
⻑野県就業⽀援デスク緊急就業サポート事業「Jobサポ」求⼈情報

掲載求人への応募をご希望の方は、JobサポHPより「就業相談申込み」へお進みください。なお、お申込の際には、応募ご希望の求人No.をお知らせください。

【⻑野・北信エリア】

NO.
事業所名 所在地 職種 業務内容 PRポイント 就業場所 休日 給与

雇用

形態

必要な資格・経験 時給 特記事項

514 (有)ユーネットワーク ⻑野市浅川東条300-2

介護職/ヘル

パー

【身体介護】

日常生活支援全般

・食事、入浴、排せつ等の日常生活介護支援

・夜勤業務含む

無資格の方も相談可

グループホームあさか

わｏｒグループホー

ムみわ

シフト制、8〜9⽇/⽉

月給 時

給

正社員
初任者研修修了者以上

8 30 17 30 145,000 150,000 902

１、月給以外に各手当あり。２、勤務時間は

４交代制（早・日・遅・夜勤）

【グループホームあさかわ】早番7︓15〜16︓

15　⽇勤　8︓30〜17︓30　遅番11︓00

〜20︓00　夜勤　16︓30〜翌朝9︓30

【グループホームみわ】早番　7︓15〜16︓

15　⽇勤8︓30〜17︓30　遅番11︓15〜

20︓15　夜勤　16︓30〜翌朝9︓30

400 （有）真島介護センター ⻑野市真島町真島1238-2 介護

短期入所生活介護

時間など要相談

アッセサー研修者が丁寧に説明

⻑野市真島町真島

1238-2

週休2日制

月給 時

給

正社員ま

たパート

経験問わず

8 30 17 30 170,000 200,000 1,000

386

Mulberry

Delicatessen&Café

⻑野市上千歳町1138-5

飲食業、販

売業、精肉

業

1 飲⾷店での調理、調理補助

2 ホールでの接客、販売、お弁当の配達など

3 ⿅⾁や猪⾁の解体

離職率の低い職場なので普段はほとんど募集していません。

今回は新規事業⽴ち上げのための募集です︕

毎⽉、社⻑が従業員1⼈1⼈の意⾒を聞いて働きやすい職場を目指してい

ます。

これを機に良かったら私達と⼀緒に働きましょう。

⻑野市、千曲市

 
週休2日制

希望になるべく沿って話し合いま

す

月給

希望に

沿って話

し合いま

す

特に問いません

11 00 21 00 180,000 400,000

雇用形態や勤務時間、職種、休日など

全て本人の希望などしっかり伺って、話し合いな

がら決めていきますので、お気軽にお問い合わ

せ下さい。

350 NPO法人グループモミジ ⻑野市安茂⾥葭が渕1861

介護もしくは

生活相談

 
認知症対応型通所事業所です。

お年寄りに対して⾝体介護、健康管理、家族からの相談への対応、⽣活

アドバイス、緊急時の対応等

 
未経験者歓迎

年齢・男⼥不問

宅⽼所さくら

週休二日、シフト制

月給

正社員

 
普通⾃動⾞免許　必須

介護福祉士、ヘルパー2級　あれ

ばなお可

8 30 17 30 182,000

355 イノベーションミライ株式会社

⻑野市南⻑野新⽥町1542-

3BOSTONビル4Ｆ

一般職・簡

単なシステム

操作

お客様のシステムの管理など お客様先に出向いての業務がメインとなります。

⻑野市

週休二日制

月給

正社員

最低限ワード、エクセル、パソコン

 
の基礎知識

他のＰＣスキルがある場合はお知

らせください

8 30 17 30 180,000 225,000

272 えにし⻑野事業所

⻑野市鶴賀権堂町2215-3⼤通

りエムティービル201

訪問介護員

介護保険サービスのご利⽤者様宅にうかがい、その⽅に必要なサービス

（調理、買物、掃除、⾝体介護等）を⾏います。

８:００〜１８︓００の間でお好きな時間で勤務可能です。

週１〜週５⽇までご希望に応じます。

⻑野市鶴賀権堂町

2215-3大通りエム

ティービル201

休日、勤務時間は相談に応じま

す。

時給

パート
介護職員初任者研修以上

8 00 17 00 1,400

297 えにし⻑野事業所

⻑野市鶴賀権堂町2215-3⼤通

りエムティービル201

訪問介護員

介護保険サービスのご利⽤者様宅にうかがい、その⽅に必要なサービス

（調理、買物、掃除、⾝体介護等）を⾏います。

８:００〜１８︓００の間でお好きな時間で勤務可能です。

正社員と同じ時間拘束型なので効率的にお仕事ができます。

⻑野市鶴賀権堂町

2215-3大通りエム

ティービル201

休日、勤務時間は相談に応じま

す。

月給

フルタイム

（正社

員以

外）

介護職員初任者研修以上

8 00 17 00 166,280 210,488

431 エムテー⻑野株式会社

⻑野県⻑野市稲葉⺟袋沖612

番地1

作業員

サッシ組⽴搬⼊・エクステリア施⼯・住設機器搬⼊施⼯等

作業は２⼈組で⾏いますので未経験者でも⼤丈夫

最初はアルバイトからのスタートでも結構です。

３ヵ月の使用期間後に正社員登用いたします。

⻑野県⻑野市稲葉

⺟袋沖612番地1

当社規定による

年間休⽇105⽇

月給 時

給

アルバイ

ト・正社

員

普通免許

8 30 17 30 180,000 250,000 1,000

社員15人の地域に根差した小さなリフォーム

会社です。

住宅建築経験者⼤歓迎、未経験者もやる気

があれば大歓迎。気軽に応募をお待ちしており

ます。

423 オ－トショップ日米株式会社 ⻑野県⻑野市稲⾥1-6-5

⾃動⾞板⾦

塗装

⾃動⾞の塗装業務 経験者優遇.

