前田製作所 33
建設機械整備
長野県長野市篠ノ井御幣川１０９５ 三重県四日市市小古

163000
606/

入社後の１年間は、専属トレーナーに従い、パ
ワーショベルブルドーザ等建設機械の整備作
業を習う。２年目からは、本人の適正により整備
巡回サービス等に従事する。又、溶接等必

有 無 日曜日・祝日・土曜日 1.31

自動ドア販売・施工・保守及び建
具工事

株式会社長野ナブコ 24
工務
長野市丹波島一丁目８０５番地 所在地と同じ又は松本

¥152,700
57/

自動ドア及び関連商品の施工及び現場管理
保守メンテナンスの現場管理

日本の自動ドアのパイオニアであ
るナブテスコ㈱の代理店として、
販売・施工・保守サービ

有 無 日曜日・祝日・土曜日 月1回 1.73

自動車・同附属品製造業

株式会社柳沢精機製作所 554
技能（製造）
長野県埴科郡坂城町大字坂城７００ 所在地と同じ

¥159,000
554/

製造工程での機械オペレーター、部品組立、
検査等。

無 有 日曜日・土曜日 22

鉄骨設計・製作、水門設計・製作

協立工業株式会社 22
鋼構造物製作技能者
長野市川中島町御厨１０６９ 所在地と同じ

¥150,000
22/

工場内において鉄骨の加工・組立・溶接を行う 当社の鉄骨組立技術・水門製作
技術は、顧客の皆様から高く評価
されており、今後とも顧客の

有 無 日曜日・祝日 会社カレンダ 00

医療用医薬品の研究製造販売

寿製薬株式会社 92
製造、検査梱包
長野県埴科郡坂城町大字坂城６３５ 所在地と同じ

¥150,000
92/

・工場内で薬品、原料の製造合成にあたる。・
製剤工場内で医薬品の製造にあたる。・製剤
工場で医薬品の検査と梱包にあたる。

無 無 日曜日・祝日・土曜日 53

半導体パッケージ製造販売／ＩＣ
アセンブリ

新光電気工業株式会社 3,127
組立、機械加工・保全、
長野県長野市小島田町８０番地 所在地と同じ

226110
4,347/

・ＩＣパッケージ、リードフレーム等の電子部品・
治工具・金型・　機械設備他の組立、機械保
全、機械加工、又はめっき等を　行う。・電子部
品の組立、部品加工、試験、検査を行う。

有 有 日曜日・祝日・土曜日 0.02

屋根工事全般・リフォーム事業・
太陽光発電

石井瓦工業株式会社 24
技能
長野県千曲市千本柳867-2 所在地と同じ

¥160,000
26/

・屋根、外壁の施工・リフォーム工事・住宅新エ
ネルギー事業（太陽光発電システム）販売・取
付

○変形労働時間制・4月から9月ま
で始業8：00～18:30　　　　　　　　
　10月

有 無 日曜日・祝日・土曜日 月 8回 12

①電気機器製造販売②電力工
事業

長野愛知電機株式会社 143
電気工事
長野市川中島町原1280 所在地と同じ

¥171,100
156/

中部電力（株）、東京電力（株）他からの受注に
よる発変電施設や送電通信施設の設計施工。
作業現場等で業務や技術を習得し、将来は現
場責任者として

○通勤手当の12470円はマイカー
通勤者の上限。○公共交通機関
利用者は1カ月定期代の90％支
給

無 無 日曜日・祝日・土曜日 0.62
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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

建設機械の設計・製造・販売

長野工業株式会社 122
機械加工
千曲市八幡３２９７－２ 所在地と同じ

155000
145/

建設機械製造に関する加工設備のプログラミ
ング及び加工

無 無 日曜日・土曜日 年間休１１９ 00

プラスチック射出成形機の製造・
販売

日精樹脂工業株式会社 440
組立、検査、部品加工
長野県埴科郡坂城町大字南条２１１ 所在地と同じ

¥154,500
629/

新入社員研修後、射出成形機の組立作業、検
査作業、部品加工、修理などの仕事に従事す
る。全国に営業拠点がある為、転勤の可能性
があります。

応募前職場見学　可（８月２日
（月）・８月２３日（月））

無 無 日曜日・祝日・土曜日 00

漬物・佃煮の製造・販売

有限会社　宮城商店　（木の花
屋）

30
製　造
千曲市大字中355番地 所在地と同じ

¥155,000
35/

生産者の方々が丹精込めて作って下さった野
菜をおいしい漬物や佃煮にしてお客様に喜ん
でいただく仕事です。信州伝統の食文化を大
切に思い、丁寧な作業をして下さる方を募集し
ています。

