
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

須坂職安：

分野: サービス

栗菓子の製造・販売、飲食・ホテ
ルサービス

株式会社　小布施堂 121
接客サービス
長野県上高井郡小布施町８０８ 所在地と同じ

¥155,000
121/

飲食サービス はるか６００年もの昔から続く栗の
郷、小布施。この美しい地におい
て伝統ある栗菓子の製造、ま

無 有 シフトによる 02

分野: 事務

セメント・同製品製造業

アスザック㈱ 110
事務
上高井郡高山村大字中山９８１ 上高井郡高山村大字

¥150,000
286/

（ファインセラミックス事業部）　電話応対、問い
合わせ対応　伝票、請求書　発行

年間休日１１５日　　夏季・年末年
始・ＧＷ　連続休暇有峰の原高原
研修センター

無 無 日曜日・祝日・土曜日 月３～ 1.62

分野: 製造・製作

野菜缶詰・果実缶詰・農産保存
食料品製造業

アスザックフーズ㈱ 241
製造
須坂市米持２９３－４５ 所在地と同じ

¥150,000
241/

・フリーズドライ食品（乾燥野菜、乾燥果物　等）
　成形ブロック食品（スープ、デザート　等）の　
原料調理・加工、または、包装機械の操作　な
ど。

・年間休日　１１５日・夏季、年末
年始、ＧＷ　連続休暇　有・峰ノ原
高原　研修セン

無 無 日曜日・祝日・土曜日 月３～ 1.62

セメント・同製品製造業

アスザック㈱ 110
製造
上高井郡高山村大字中山９８１ 上高井郡高山村大字

¥150,000
286/

・ファインセラミックス製品の製造業務　原料生
成、生材料の加工、焼成、平面研削機・フライ
ス・　　マシニングセンターでの後加工など。

年間休日１１５日　　夏季・年末年
始・ＧＷ　連続休暇有峰の原高原
研修センター

無 無 日曜日・祝日・土曜日 月３～ 1.62

セメント・同製品製造業

アスザック㈱ 110
検査
上高井郡高山村大字中山９８１ 上高井郡高山村大字

¥150,000
286/

・ファインセラミックス製品の検査業務　出来上
がった製品の形状や寸法を測定器具を使用し
て　採寸検査。

年間休日１１５日　　夏季・年末年
始・ＧＷ　連続休暇有峰の原高原
研修センター

無 無 日曜日・祝日・土曜日 月３～ 1.62

一般産業用機械・装置製造業

オリオン機械㈱ 430
技能職
須坂市大字幸高２４６ 所在地と同じ

¥157,000
600/

・製品組立・製品・部品の検査及び試験・板金
部品の加工

１．通勤距離は片道３０ｋｍ以内が
望ましい。２．入社月給与は試用
期間中につき、日割計算と

無 無 日曜日・祝日・土曜日 年間 2.52

液体冷却装置、理科学機器製造
業

オリオン精工　株式会社 86
製品組立工
須坂市大字米持５７１－３ ３８２－００４１　更埴工

¥157,000
163/

・液体冷却装置、フィルター等の製品組立、検
査・配電盤、配線組立

無 無 日曜日・祝日・土曜日 年間１ 5.52

液体冷却装置、理科学機器製造
業

オリオン精工　株式会社 86
部品加工・組立工
須坂市大字米持５７１－３ ３８２－０８３７　高山工

¥157,000
163/

・熱交換器加、組立・配電盤、配線組立
無 無 日曜日・祝日・土曜日 年間１ 5.52
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オーダーメイドの建築外装材メー
カー