⻑野県⻑野市稲⾥

1-6-5

会社年間カレンダ－

月給

正社員
普通免許

9 00 18 00 150,000 300,000

⾞が好きな⼈

516 さんさんふぁーむ

⻑野県⻑野市篠ノ井塩崎4752

－3

農業

・レタス、大根、キャベツ、トマト、スイートコーンなど十数品目から季節ごと

の栽培担当　1〜2名

・収穫作業を中⼼とした収穫担当1〜2名

・スーパーなどの出荷作業を中心とした出荷担当1名

労働時間、勤務日、自由ですが責任をもって仕事をして頂くことが前提で

 
す。

 
職務内容も自由

⻑野市篠ノ井塩崎

周辺

週休2日シフト制

時給

正社員

時代と農業に合わせて働く気があ

る方。

⾃分が何をしたいか︖どんな風に

生きていきたいかはっきりしている

方が望ましい。

8 00 17 00 1,000

夏季、冬季は作業内容（担当）によって働き

方が変わります。

（例︓夏季収穫担当︓朝5時〜10時、午

後3時〜6時など仕事の状況と本⼈の都合に

よって選べます。）

196 セイバーズ株式会社 ⻑野市⻘⽊島3-5-17

自動販売機

管理

担当するエリア内で、専⽤⾞（ワンボックス⾞）による定期巡回による⾃

動販売機の管理業務（商品補充、売上回収、釣り銭管理、商品構成

の決定）

正社員募集、週休2日制（日祝などの当番勤務有り、日祝出勤手当

有）、平日9時〜17時45分の中で8時間勤務。

各種手当、賞与、保険完備。

⾃家⽤⾞通勤＆社員⽤駐⾞場有　　要普通免許。制服貸与

⻑野市⻘⽊町3-

5-17

週休２日、日祝当番出勤有り

（手当有）

月給

正社員
普通免許

9 00 17 45 190,000 200,000

191

セコムジャスティック上信越株式

会社　⻑野⽀社

⻑野県⻑野市鶴賀七瀬中町

161-1　ハーモニー七瀬ビル4階

常駐セキュリ

ティスタッフ

（施設常駐

警備員）

ご契約先施設（オフィスビル・⾦融機関・公共施設・商業施設・⼯場・発

電所・⼤学・病院など）での出⼊管理・巡回・緊急対処・設備監視業務

など

未経験者歓迎、充実した研修制度有、昇給（年1回）、賞与（年2

回）

⻑野⽀社管内（⻑

野市、中野市、上田

市、佐久市など）のご

契約先施設

休⽇は勤務シフトによる、年次

有給休暇、フレックス休暇、リフ

レッシュ休暇、慶弔休暇など

月給

正社員

普通⾃動⾞運転免許（ＡＴ

可）

9 00 18 00 171,000

勤務時間は、週40時間を基準とした1ヶ月単

位の変形労働時間制（交替制）

【例】09:00〜18:00（⽇勤）、18:00〜

09:00（夜勤）、09:00〜09:00（24勤

務）

※勤務時間はご契約先により異なります。

507 ヘアサロン　キャロル ⻑野市　⽯渡131-5 美容室

美容一般 9時から17時まで　週2から3⽇年齢不要　美容師免許

中野市　飯山市

須坂市

シフト制

時給

パート
美容師免許

9 00 17 00 900

勤務開始時間 勤務終了時間 ⽉給 〇円〜〇円



⻑野県就業⽀援デスク緊急就業サポート事業「Jobサポ」求⼈情報

掲載求人への応募をご希望の方は、JobサポHPより「就業相談申込み」へお進みください。なお、お申込の際には、応募ご希望の求人No.をお知らせください。

NO.
事業所名 所在地 職種 業務内容 PRポイント 就業場所 休日 給与

雇用

形態

必要な資格・経験 時給 特記事項
勤務開始時間 勤務終了時間 ⽉給 〇円〜〇円

508 ヘアサロン　キャロル ⻑野市　⽯渡131-5 美容室

美容一般 9時から17時まで　週2から3⽇年齢不要　美容師免許

中野市　飯山市

須坂市

シフト制

時給

パート
美容師免許

9 00 17 00 900

220 ヘルパーステーションえにし ⻑野県中野市⼤字新井361-1 訪問介護員

介護保険サービスの訪問介護員としてご利⽤者様のご⾃宅にうかがい、

掃除、調理、買物、⾝体介護などの介護サービスを⾏います。

 
勤務曜日、勤務時間は、ご希望の相談に応じます。

８︓００〜１８︓００の間で、１⽇８時間程度です。

⻑野県中野市⼤字

新井361-1

シフト制（希望に応じます）

月給

常勤フル

タイム

（正社

員以

外）

介護職員初任者研修

8 00 18 00 169,920 214,784

184 マルモ運輸株式会社

⻑野県⻑野市川中島町御厨

1135

乗務員

⼤型トラック　⾷料品輸送

⻑野市

シフト制

月給

正社員
フォークリフト　大型免許

11 00 21 30 260,000 280,000

359 マルワ⾃動⾞株式会社 ⻑野市⼩島⽥町244-4 ⾃動⾞整備

⾃動⾞点検⼀般整備

⾞両販売

残業および休日作業はありません。

⻑野市⼩島⽥町

244-4

日祭日（その他当社カレンダー

による）

月給

正社員
⾃動⾞整備⼠

8 30 18 00 200,000 300,000

お互い気持ちよく働きましょう

503 ヤマザキフルーツガーデン ⻑野県下⾼井郡⼭ノ内夜間瀬 農業

果樹栽培管理

 
⻑くパートが出来る⼈を探してます

男⼥とわない

⻑野県下⾼井郡⼭

ノ内夜間瀬

天気具合で変更　週休２⽇制

月給

パート
⾞の免許証

8 00 17 00 150,000 200,000

冬季は、時間変更あり

334 株式会社Goolight

⻑野県須坂市北横町1295-1

シルキービル

総合職

ケーブルテレビの総合職・IT技術職業務をお願いします。

【具体的には】・無線及び有線ネットワークシステムの構築、保守ローカル

5G、・センサーネットワーク及びアプリケーション開発・ケーブルテレビ技術支

援

・⻑野電鉄須坂駅の目の前にオフィスを構えていますので、電⾞通勤もラク

ラク︕

・転勤もなく地域に根付いて働くことが可能です︕

・県内をはじめ他県のケーブルテレビとも連携し、地域の魅⼒を全国・世界

に発信しています︕

⻑野県須坂市北横

町1295-1　シル

キービル

⽇曜⽇・祝⽇・隔週⼟曜⽇⻑

期休暇（盆・年末年始）

◆リフレッシュ休暇◆有給休暇

◆誕生日休暇◆慶弔休暇

（年間休⽇105⽇）

月給

正社員
普通運転免許（AT可）

9 00 18 00 200,000 300,000

◆住宅⼿当は⽀給要件あり（家賃の40％、

上限20,000円）

◆通勤手当は上限20,000円

31 株式会社MT産業 中野市吉田323-2

フォークリフト

オペレーター

えのき茸栽培　花き栽培 未経験者歓迎

中野市吉田

季節変動制　週休二日制

月給

正社員
普通⾃動⾞免許

8 00 17 30 190,000 210,000

331

株式会社アビラ斑尾高原ホテ

ル・スキー場

⻑野県飯⼭市⼤字飯⼭11492

－321

リフト係

リフトへ安全に乗⾞できる様サポートをお願いします。

 
未経験者歓迎

 
リフト券支給（傷害保険加入）

寮完備

斑尾高原ホテル又

はスキー場

⽉6⽇〜8⽇

時給

アルバイト
特に無し

7 50 16 50 900

332

株式会社アビラ斑尾高原ホテ

ル・スキー場

⻑野県飯⼭市⼤字飯⼭11492

－321

ホテル業務

ホテルに関わる業務となります。

予約、レストラン、フロント、客室清掃など様々な業務があります。

経験等考慮の上、配属となります。

未経験者大歓迎

年間休⽇105⽇

1年間の変形労働時間制

冬季はリフト券⽀給︕︕

斑尾高原ホテル

 
年間休⽇１０５⽇

⽉6⽇〜12⽇

月給

正社員
特に無し

7 00 21 00 180,000 220,000

ホテル経験などある方は待遇面、考慮いたしま

す

511 株式会社あぶらや燈千

⻑野県下⾼井郡⼭ノ内町佐野

2586-5

宿泊業

旅館でのフロント・仲居業務

当社は会社の発展と共に、個⼈の成⻑もバックアップしております。研修制

 
度や成⻑⽀援制度があります。

お客様との関わりにやりがいを感じる方、チームワークで取組むことが好きな

⽅などお待ちしております︕

⻑野県下⾼井郡⼭

ノ内町佐野2586-

5

年間休⽇105⽇　シフト制

有給休暇（6カ月経過後）10

日間

月給

正社員
普通⾃動⾞免許

7 00 16 00 200,000 250,000

428 株式会社オーティーズ

⻑野県下⾼井郡⼭ノ内町夜間瀬

11700-18

ホテル

ホテル運営に携わる各種業務

・フロント業務

・レストラン、調理業務

・清掃業務

・１⽇４時間から、週2〜3⽇でもＯＫ

・土日のみ、平日のみなど相談可能

・未経験者ＯＫ

⻯王パークホテルま

たはＴホテル⻯王

週休2日シフト制

時給

アルバイト
不問

6 00 20 00 1,100

ホテル業となり、記載勤務時間内で1日あたり

最大8時間を目安に勤務シフトを調整いたしま

す。

勤務希望時間、休みなどをお伺いしながら調

整いたします。まずはご連絡を。
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46 株式会社カヤマ

⻑野県埴科郡坂城町⼤字坂城

4487-1

製造業（主

にアルミ製

カーエアコン

部品）

１　機械加工（５名募集）　マシニングセンター・ＮＣ旋盤を使用して

の⾃動⾞部品の量産加⼯（切削加⼯）新規ライン⽴ち上げの為の募

集です。・２０２０年１１⽉〜⼿動ライン稼動・２０２１年０２⽉〜

⾃動ライン稼働・２０２１年０３⽉〜⾃動ライン稼働＊⼿動ラインは、

部品の加工治具への取り付け・取り外しと検査確認作業が主です。＊適

性やスキルに応じて⾃動ラインの管理へのステップアップもあります。＊⾃動

ライン管理は主に素材の投⼊・完成品外観検査の確認です。