近年、順調に業績を伸ばしており
ます。味わいに”心のふるさと”を
求めて、おいしい漬物

無 無 日曜日・土曜日 年休日105 00

分野: 専門・技術

外科、呼吸器外科、胃腸外科、
気管食道科等

ナカジマ外科病院 49
看護助手
長野県長野市青木島１－２３－３ 所在地と同じ

53550
49/

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
師の資格を取得する。

無 無 日曜日・祝日 00

入所老人の療養介護

医療法人博人会　介護老人保健
施設桜ホーム

67
介護士
長野市篠ノ井二ツ柳１４３２番地３ 所在地と同じ

170000
100/

入所老人の日常的なお世話（食事、排泄、入
浴、移動等）

有 有 勤務表による 3.02

舗装工事・土木工事

株式会社アスペック 27
土木技術職
長野県長野市大橋南二丁目１５番地 所在地と同じ

180000
27/

アスファルト舗装　一般道路駐車場等の舗装及
び外構土木工事の現場代理人現場指導、監
理、書類作成

当社は㈱守谷商会の子会社で
す。（休日）お盆　　８月１３日～８
月１６日　４日

有 無 日曜日・祝日・土曜日 月 6回 00

生ゴミ分離機、無煙炭化器等の
製造販売

株式会社モキ製作所 14
機械設計
長野県千曲市内川９６ 所在地と同じ

160000
14/

破袋分離機、無煙薪ストーブ等の環境機器を
ＣＡＤ設計及び新製品開発温暖化防止、ＣＯ２
削減を目標とする新製品の開発

無 無 日曜日・祝日・土曜日 00

老人福祉事業

社会福祉法人坂城福祉会 71
介護職員
埴科郡坂城町南条２７２５－２ 所在地と同じ

171300
71/

特別養護老人ホーム・デイサービスセンター利
用者に対しての介護業務全般

就業時間は1ヶ月単位の変形労
働時間制を採用しております。
029採用内定の場合は入社日

有 有 月 9回 変形により 4.12

指定介護老人福祉施設

社会福祉法人千聖会　特別養護
老人ホーム香

64
福祉
長野県千曲市大字上山田２４５４ 所在地と同じ

160800
64/

入所者の生活支援及び介護
有 有 月 10回 4.24

介護福祉施設、通所介護事業
所、ほか

社会福祉法人長野南福祉会 50
介護職員
長野市真島町真島５６３－２ 所在地と同じ

148500
150/

お年寄りの生活介護全般
有 有 0.01

医療業（病院）

特定医療法人財団大西会　千曲
中央病院

247
看護助手
長野県千曲市大字杭瀬下５８番地 所在地と同じ

67200
312/

病棟での看護助手業務全般（パート勤務）働き
ながら看護学校へ通学できます。

有 無 日曜日・祝日 病棟シフト制 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

特別養護老人ホーム

特別養護老人ホーム　博仁会桜
荘

61
介護士
長野県長野市篠ノ井二ツ柳字大当１ 所在地と同じ

169000
75/

介護業務（入所者の方への食事・入浴の介助
等、生活全般の介護）

有 有 月 9回 シフトによる 2.02

公共土木工事等の測量・設計

有限会社光コンサルタント 12
設計技師
長野市三本柳西２丁目２５番地１ 所在地と同じ

150000
12/

建設ｊコンサルタントとして受注した業務につい
て、入社した直後は補助員として業務内容を理
解し経験を積みながら一人前の設計技師とし
て成長してほしい。道路・河川・構造物・造成・
環境等分野は広いため各人の適性で対処でき
る。

無 無 日曜日・祝日・土曜日 0.00

分野: 販売

旅館業

スターツリゾート株式会社（ホテ
ル清風園）

77
営業
長野県千曲市上山田温泉２－２－２ 所在地と同じ

145000
126/

長野県内外の企業・個人客への営業活動会議
場設営等、内勤業務のヘルプパソコン業務の
一部

有 無 月 7回 0.00

業務請負業

株式会社グローバル産業 10
企画営業
長野市稲里町中央１－６－１ 所在地と同じ

160000
30/

イベント運営・警備計画等を業者に提案する営
業スタッフの募集及び管理

有 無 日曜日 00

農畜産物・水産物卸売業

株式会社丸水長野県水 0
営業（総合職）
長野市市場３－４３ 県内各事業所（長野・

156000
370/

水産事業部→営業（仕入・販売・商品管理・配
送など）食品事業部→営業（仕入・販売・商品
管理・配送など）冷凍食品事業部→営業（仕
入・販売・商品管理・配送など）

有 無 日曜日・祝日・水曜日 月 2回 0.52

ＬＰガス・各種燃料油・住宅設備
機器販売

堀川産業株式会社　長野事業所 26
営業
長野県千曲市屋代城ノ内１４０６ 所在地と同じ

160000
588/

得意先（ガス消費者）を普通自動車を使用して
巡回し、ガスの使用量を検針し、ガス料金を集
金する業務や、ガス器具の販売・取り付け・修
理・保安点検等のアフターサービス並びに灯
油の配達販売に関する業務（ルート営業）

無 無 日曜日・祝日・土曜日 2.52

パナソニック家電製品販売

有限会社ナカヤマ電器 4
販売・設置工事・修理
千曲市稲荷山冶田町３２７－１ 所在地と同じ

160000
7/

１　固定のお客様を巡回訪問して家電製品の
困り事を解消し　　たりまた生活提案を行いお
客様の生活を豊かにする。２　ご購入戴いた商
品の配達・設置・使用方法の説明

無 無 日曜日・祝日 22

松代焼製造・販売・陶芸教室

有限会社松代 4
営業
長野市松代町清野２１２０ 所在地と同じ

145200
4/

営業はルートセールスと依頼された個人宅へ
の訪問小・中学校へ陶芸実習の講師として訪
問松代焼の全工程を体得し、作るから完成ま
でを一連の作業とし商品を販売と技術

有 無 日曜日・月曜日 当社カレン 00
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