ヤマキ工業株式会社 64
技能職
長野県須坂市小河原３９５４－２０ 所在地と同じ

¥157,000
115/

建築用金属外装材（形鋼カーテンウォール、金
属屋根、金属パネル）の製作

株式会社　角藤　１００％出資会
社ホワイトリングの屋根工事を始
め、全国の著名建

有 無 日曜日・祝日・土曜日 1.52

その他の食料品製造業

株式会社　ホーライ 154
パン・焼菓子製造工
長野市若穂綿内字東山１１３６－２ 所在地と同じ

¥157,000
154/

パイ、クッキー等冷凍生地の生産作業及び関
連作業

年末・年始及び夏期休暇あり
無 無 日曜日・祝日・土曜日 会社 1.32

栗菓子の製造・販売、飲食・ホテ
ルサービス

株式会社　小布施堂 121
製造、出荷
長野県上高井郡小布施町８０８ 所在地と同じ

¥155,000
121/

栗菓子の製造または出荷業務 はるか６００年もの昔から続く栗の
郷、小布施。この美しい地におい
て伝統ある栗菓子の製造また

無 有 シフトによる 02

空調用、産業用熱源機器の製
造・販売

株式会社　前田鉄工所 127
技能職
須坂市大字豊丘１３８５－１ 所在地と同じ

¥157,500
210/

ボイラ、ヒーター、熱交換器等の素材、部品の
加工（ＮＣ旋　盤、ボール盤、各種旋盤の操作）
および溶接作業を行う。

・自社製品を前田ブランドで販売
している。　　　　　　　　　　　　　　

有 無 日曜日・祝日・土曜日 1.52

冷凍食品製造業、コロッケ豆腐
ハンバーグ等

株式会社　大福食品工業 37
製造
須坂市大字日滝２２４７－１ 所在地と同じ

¥150,000
37/

コロッケ、ハンバーグ、シュウマイ等の包装作業
と成型ミキシング（味付）作業

お盆休み８月１３．１４．１５．１６日
の４日間あり年末年始休み１２月２
９

有 無 日曜日・祝日・土曜日 月 10 00

鉄骨・鉄筋工事業

株式会社　内田鉄工所 27
品質管理
須坂市相之島２５０ 所在地と同じ

¥150,000
27/

製品の寸法確認製品の超音波検査書類作
成、まとめ

社員旅行（平均２年に１回）時節
の親睦会有り平均年令　３６才

無 無 日曜日・祝日・土曜日 会社 00

鉄骨・鉄筋工事業

株式会社　内田鉄工所 27
ＣＡＤ原寸
須坂市相之島２５０ 所在地と同じ

¥150,000
27/

施工図作図工場内の型紙加工図作図 社員旅行（平均２年に１回）時節
の親睦会有り平均年令　３６才

無 無 日曜日・祝日・土曜日 会社 00

金型・電子部品・自動機器

㈱鈴木 540
製造
長野県須坂市大字小河原２１５０－ 所在地と同じ　及び須

¥157,300
540/

金型製造・・・・金型製造に関わる業務（機械加
工・仕上作業　　　　　　　　　など）部品製
造・・・・部品製造に関わる業務（プレス作業・金
型メン　　　　　　　

年間休日１２２日各種法人会員（リ
ゾートホテル・ゴルフ場）会社行事
多数有り（歩け

無 有 日曜日・祝日・土曜日 1.02

時計・同部分品製造業

長野ジェコー㈱ 178
組立オペレータ
長野市若穂川田６１６－１ 所在地と同じ

¥154,900
178/

自動車時計自動車機器　等の組立・検査 １．年３回長期休暇　　ゴールデン
ウィーク７日／夏期及びお盆休み
１０日／年末年始　８日

有 無 日曜日・土曜日 当社カレン 2.21

時計・同部分品製造業

長野ジェコー㈱ 178
部品加工
長野市若穂川田６１６－１ 所在地と同じ

¥154,900
178/

ＮＣ旋盤・樹脂成形機のオペレーションによる
部品加工

１．年３回長期休暇　　ゴールデン
ウィーク７日／夏期及びお盆休み
１０日／年末年始　８日

有 有 日曜日・土曜日 当社カレン 2.21

分野: 専門・技術

電気通信設備工事業

株式会社　アルスター 100
土木
長野市若穂綿内１１０８－５ 所在地と同じ

157000
232/

・ＮＴＴ通信用マンホール築造及び通信管路埋
設に関する管理監督業務・道路築造工事及び
下水道管布設工事等の管理監督業務

①ＣＨＤ連結会社で東日本システ
ム建設㈱の子会社②夏季休暇　８
月１４．

無 無 日曜日・祝日・土曜日 月 7回 32
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配電盤、制御盤、分電盤製造業

東亜電機株式会社 10
設計
須坂市大字仁礼４８２ 所在地と同じ

150000
10/

入社３年間は技術習得のため、現場（社内）に
て図面の見方、配線方法等を学ぶ。その後
は、客共との打合せ、図面作成等プロとしての
技術を磨く。

小さい会社ですが、全員が技術
者です。社員は私の子供と同じで
す。どんなに苦しくても

無 無 日曜日・祝日・土曜日 月 8回 5.02

2011年4月6日 3/3 ページ