２　外観検査（４名募集）完成品梱包前の外観検査をする業務で

す。コンベアで流れてくる製品を複数⼈で検査します。検査済製品の梱包

作業も分担で⾏います。取り扱う製品は１個当たり４００ｇ〜５００

ｇ位のアルミ製です。

１　特⾊＊当社カーエアコン部品は国内⾃動⾞メーカーはもちろん、海外の

⼤⼿各社の⾃動⾞にも広く搭載されています。＊世界的に需要が拡⼤して

いる電気⾃動⾞やハイブリッド⾞向けの電動カーエアコン⽤部品が近年の主

⼒です。＊⾃動化された加⼯ラインではミクロン台の加⼯精度部品を２４

時間体制で量産、品質管理をしています。＊社内の６０％〜７０％は⾃

動ラインです。＊製造業以外の異業種から中途採⼊社して活躍している⼈

も⼤勢います。＊⾃動⾞業界に特化した国際規格ＩＡＴＦ１６９４９

を認証取得しており、製造・品質・教育の管理はＩＳＯ以上です。＊配属

後は教育チェックリストに基づいてステップアップ教育を⾏います。＊専門的ス

キル習得のための各種研修制度（社内、社外）や社内資格認定制度、

業務上必要な公的資格取得も充実しています。（取得費用は全額会社

負担）＊全員参加の改善提案３ヶ⽉表彰、年間表彰制度など意欲のあ

る⼈を応援する制度が多数あります。

２　各種制度、⼿当、福利厚⽣＊休⽇　⼟曜⽇，⽇曜⽇，その他会社

カレンダーによる（年間１１４⽇）２０２０年度連休実績　ＧＷ９連

休、お盆９連休、年末年始休暇８連休＊皆勤⼿当︓２０００円 　家

族⼿当︓配偶者６０００円　配偶者以外３０００円（所定外⼿当、

深夜割増賃⾦は法定率で別途⽀給）＊賞与前年度実績　年2回（３

〜４ヶ⽉／年、業績と個⼈評価連動）＊会社アパート　単⾝⽤（１Ｌ

ＤＫ）・世帯用（２ＬＤＫ）あり＊中小企業退職共済加入（全額会

社負担）＊確定給付企業年⾦加⼊（全額会社負担）＊個⼈型年⾦

（ｉｄｅｃｏ）加⼊時の事業主証明書発⾏可能。＊通勤⼿当は燃料

単価改定年２回実施上限３万円まで⽀給。＊産休／育休（取得実績

あり）介護休(取得実績あり）、慶弔有給制度あり。＊社員旅⾏（希望

参加、２年に１回、国内・海外などアンケートで実施＊忘年会（希望によ

り日帰り、宿泊選択可）＊環境ＩＳＯ１４００１／ＩＡＴＦ６９４

９社内教育＊ロボット安全教育＊社内外観認証制度

坂城町本社工場

週休2日制

希望により夜勤勤務も可能（夜

勤シフトは１９︓３５〜４︓

４０）

月給

正社員
不問

8 15 17 15 170,000 220,000

年齢は20代〜40代を希望

194 株式会社カヤマ

⻑野県埴科郡坂城町⼤字坂城

4487-1

製造業（主

にアルミ製

カーエアコン

部品）

品質管理業務の管理監督候補者

<業務概要>

・品質管理業務及び資料作成・検査業務（新規・不具合事象に対する

検証含む）

・顧客対応・サプライヤー管理・内部監査業務

・顧客対応等の目的で県外出張等もあります

同上

坂城町本社工場

＊週休2⽇制　＊19:35〜

4:40シフトもあり（一定のスキ

ルが認められた場合）＊休日

土曜日，日曜日，その他会社

カレンダーによる（年間１１４

⽇）２０２０年度連休実績

ＧＷ９連休、お盆９連休、年

末年始休暇８連休

月給
正社員

 
・品質管理業務経験者

・ISO管理業務者

8 15 17 15 180,000 230,000

品質管理業務の管理監督候補者募集です。

年齢は20代〜40代を希望しています。

197 株式会社カヤマ

⻑野県埴科郡坂城町⼤字坂城

4487-1

製造業（主

にアルミ製

カーエアコン

部品）

⽣産技術・保全業務の管理監督候補者

当社の⾃動⾞部品等の切削加⼯ラインにおける

 ・設備の予防保全、予知保全・保守点検、メンテナンス、修理・ロボット

調整、加⼯条件変更等⼯程改善

・新規ライン⽴ち上げ・照明設置、エアー配管等の作業環境改善・受電

設備の管理 等の業務です。

同上

坂城町本社工場

週休2日制　部門内は時差シフ

トもあります（１４︓０５〜２

３︓１５）＊休⽇　⼟曜⽇，

日曜日，その他会社カレンダー

による（年間１１４⽇）２０

２０年度連休実績　ＧＷ９連

休、お盆９連休、年末年始休

暇８連休

月給
正社員

保全業務経験

8 15 17 15 180,000 230,000

⽣産技術課（⽣産技術・保全業務）の管理

監督候補者募集です。

年齢は20代〜40代を希望します。

411 株式会社すき楼 ⻑野市三輪1丁目２５－１８ 和⾷調理

調理業務全般と接客業務・調理、調理補助、盛付、配膳、下膳業務、

食器洗浄など

＊⽜⾁料理（すき焼き、しゃぶしゃぶ）の専門店 宴会、弁当の仕込み等

の他、お客様との対話で相乗効果を高めることが出来ます。＊笑顔でお客

様と接する事ができる方歓迎。

事業所所在地と同

じ

火曜日，その他　シフト表による

時給

パート・ア

ルバイト

調理経験あれば尚可

普通⾃動⾞免許必須（ＡＴ限

定不可）

17 00 22 00 900

雇⽤の開始は１⽉４⽇以降を予定していま

す。

412 株式会社すき楼 ⻑野市三輪1丁目２５－１８ 和⾷調理師

調理業務全般と接客業務・調理、調理補助、盛付、配膳、下膳業務、

食器洗浄など　配達や仕入れもあります。

＊⽜⾁料理（すき焼き、しゃぶしゃぶ）の専門店 宴会、弁当の仕込み等

の他、お客様との対話で相乗効果を高めることが出来ます。＊笑顔でお客

様と接する事ができる方歓迎。

事業所所在地と同

じ

火曜日，その他　シフト表による

月給

正社員
調理師免許あれば尚可

10 00 22 00 175,000 230,000

雇⽤の開始は１⽉４⽇以降を予定していま

す。

就業時間

①10:00〜22:00

②15:30〜22:00

※休憩時間含む

248 株式会社バビデ 千曲市大字桜堂274-7

ホール・カウン

ター業務

※ホール業務

パチンコ店内ホールにおいて、ホール巡回、玉箱運搬、接客等の業務を

⾏っていただきます。

※カウンター業務

パチンコ店内カウンターにおいて、景品交換や接客等の業務を⾏っていた

だきます。

未経験者歓迎、男⼥不問、年２回賞与有り、年１回昇給あり

千曲市、上田市、

佐久市

月８日定休。定休日はローテー

ションによる。

月給

正社員、

パートア

ルバイト

資格︓普通⾃動⾞運転免許、

経験・知識・技能等は不問

8 45 17 00 212,300 212,300

勤務時間は早番8︓45〜17︓00、遅番

15︓15〜23︓30の交代制です。パートアル

バイトの場合の時給は1080〜1250円です

(18時前後で時給が変わります)。年に１回、

正社員登用試験があります。

【コロナ対策について】ホール内には15分に１

回、店内の空気をすべて⼊れ替える強⼒な換

気システムを導入しており、その他の感染症対

策も⾏っております。コロナ禍においても、スタッ

フが安心して働けるよう対策を講じておりますの

で、ぜひご応募ください。

227 株式会社わん ⻑野市稲葉1889 接骨、鍼灸

接骨、鍼灸。院内業務 実⼒次第で毎⽉昇給

⻑野市稲葉1889

週休2日制、シフト制

月給

 正社員・

アルバイ

ト・パート

柔道整復師or鍼灸師

8 30 19 30 200,000 500,000

218 株式会社喜久屋商会 ⻑野市⻤無⾥１０３６７ 土木建設業

建設業　現場主任技術者・現場作業員・大型ダンプ運転手

 
未経験歓迎、男⼥不問、賞与、昇給あり

 

本社は⻑野市⻤無⾥ですが、⻑野市吉⽥に⻑野事務所もあります。

⻑野県内、主に⻑

野市周辺

原則　第２、４土曜日、日曜

⽇、祝⽇、お盆休暇、年末年始

月給

正社員

⼟⽊施⼯管理技⼠、建設機械

免許、⼤型⾃動⾞運転免許等

あれば優遇しますが、ない場合で

も、資格免許取得費用は会社で

補助します。

8 00 17 00 250,000 400,000

396 株式会社⼾隠そば⼭⼝屋 ⻑野市⼾隠3423 飲食店

(1)そば打ち職⼈（⾒習い含む）

(2)飲食店ホールスタッフ

(3)おみやげ店売店スタッフ

⼾隠そば⼭⼝屋で⼀緒に働きませんか︖正社員、アルバイトを募集しており

ます︕

■そば打ち職⼈希望（⾒習い含む）■厨房・調理補助■ホールスタッフ

■おみやげ売店スタッフ　を募集しております︕︕

住み込みも可能です（寮完備）まかないあり、そばです︕（じゃない⽇も

あります。）

・寮完備(アパートタイプ・⾃炊)・交通費⽀給（規定あり）・美味しいそば

の賄いあり・制服貸与・社員登⽤制度あり・研修旅⾏あり（アルバイトの⽅

も参加OK）

※状況により・慶弔休暇・研修年数回・試⽤期間あり（3ヶ⽉〜6ヶ月）

※能⼒、成⻑により変動あり

⼾隠そば⼭⼝屋

シフト制

時給

正社員・

アルバイ

ト・パート

なし

8 30 17 30 900

まずは、お問い合わせください︕⼾隠そば⼭⼝

屋　山口　026-254-2351

（11:00~14:30の繁忙期に関してはこちら

からかけ直させていただくことがあります。）



⻑野県就業⽀援デスク緊急就業サポート事業「Jobサポ」求⼈情報

掲載求人への応募をご希望の方は、JobサポHPより「就業相談申込み」へお進みください。なお、お申込の際には、応募ご希望の求人No.をお知らせください。

NO.
事業所名 所在地 職種 業務内容 PRポイント 就業場所 休日 給与

雇用

形態

必要な資格・経験 時給 特記事項
勤務開始時間 勤務終了時間 ⽉給 〇円〜〇円

421 株式会社甲州屋 ⻑野市⻘⽊島町⼤塚1176-9 営業職

営業・業務　エクステリア・カ－ポ－ト・サッシ・室内建具　アルミ・ステンレス

建材　他の営業

⻑野市

勤務⽇　⽉曜⽇〜⾦曜⽇　⼟

曜⽇半⽇(8︓00-12︓00)

隔週　弊社のカレンダ－の通り

休⽇　⽇曜⽇・祝⽇・年末年

始・夏季休暇

月給

正社員

 
未経験者可

 
経験あれば　尚可　

 
二級建築士あれば　尚可　

⼆級建築施⼯管理技⼠あれば

尚可

8 00 17 30 200,000 300,000

経験者優遇

弊社のHPでご確認ください

http://www.comworks.gr.jp/kousyuy

a/

495 株式会社佐藤園芸 ⻑野市⻘⽊島３－３－１０

造園土木、

園芸小売

造園⼟⽊　庭⽊の管理、剪定業務　⼟⼯事、エクステリア⼯事　設計、

 
現場管理、作業

園芸⼩売　接客販売、樹⽊管理

 
緑に興味のある方

勤務日、時間など相談可能　未経験者歓迎

⻑野市⻘⽊島３－

３－１０

造園⼟⽊︓⽇曜、⼟曜隔

園芸︓シフト制

月給

正社員・

パート要

相談

普通⾃動⾞（マニュアル）

8 00 17 30 170,000 280,000

造園⼟⽊（8:00~17:30）

園芸（シフトによる）

499 株式会社信越⾞体 ⻑野市⼤字村⼭５４１番地２

⾃動⾞板⾦

工及び整備

工

・⾃動⾞板⾦⼯︓主としてトラックの架装及び事故⾞の修理等

・⾃動⾞整備⼯︓主としてトラックの⾞検整備及び⼀般整備等

年間休⽇１００⽇。

賞与、昇給あり。

溶接経験者歓迎。

整備⼠（⾞体を含む）歓迎。

⻑野市⼤字村⼭５

４１番地２

会社カレンダーによる。年間休⽇

 
１００日。

月給

正社員
不問

8 30 17 30 185,000 280,000

11 株式会社⻑野ホテル犀北館 ⻑野市県町528番地の1

ホテル、レス

トラン

厨房の調理師

レストランサービス

経験者歓迎

週2日休み

男⼥不問

⻑野市

週2日休み

月給

正社員
厨房の場合は調理師免許

11 00 20 00 180,000 200,000

362 ㈱KAKUREGA

⻑野県⻑野市栗⽥1069　⻑野

東口Sビル2-B

エステサロン

フェイシャル・脱毛・オイルリンパマッサージ・増毛エクステなどをしています。

男性専用のエステサロンです。

現在、信州⼤学⼯学部との共同研究で、⻑野の農産物を使った⾃社オ

リジナル化粧品の開発中です。

未経験者大歓迎。レギュラー勤務出来る方。

歩合給もあるので頑張っただけ⾼収⼊に繋がります。2〜3回勤務も相談

可。

松本駅前店・小諸

店・上越店・⻑野駅

前店

週休二日　シフト制

月給

正社員・

業務委

託・アル

バイト

特になし

12 00 21 00 155,000 280,000

やる気のある方。責任感のある方からのご応募

お待ちしております。

2 ㈱エンドウ ⻑野市⾼⽥1029-1 飲食業

 
⽇本料理　さがみ・和⾷すし　⼀味真のホールスタッフ及び調理師

仕出しセンター　紫苑のケータリングスタッフ及び調理師

勤務日、時間など相談可能　未経験者大歓迎

⻑野市内

シフト制

月給 時

給

正社員・

パート・ア

ルバイト

普通⾃動⾞免許

9 00 18 00 180,000 350,000 900

476 久保田電設工業株式会社 ⻑野市松代温泉89 電気工事

鉄道の電気⼯事・⼀般住宅の電気⼯事

健康で明るく元気な方なら誰でも大丈夫。

未経験者歓迎。

鉄道電気工事のため夜間作業有（深夜作業手当支給）

⻑野市他

日曜・祝日　隔週土曜日

月給

正社員
普通⾃動⾞免許以上

8 30 17 00 213,000 234,000

 
鉄道電気工事のため夜間作業があります。

8︓30〜17︓00　22︓00〜5︓00　（変

形労働時間制）

45 協⽴⼯業株式会社

⻑野県⻑野市川中島町御厨

1069

鉄骨加工

鉄骨の加⼯、組⽴及び溶接、塗装

 
未経験者歓迎

社員全体が明るく働きやすい環境をめざし、福利厚⽣に⼒を⼊れています。

⻑野県⻑野市川中

島町御厨1069

週休制（日、※月数回土曜日

出社あり／社内カレンダーによ

る）

祝⽇、夏季、年末年始　年次

有給休⽇　の計画的付与制度

を活用しております

月給

正社員
普通⾃動⾞運転免許

8 00 17 05 200,000 300,000

3 高山電業株式会社 須坂市大字塩川490番地1 営業

次世代クリーンエネルギーの⼯事　太陽光、蓄電池等の営業です︕

訪問販売は⼀切致しません︕︕

初⼼者様でも⼤歓迎︕ベテラン職員が懇切丁寧に指導します︕

進化や変化が目まぐるしい電気業界ですが、弊社なら最先端の知識を習

得できます︕

太陽光の⼯事に必要なメーカーＩＤの取得は会社にて全⾯⽀援︕

事業所所在地と同

じ

日　祝日　その他・第二・四土曜

⽇・年末年始　・お盆休み

月給

正社員

知識・技能等　あれば尚可

営業経験

8 00 17 30 200,000 400,000

賃⾦の幅は経験、技能によるものです。

昇給は、業務成績による。　賞与は、会社業

績による。

各種試験・資格⽀援制度あります。

4 高山電業株式会社 須坂市大字塩川490番地1 電気工事士

住宅内の電気⼯事から、太陽光発電のパネル設置⼯事、蓄電池の設置

と、従来型の電気工事と次世代クリーンエネルギーの工事を自社で一括

施⼯しております︕

従来型の電気⼯事は地元建築業者様からの住宅や商業施設。公共事

業など幅広く仕事を⼿掛けております。スキルＵＰは間違いなし︕

太陽光の⼯事に必要なメーカーＩＤの取得は会社にて全⾯⽀援︕

従来型の電気工事に必要な国家資格へのチャレンジも勉強会を開いて

⽀援しております︕

初⼼者様も⼤歓迎︕　ベテラン職員が懇切丁寧に指導します!

事業所所在地と同

じ

日　祝日　その他・第二、四土

曜⽇・年末年始　・お盆休み

月給

正社員

知識・技能等　あれば尚可

電気工事経験者優遇

8 00 17 30 175,000 400,000

履歴書を郵送かメールお願いします。　書類到

着後7日以内に書類選考の結果を及び書類

選考通過者には、面接日時等をお知らせしま

す。

賃⾦の幅は経験、技能によるものです。　昇給

は、業務成績による。　賞与は、会社業績によ

る。　各種試験、資格⽀援制度あります。

15 高山電業株式会社 須坂市大字塩川490番地1

電気工事施

⼯管理者

⾒積業務、施⼯図作成、提出書類は別担当者が実施します︕︕

建設業者様からの住宅や商業施設の現場調査、⼯事段取り、図⾯の作

成（補助）、現場管理、お客様との打ち合わせ業務

国家資格チャレンジも勉強会を開いて⽀援しております︕

初⼼者様でも⼤歓迎︕　ベテラン職員が懇切丁寧に指導します︕

事業所所在地と同

じ

日　祝日　その他　・第二・四土

曜⽇　・年末年始　・お盆休み

月給

正社員

必要な経験・知識・技能等　あれ

ば尚可・電気⼯事・施⼯管理の

経験・１級電気⼯事施⼯管理

技士　あれば尚可・２級電気工

事施⼯管理技⼠　あれば尚可・

第一種電気工事士　あれば尚

可・電気工事士２種　あれば尚

可　普通⾃動⾞運転免許　必須

（ＡＴ限定不可）

8 00 17 30 200,000 450,000

履歴書を郵送かメールでお願いします。書類到

着後7日以内に書類選考の結果及び書類選

考通過者には、面接日時等をお知らせしま

す。賃⾦の幅は経験、技能によるものです。昇

給は、業務成績による。昇給は、会社業績に

よる。各種試験、資格⽀援制度あります。

430 合同会社Ncare ⻑野市篠ノ井塩崎4645 介護職員

「デイサービス晴れる屋(定員19名)」において利⽤者様の送迎・⼊浴・排

泄・移動・レク等の介助をしていただきます。利⽤者様の残された⽣活⼒

を⼤いに活かし、⾃⽴へ向けたサービスをサポートしていただきます。

※資格が無い方でもOKです。

※60歳以上の方の応募も歓迎します。

地元で働きたい、介護の仕事に興味がある、誰かのために仕事をしたいな

ど、

やる気のある⽅の応募をお待ちしております︕

デイサービス晴れる

屋

土曜日、日曜日、その他

時給

正社員

パート

不問

介護職員初任者研修あれば尚

可

8 00 17 30 190,000 200,000 1,000

未経験者歓迎です︕

職務内容などお気軽ご連絡ください。

介護福祉士資格お持ちの方は+10,000円

489 坂城運輸株式会社 埴科郡坂城町大字坂城10258 運送業

・射出成形機等機械（〜10ｔ）の輸送と搬⼊作業。

・輸送先は国内全域で、積込みは機械メーカーの担当者または当社の資

格保持者が⾏う。

昨年度⾼校卒業の新卒者の年収340万強実績

昇給・賞与あり

本社

年間休⽇125⽇

月給

正社員

大型運転免許　フォークリフト

玉掛　小型移動式クレーン

すべてあれば尚可

8 20 17 00 192,900

運⾏⼿当等の⼿当の歩合給があります
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NO.
事業所名 所在地 職種 業務内容 PRポイント 就業場所 休日 給与

雇用

形態

必要な資格・経験 時給 特記事項
勤務開始時間 勤務終了時間 ⽉給 〇円〜〇円

245 使えるねっと株式会社

⻑野県⻑野市南県町1082　ND

南県町ビル3F

カスタマーサ

ポート

弊社サービスについてのお客様からの問い合わせに対して電話、メール、

チャット等のツールで回答していただくお仕事になります。

本社

完全週休二日制

月給

正社員
特になし

9 00 17 30 180,000 300,000

年齢不問

38 社会福祉法人おらが会 上水内郡信濃町柏原350 介護職員

特別養護⽼⼈ホーム⼜はデイサービスセンターでの介護業務 週2⽇〜３⽇でも⼤丈夫。曜⽇はご相談ください。

上水内郡信濃町柏

原350

週休⼆⽇制、特別養護⽼⼈

ホームは、早番、日勤、遅番、

夜勤のシフト制です。デイサービ

スセンターは15分早いシフトもあ

りますが、基本は⽇勤（8︓30

〜17︓30）です。

月給

正職員

又はパー

ト

介護福祉士取得者は資格手当

 
あり。

無資格、未経験者でも可です。

8 30 17 30 158,000 170,000

426 社会福祉法人さかえ ⻑野県⻑野市吉⽥3丁目13-27

施設介護職

員

施設に⼊所されている利⽤者さんの⼊浴、⾷事、排泄の介護業務全

般。

またシーツ交換等の環境整備

経験不問。

やる気と利⽤者さんを思いやる優しい気持ちがあれば⼤丈夫です。

ケアホームよしだ

シフト制。年間休⽇107⽇

月給
正社員

資格・経験なくても可

介護職員初任者研修修了者

あれば尚可

介護福祉士　あれば尚可

介護支援専門員　あれば尚可

9 00 18 00 177,700 205,500

まずはお電話ください。⾯接⽇の⽇程調整を⾏

います。

就業時間は代表の就業時間であり、実際には

代表の時間を含んだ他シフト制で就業となりま

す。

・7︓00〜16︓00・12︓00〜21︓00・

21︓00〜7︓00

347

社会福祉法人ハーモニー福祉

会

⻑野市⼤字吉1823-1 介護職員

ご入居者様の２４時間の介護や支援。

具体的には⾷事・排泄・⼊浴の介助を⾏い、⼀緒にレクレーショ ンをして

いきます。

未経験・未資格者でも可。

クリニック併設、保育園完備。食事補助あり。

休⽇年間120⽇、残業ほとんどなし。　夜勤週⼀回、早番、遅番あり。

⻑野市⼤字吉

1823-1

シフト制。月１０日。

月給

嘱託職

員

 
無資格でも可。

介護福祉士あればなお可。

8 45 17 45 192,000 222,000

440 社会福祉法人高水福祉会 ⻑野県飯⼭市⼤字飯⼭3599-1 生活支援員

＊利⽤者の想いをお聴きするところから始まり、暮らす・働く・余暇などのお

⼿伝い（⽀援）を⾏います。

＊それぞれの事業所のコンセプトにより、支援の内容は様々です。

＊例えば⼊所の事業所であれば、起きる〜眠りにつくまでの間で必要な

支援をさせていただきますし、通所の事業所であれば、日中活動や就労

のサポートがメインとなります。

＊未経験の方も、サポート体制（ガイダンスや研修等）が整っているので

ご安心ください。

＊先ずは当法⼈ホームページ内の受験要領を必読のこと※近⽇中にアップ

いたします。

飯山市又は中野市

週休二日制（変形労働時間

制あり）

月給

正規職

員

なし

8 30 17 30 185,000 280,000

＊給与額＝基本給＋処遇業務手当(3万

円)で記載しました。＊配属先︓未定＊勤務

時間︓通所系以外は不規則勤務（夜勤等

あり）＊採⽤⽇︓応談（今年度内）

＊賞与︓6⽉と12⽉⼊職3ヶ⽉未満は不⽀

給＊年次有給休暇︓⼊職6ヶ⽉後に勤務実

績に応じ付与＊昇給︓2021年4⽉はなし

（評価対象期間不⾜）

＊その他応募必要書類︓受験申込書、成績

証明書、卒業証明書、資格証コピー

346 神話通信建設株式会社 ⻑野市川中島町原156-4

通信線路技

術職

電話設備の設計、施⼯、管理、主として通信設備の建設⼯事の業務で

 
す

 
バケット⾞にて⾼所（柱上）作業および細かな作業があります

未経験者歓迎　業務に必要な資格入社後取得可能です（費用は会社

 
負担）

 
昇給、賞与は業績によります　（昨年は年３回⽀給）

⻑野市、千曲市近

郊

週休二日制　日、祝日

社内カレンダーによる

月給

正社員
普通⾃動⾞運転免許

8 00 17 00 180,000 230,000

261 清水種苗株式会社 ⻑野市市場4-1 営業他

種苗店や農協などを対象とした営業職で、当社新商品の紹介や栽培指

導を⾏います。

営業に⾏かないときは、農場や直営の園芸店の⼿伝いをします。

現在の主⼒商品はスーパースィートコーンの「恵味シリーズ」です。

＜20代〜40代の正社員の募集＞

・昇給、賞与あり

・主⼒商品のトウモロコシが縁で、サッカーの「北海道コンサドーレ札幌」のス

ポンサーをしています。

*2020年は⻑野パルセイロレディースもスポンサーしています。

⻑野市市場4-1

週休2日が基本ですが、園芸店

 
の忙しい5月中は週休1日です

＜1年単位の変形労働制＞

月給

正社員

普通⾃動⾞免許　農業経験あれ

ば尚可。まじめで誠実

8 30 17 30 210,000 215,000

営業は、日本全国をエリア分けして分担してい

ます。

⾞での出張が多いので、運転免許は必須で

す。

5月の超繁忙期は残業あります。

409 中央建機株式会社 ⻑野市稲⾥町⽥牧１６１３ 現場代理⼈

官公庁発注の機械器具設置・電気⼯事の現場管理です。

 
完全週休⼆⽇制。年間休⽇120⽇以上。

賞与、昇給あり。

⻑野市

週休⼆⽇制　盆休暇　年末年

始休暇

月給

正社員

 
電気工事士

⼜は電気施⼯管理技⼠等

8 30 17 30 250,000 300,000

216 中澤勝一建築株式会社

⻑野県⻑野市松代町東条

1697-1

不動産営業

<不動産仲介営業　反響型営業>

●⼟地・中古住宅の売買仲介を主に取扱うためコンサル営業となります。

(ローン・相続・空き家・空き地などの問題)

●物件案内、成約、その後契約書の作成や引き渡しまでの一連業務

具体的には、

・新築住宅の案内　・中古住宅の案内とリフォーム提案　・⼟地のご紹介

・土地のハウスメーカーへの営業　・売主への仲介やご提案・・・・・など

・男⼥不問。

・不動産・建築関係未経験者歓迎。

・営業職の経験や、接客業の経験のある方

・⻑く働きたい⽅

・チームワークを⼤切に想う⽅

経験により優遇。

⻑野県⻑野市松代

町東条1697-1

シフト制

月給
正社員

 
未経験可

※宅建⼠の資格があれば尚可

（資格手当有り）

8 00 18 00 200,000 300,000

483 ⻑野県協同紙⼯業株式会社

⻑野県埴科郡坂城町中之条

1010

製造

ダンボール等のパッケージの製造スタッフとしての業務を⾏っていただきます。

◆自動機のオペレーターとして各企業様用の箱作り

◆その他付随する業務

⻑野県埴科郡坂城

町中之条1010

 
週休二日制

 
会社カレンダーによります。

 
年末年始・お盆休暇があります。

月給

正社員
普通⾃動⾞運転免許

8 00 17 10 167,540 239,000

195 ⻑野板販株式会社 ⻑野市若穂綿内407-1 営業

⼯務店やガラス店などへ同社の建材や住宅設備機器の営業を⾏って頂

きます。

【具体的には】既存顧客（工務店やガラス店）に対し、ご要望に応じた

商品を提案。担当顧客は⼀⼈30社〜40社程度。メインで担当するのは

そのうち10社程度。エリアは本社営業で北信地域全般、松本営業で中

信地域全般、佐久営業所で東信全般

【仕事の流れ】１⽇のアポイントは3〜5件程度。お客様のニーズをヒアリン

グし、お客様の希望を満たす自社の取扱い製品の提案や、各社案件の

進捗状況の確認等を⾏います︓⽇中は顧客や着⼯中の建設現場などを

訪問し、帰社後は⾒積もり等積算業務等を⾏うこともあります。

1923年（⼤正12年）創業の⽼舗　　2019年度よりSDGs推進企業と

して⻑野県から認可　　年間休⽇120⽇　　経験者優遇

　　　【組織について】⻑野本社、佐久営業所、松本営業所　　の3拠点。

営業は硝子建材部と樹脂部に分かれており、本社、松本、佐久それぞれで

の募集です。　そのほかに、営業アシスタント（⾒積、発注、管理）をする

業務、⼯事、組⽴、配達をメインで⾏う配送・⼯事、財務経理に分かれて

います。

⻑野本社　営業6名、松本営業所　営業3名　佐久営業所　営業1名

の体制です。

⻑野市⼜は佐久市

希望を考慮

 
週休2日　土日祝日

※年に１〜２回⼟曜出勤有

月給
正社員

普通⾃動⾞運転免許

8 20 17 10 200,000 300,000

27 直富商事株式会社 ⻑野市⼤字⼤⾖島3397-6 営業職

当社ビルメンテナンス部門にて得意先法人営業、新規法人営業が主な

仕事となります。

*詳細は、面接時にご説明致します。

市場１－１１

 
会社カレンダーによる

*原則週休2日ですが、数か月

に1度、⼟曜出勤があります。

月給

正社員

普通⾃動⾞免許(AT限定不可)

ビルメンテナンス業経験があれば、

尚可。

8 00 17 20 200,000 230,000

・当社は、「職場いきいきアドバンスカンパニー

 
認証事業所」として登録されています。

・定年年齢を上限としている為、59歳までの⽅

が求人対象となります。
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28 直富商事株式会社 ⻑野市⼤字⼤⾖島3397-6

パート社員の

管理業務

（市場）

・当社ビルメンテナンス部門にて、契約先企業の日常清掃業務に従事す

るパート社員の管理が主な仕事になります。

（備品配達、労務管理など）

・現場（客先）を回ることも多いので、お客様に書類をお届けしたり、業

務の打ち合わせをするなど、営業補助的なお仕事もして頂きます。　*詳

細は、面接時にご説明します。

⻑野市市場1-11

 
会社カレンダーによる

*原則週休2日ですが、数か月

 
に1度、⼟曜出勤があります。

月給

正社員

普通⾃動⾞免許必須（AT限定

不可）

8 00 17 20 200,000 230,000

・当社は、「職場いきいきアドバンスカンパニー

 
認証事業所」として登録されています。

・定年年齢を上限としている為、59歳までの⽅

 
が求人対象となります。

29 直富商事株式会社 ⻑野市⼤字⼤⾖島3397-6

パート社員の

管理業務

（松本市）

・当社ビルメンテナンス部門にて、契約先企業の日常清掃業務に従事す

るパート社員の管理が主な仕事になります。

（備品調達、労務管理など）

・現場（客先）を回る事も多いので、お客様に書類を届けたり、業務の

打ち合わせをするなど、営業補助的なお仕事もして頂きます。　*詳細に

ついては、面接時に説明致します。

松本市大字新村

3322-1

 
勤務ローテーションによる

月給

正社員

普通⾃動⾞免許必須（AT限定

不可）

8 00 17 20 200,000 230,000

・当社は、「職場いきいきアドバンスカンパニー

 
認証事業所」として登録されています。

・定年年齢を上限としている為、59歳までの⽅

 
が求人対象となります。

30 直富商事株式会社 ⻑野市⼤字⼤⾖島3397-6

食品リサイク

ル工場での

軽作業（七

二会）

スーパー、ホテル、レストラン等から運ばれてくる⾷品廃棄物を乾燥処理

し、飼料にリサイクルするお仕事です。

主には、 ・運搬されてきた食品廃棄物の選別 ・乾燥品のふるい掛け ・工

場内の清掃

といった軽作業が中心で、それほど難しい作業はありません。 また、仕事に

ついては社員が丁寧に指導致します。

・年齢不問のお仕事です。

・フォークリフト・⼄４の有資格者の⽅は特に、ご⾃⾝のスキルや知識を活か

せる職場です。

・休日・勤務時間についても、何かあればお気軽にご相談ください。

⻑野市七⼆会丁

2736-3

土曜・日曜・祝日　他

時給

パート

普通⾃動⾞運転免許必須

フォークリフト運転技能者　あれば

尚可

危険物取扱者（乙種）　あれば

尚可

8 00 15 00 1,000

 
・⻑く勤務出来る⽅を優遇します。

・ある程度体⼒は必要ですが、60歳前後の⽅

に従事して頂いているお仕事です。

228

特定非営利活動法⼈グループ

もみじ

みんなのあもり︓⻑野市安茂⾥葭

が渕1861

さくら︓⻑野市吉⽥5-13-7

介護職

⼩規模多機能ケアホームで認知症とその家族を⽀えます。利⽤者に対す

る⾝体介護、利⽤者にあわせたケアプランの実⾏及び健康の管理、利⽤

者の家族からの相談への対応生活アドバイス。

短時間労働、非正規と正社員の格差是正等働き方改革に積極的に取り

 
組み、実践しています。

産休、育休後職場復帰し活躍している職員もいます。また乳幼児同伴の

勤務も相談に応じます。

みんなのあもり、宅

⽼所さくら

週休二日、シフト制

月給

正社員

介護系資格不問　普通⾃動⾞

免許　（AT可）

8 30 17 30 182,000

6

農事組合法人　ひらの培養セン

ター

中野市大字吉田166-2 製造業

えのき茸培養基の製造及び配送 未経験者歓迎、賞与、昇給あり

ひらの培養センター

当社カレンダーによる（年間

105日以上）

月給 時

給

正社

員，パー

ト

普通免許　（⼤型⾞優遇）

8 00 5 30 180,000 200,000 900

444 訪問介護　晴ればれ ⻑野市篠ノ井塩崎4645 訪問介護員

利⽤者様のご⾃宅に訪問し、⾝体介護(⾷事介助や排せつ、⼊浴など)

の提供や、⽣活援助(家事代⾏など)のサービスを提供します。

・男⼥不問

・未経験者歓迎

・研修期間、勤務時間は相談可

⻑野市篠ノ井塩崎

4645

週休２日、シフト制

月給

正社員

初任者研修

普通⾃動⾞免許

8 00 18 00 160,000 190,000

222 有限会社えにし北⻑野事業所

⻑野県⻑野市⼤字徳間字⼟井

下630-3

生活支援

員・介護員

※定員20名の障害者（知的、精神、重症心身障碍者の通所施設にて

室外、室内作業、創作活動を⾏います。

※通所業務終了後、障害児のお預かり業務を⾏います。

※外出時に、排泄・⾷事などの介護、その他の⾏動する際に必要な援助

を⾏います。

※居宅介護（⾝体介護、家事援助、通院介助）を⾏います。

⻑野市

週休2日制（日曜日、その他）

シフト制による（⽉8〜9⽇休

み）

月給

フルタイム

パート

ホームヘルパー2級

介護職員初任者研修修了者

普通⾃動⾞運転免許

⾏動援護従事者養成研修修了

者（あれば尚良い）

9 00 18 00 163,240 204,448

⾒学も受け付けていますので、是非いらして下

さい。

224 有限会社えにし北⻑野事業所

⻑野県⻑野市⼤字徳間字⼟井

下630-3

生活支援員

※定員20名の障害者（知的、精神、重症心身障碍者）の

　通所施設です。

※1 畑作業　、2 ノバ作業（室内）、3 重症⼼⾝障害者の利⽤者様

への介護・⽀援の3つに分かれて活動・⽀援を⾏っています。

※必要に応じて排泄・入浴・食事介助をおこないます。

※送迎が必要な利⽤者様の送迎を⾏います。

⻑野市

 
週休2日制（日曜日、その他）

シフト制による（⽉8〜9⽇休

 
み）

月給

フルタイム

パート

普通⾃動⾞運転免許　ホームヘ

ルパー2級（あれば尚良い）　介

護職員初任者研修修了者（あ

れば尚良い）　介護福祉⼠（あ

れば尚良い）

8 30 17 30 151,200 190,516

⾒学も受け付けていますので、是非いらして下

さい。

352 有限会社クスノキ学園 千曲市⼤字⼾倉2119－4 介護職員

デイサービス・有料⽼⼈ホーム・サービス付⾼齢者住宅における介護業務

です。

利⽤者様に対する⾒守り・清拭介助・⾷事介助などの⾝体介護業務を

⾏っていただきます。

資格がなくても可

男⼥不問

千曲市⼤字⼾倉

2119－4　千曲市

⼤字⼾倉1185－

2

週休二日制

シフト制

月給 時

給

正社員

パート

介護職員初任者研修修了者

ホームヘルパー2級　看護師　准

看護師

いずれかあれば尚可

6 00 19 00 150,000 160,000 900

入社時に健康診断書が必要になります。　昇

給は会社業績により考慮します。

勤務時間はデイサービス・有料⽼⼈ホームで異

なりますので、ご確認下さい。

給与（時給）に関しては資格所有者は要相

談

442 有限会社ヤマウラ電工

⻑野県中野市⼤字三ツ和2107-

1

電気設備工

事士

 
・住宅・⼯場・公共施設の電気配線⼯事

 
・エアコン工事

未経験者歓迎

未経験でも高い技術を持つ社員が丁寧に指導します。

中野市大字三ツ和

2107-1

日　祝日

週休二日制　その他

月給

正社員

知識・技能等あれは尚可

電気工事士等あれば尚可

普通⾃動⾞運転免許必須（Ａ

Ｔ限定は不可）

8 00 17 30 200,000 300,000

※⾼所作業⾞の資格は、⼊社後に取得して

いただきます。

（取得費用は会社で負担します）

454

有限会社⾼⽥屋⼾⾕春実商

店

⻑野市⾼⽥１０３３－２

コンビニエンス

ストア

現在セブンイレブンを4店経営。社員及び店⻑候補を募集。

時間帯別アルバイトは週２日からＯＫ

⻑野市内

シフト制

月給 時

給

正社員、

アルバイト

運転免許証

9 00 18 00 210,000 290,000 850

474 有限会社⿊岩保温⼯業

⻑野県⻑野市稲⾥町中央三丁

目27-8

保温工

ハサミやカッターを使って保温材を加工して、配管やダクトに取り付ける仕

事です。

未経験者歓迎

⻑野県内の⼯事現

場

週休1.5日

月給

正社員
普通⾃動⾞免許

8 00 17 00 180,000 300,000

404 有限会社⼩林建材

⻑野県上⾼井郡⼩布施町⼤字

雁田992-9

建設業

大型ダンプカー運転手

上高井郡小布施町

大字大島541-1

⼟　⽇　その他　年末年始　盆

月給

正社員
⼤型⾃動⾞運転経験1年以上

8 00 17 00 270,000 316,000

327 有限会社大賀

⻑野県⻑野市篠ノ井塩崎6777-

5

建設業

・主に⽊造住宅の設計及び施⼯管理。

・お客様の対応

・ブログの更新他

再⽣可能エネルギーを最⼤限利⽤の「地中熱と太陽光の家」を主体に、新

築と地熱リノベーションを⾏い、そこに住む⼈と⼯事に携わるす全ての⼈の幸

せと、笑顔を⼤切に楽しい住まい造りを目指します。

⻑野市

日曜・祝日・第二・第四土曜日

月給

正社員

建築⼠・施⼯管理⼠等の⽅は優

遇

8 30 17 30 250,000 400,000



⻑野県就業⽀援デスク緊急就業サポート事業「Jobサポ」求⼈情報

掲載求人への応募をご希望の方は、JobサポHPより「就業相談申込み」へお進みください。なお、お申込の際には、応募ご希望の求人No.をお知らせください。

NO.
事業所名 所在地 職種 業務内容 PRポイント 就業場所 休日 給与

雇用

形態

必要な資格・経験 時給 特記事項
勤務開始時間 勤務終了時間 ⽉給 〇円〜〇円

425 有限会社⻑野教育システム

⻑野市⻘⽊島町綱島４９０番

地5

営業

幼稚園・保育園ルート営業

 
年齢制限50歳未満

 
試用期間3か月

 
賃⾦・⼿当⽉額200000〜250000円

営業経験者希望

⻑野市⻘⽊島町綱

島４９０番地5

週休二日制

月給

正社員
日常的パソコン操作

8 30 17 30 200,000 250,000

特になし。

522 オ－トショップ日米株式会社 ⻑野県⻑野市稲⾥1-6-5 板⾦⼯

⾃動⾞板⾦

⻑野県⻑野市稲⾥

1-6-5

当社年間カレンダ－

月給

正社員

 
経験者優遇

普通免許

9 00 18 00 200,000 400,000

540 さんさんふぁーむ

⻑野県⻑野市篠ノ井塩崎4752-

3

農業

農作物の管理　1〜2名

出荷担当　1名

収穫担当　1〜2名

⻑野市篠ノ井塩崎

4752－3

週休2日シフト制

月給

正社員

「本質を⼤切にし、笑顔を拡げる」

という当社理念に賛同できること。

8 00 17 00 170,000 200,000

当社は「本質を⼤切にし、笑顔を拡げる」の理

念基、地産地消を⼤切にした農業を起点とす

る時代に合った働き方を推奨する組織です。

変わった価値観や働き方、報酬体系を用いた

働き方になるので、ご興味ある方はお問い合わ

せください。

537 医療法⼈　みゆき会 ⻑野県飯⼭市⼤字下⽊島9番地 事務員

窓口対応、電話対応、介護請求、総務、その他付随する業務。

 
非正規職員の場合は勤務日数、時間等相談可能。

 
未経験者歓迎。

 
男⼥不問。賞与、昇給あり。

飯山市大字下木島

9番地　医療法⼈

みゆき会

シフト制

月給 時

給

正規職

員

簿記、介護、医療事務経験あれ

ば尚可。

8 30 17 30 166,000 900

552 医療法⼈コスモスライフ ⻑野市南県町658 介護職員

介護⽼⼈保健施設での⽇常介護

週数日、午前のみ午後のみ等ご相談致します。

年齢、男⼥不問、未経験者の⽅も優遇︕

変則勤務可能な⽅、優遇︕

介護⽼⼈保健施設

コスモス野澤苑

完全シフト制

月給 時

給

常勤、

パート

不問

初任者研修、実務者研修、介護

福祉士等、保有者優遇

9 00 18 00 150,000 199,600 880

554 医療法⼈コスモスライフ ⻑野市南県町658 看護師

介護⽼⼈保健施設での⽇常の看護医療

 
当直可能な方、高優遇

 
当直手当、12000円

介護⽼⼈保健施設

コスモス野澤苑

完全シフト制

月給

正職員
正看護師、准看護師

9 00 18 00 202,000 364,400

595 医療法⼈コスモスライフ ⻑野市南⻑野南県町658 介護助手

 
食堂の準備と片付け、食事配膳、リネン交換等

直接、身体介護はありません。あくまで介護士のサポート業務です。

 
週数⽇、1⽇の中で数時間OK︕

働き方、相談致します。

介護⽼⼈保健施設

コスモス野澤苑

勤務日以外、休日

時給

パート、ア

ルバイト

不問

9 00 18 00 880

介護の仕事に興味はあるが、経験もなく敷居

が高いな、、、、キツイかなと、、、感じてる方、

直接的な介護は介護⼠が⾏います︕⼊所者

様の話し相手でもいいのです。対人に携わるお

仕事を⼀緒にしてみませんか︖

545 株式会社ASコーポレーション

⻑野県⻑野市北⽯堂町1370

丸六ビル3F

麻雀店

お客様にドリンクをお出ししたり、つなぎで麻雀に入ったりします。

所在地

シフト制

時給

アルバイト
麻雀が打てる方

10 00 24 00 900

544 株式会社デンセン ⻑野市南⻑池713-1 営業

電設資材、ＦＡ機器、エネルギーソリューション関連商材　販売

エネルギーソリュー

ション営業部

⼟曜⽇、⽇曜⽇、祝⽇、年末

年始休暇、夏季休暇　年間休

日120日

月給
正社員

第一種電気工事士　（あれば尚

可）

第二種電気工事士　（あれば尚

可）

施⼯管理資格　　　（あれば尚

可）

普通⾃動⾞免許　　（ＭＴ）

8 30 17 30 216,230 322,850

産業用太陽光発電システム等の規模の大きい

発電システムを取扱い、その販売業務に従事

して頂きます。

就業場所は上田市問屋町505　エネルギーソ

リューション営業部

542 株式会社フューチャー．ラボ

⻑野県⻑野市鶴賀⽥町２１３

３－４　城東第一ビル５階

コンサルタント

危機管理をベースとした総合コンサルティング会社。

法人・個人へのリスクマネジメントコンサルティング。

各種⼠業（弁護⼠・税理⼠・社労⼠など）と連携し各種コンサル業務を

遂⾏。

年間休⽇130⽇以上。

プレミアムフライデー制度導⼊。バースデー休暇あり。

各種⼠業（弁護⼠・税理⼠・社労⼠など）と連携し、コンサル業務を⾏う

ことにより自身のスキルアップを目指すことができる。

⻑野市

年間休⽇130⽇以上。週休⼆

⽇制、夏期休暇・年末年始。

創⽴記念⽇、バースデー休暇。

プレミアムフライデー制度導⼊。

月給

正社員
第⼀種⾃動⾞免許

9 00 17 15 180,000 350,000

業務拡大に伴い急きょ2名の採用を検討。コロ

ナ禍で需要がますます増加しているビジネスで

す。ご興味のある方はお気軽にご一報いただけ

れば幸いです。

538

株式会社ユーロジャパンアバン

タージュ

須坂市福島647 経理事務

⾃動⾞販売修理、三井住友海上保険代理店

週何日かでも大丈夫です。

勤務日時間についても相談に応じます。

経験者優遇、年齢男⼥不問です。

須坂市

ご希望をお聞きして相談。

月給 時

給

正社員、

契約社

員、アル

バイト

経験が有れば資格はなくても大丈

夫です。

10 00 19 00 180,000 300,000 900

自由な会社ですので、ご希望をお伝えくださ

い。

539

株式会社ユーロジャパンアバン

タージュ

須坂市福島647 整備士

⾃動⾞販売修理、三井住友海上保険代理店

週何日かでも大丈夫です。

勤務日時間についても相談に応じます。

経験者優遇、年齢男⼥不問です。

須坂市

ご希望をお聞きして相談。

月給 時

給

正社員、

契約社

員、アル

バイト

経験が有れば資格はなくても大丈

夫です。

10 00 19 00 180,000 300,000 900

自由な会社ですので、ご希望をお伝えくださ

い。

546 株式会社倭技術研究所

⻑野県須坂市臥⻯１丁目４－

１０

営業

営業︓顧客へのヒアリングによる課題把握、当社の技術⼒による課題解

決の提案をはじめとする営業活動を実施。

受託開発製品における当社エンジニアとのプランニング、提案書を含む営

業ツールの作成等を⾏います。

取引先企業は国内最大手や上場企業もあり。外勤手当。残業月平均１

０時間程度。⽉５時間、１時間単位で利⽤できる特別休暇。慶弔⾒舞

⾦制度。創⽴記念⽇のレクリエーション。忘新年会。退職⾦制度。制服

（作業着）⽀給。服装は⾃由。⾃動⾞通勤OK。男⼥不問。勤務⽇、時

間,雇用形態など相談可能

⻑野県須坂市臥⻯

１丁目４－１０

完全週休⼆⽇。年間休⽇127

⽇（昨年実績）

月給

正社員

普通⾃動⾞免許（AT可）

営業︓法⼈向け営業の経験があ

る方優遇

8 30 17 30 180,000 300,000

経験者優遇はもちろんのこと、未経験でも

IT,IoT等の最新技術に興味がありの向上心の

ある方歓迎します。

547 株式会社倭技術研究所

⻑野県須坂市臥⻯１丁目４－

１０

回路設計、

メカ設計、ソ

フトウェア設

計

各設計︓設計開発から試作量産までの⼀連⼯程業務全般を担当して

頂きます。受注内容によっては設計のみといった工程の一部分のみの業務

ということもあります。

取引先企業は国内最大手や上場企業もあり。外勤手当。残業月平均１

０時間程度。⽉５時間、１時間単位で利⽤できる特別休暇。慶弔⾒舞

⾦制度。創⽴記念⽇のレクリエーション。忘新年会。退職⾦制度。制服

（作業着）⽀給。服装は⾃由。⾃動⾞通勤OK。男⼥不問。勤務⽇、時

間,雇用形態など相談可能

⻑野県須坂市臥⻯

１丁目４－１０

完全週休⼆⽇。年間休⽇127

⽇（昨年実績）

月給

正社員

普通⾃動⾞免許（AT可）

設計︓設計経験のある⽅優遇

8 30 17 30 180,000 300,000

経験者優遇はもちろんのこと、未経験でも

IT,IoT等の最新技術に興味がありの向上心の

ある方歓迎します。



⻑野県就業⽀援デスク緊急就業サポート事業「Jobサポ」求⼈情報

掲載求人への応募をご希望の方は、JobサポHPより「就業相談申込み」へお進みください。なお、お申込の際には、応募ご希望の求人No.をお知らせください。

NO.
事業所名 所在地 職種 業務内容 PRポイント 就業場所 休日 給与

雇用

形態

必要な資格・経験 時給 特記事項
勤務開始時間 勤務終了時間 ⽉給 〇円〜〇円

556 麺飯厨房　牡丹荘

⻑野県⻑野市稲⾥町下氷鉋２

２７－８

ラーメン・町

中華

〇能⼒、勤続年数に応じて昇給あり〇役職⼿当あり〇経験者優遇〇

調理未経験者もOK働きやすい職場を目指して⽇々改善中。お客様もス

タッフも満足してこその店舗運営だと考えています。〇食事補助ありお昼は

まかないあり（食費　月３０００円徴収）お昼以外で仕事に入っている

時は７０％引き〇まずはあなたのご希望を何でもご相談ください

未経験からの方も優しく教えます

簡単な作業からスタート︕

飲食・接客業が初めての方も安心です

〇仕事内容

担々麺の牡丹荘での麺上げ作業、仕込み作業、調理補助、清掃作業

など

慣れてきたら各種味付け、鍋ふりも。

調理の現場でプロの仕事をしてもらいます。牡丹荘では材料から⼿作りし

ているので色んな仕事が覚えられますよ

おなかを空かせたサラリーマンの方、食べ盛りなちっちゃなお子さん、家族で

わいわい、休日をゆったり美味しくすごすご夫婦…

町の元気を作るのはあなたの⼼を込めたお料理達です︕

牡丹荘は地域で⼀番愛される町中華を目指しています︕

こんな⽅を牡丹荘では募集しています。 我々の目指す仕事とは⽣命と⽣

命の橋渡しをするお仕事です。 ⽶、⼩⻨、野菜、豚、鶏… 全ての物には

生命があり、それらに心を込めて美味しく、お客様の生命へと繋げる。 私た

ちにしか出来ない素晴らしい仕事です 料理が⼤好き。⼈に喜ばれる仕事が

したい。そんなあなたのご応募をお待ちしております。

勤務時間・曜⽇︓10︓00〜15︓00・17︓00〜21︓00の間で最⼤

９時間程度

交通アクセス︓〇マイカー通勤オッケー

〇⻑野南バイパス沿い　下氷鉋⼩学校隣

待遇・福利厚⽣︓〇交通費⽀給〇社会保険完備

〇雇用保険・労働保険加入

その他︓牡丹荘ではただいま新規出店を計画中です。

それに伴い⼈員の強化をはかってまいります。牡丹荘の意思に共感し共に

盛り上げてくださる方を募集しています。

牡丹荘稲⾥店（新

店舗への移動もあ

り）

毎週火曜日

月給
正社員

◎飲食の経験あれば尚よし

◎初めての方も歓迎

10 00 21 00 210,000

527 有限会社　ヤマウラ電工

⻑野県中野市⼤字三ツ和2107-

1

電気設備工

事

住宅・公共施設の電気配線⼯事をしております。 初⼼者も⼤歓迎︕ベテラン職員が丁寧に指導いたします。

事業所所在地と同

じ

日　祝日　週休二日制　その他

年末年始　お盆休み

月給

正社員

必要な経験・知識・技能等あれ

 
ば尚可

電気工事経験者優遇

8 00 17 30 200,000 300,000

⾼所作業⾞の資格は、⼊社後に取得して頂き

ます。（費用は会社負担します。）

576 有限会社　三和工務店

⻑野県⻑野市⼤字⼤⾖島

6114-1

土木作業員

北信を中⼼とした道路改良⼯事や建物基礎⼯事において、コンクリート

 
打設、型枠⼯、重機運転などの⼟⽊作業全般を⾏う仕事です。 

経験の有無は問いません。

基本給は土木作業経験や土木関連資格に応じて相談の上決定します。

学歴不問。15歳〜64歳まで。

⻑野県⻑野市⼤字

大豆島４０１７

日曜日

その他第二土曜日・ＧＷ・お盆

休み・年末年始休業など

月給

正社員

普通⾃動⾞免許（18歳未満は

不要）

未経験者歓迎。

8 00 17 00 243,000 289,600

645 有限会社　内田保温工業 ⻑野市上駒沢字寺⻄786 保温工

生産工場や新築ビルなどで、建物内外にて空調設備の配管ダクトの断熱

及び保温、保冷、消⾳⼯事の施⼯を⾏う業務です。

 
未経験者大歓迎

厚⽣年⾦等、社会保険完備

⻑野市内及び、⻑

野県北部

 
日曜・祝日

夏期休暇、年末年始休暇

月給

正社員
普通⾃動⾞免許

8 00 17 00 200,000 330,000

661 Zサービス株式会社 ⻑野市川中島町原1309-1

空調メンテナ

ンス

 
Panasonic製業務⽤空調機の修理、保守、メンテナンス作業

⼊社後２〜３年は先輩と⼀緒にお客様の元へ伺い技術を習得して頂き

ます

未経験でも安心してください、Panasonicの工場での機器メンテナンス講習

が有り技術、資格を身に付けたい人にはピッタリです、社内で資格取得支援

制度も有り。

⻑野県内

隔週２日（土、日）、計画休

月給

正社員
普通⾃動⾞免許（AT可）

9 00 18 00 180,000 300,000

 
⻑期キャリア形成の為、年齢制限有り

求⼈⼈数に達し次第求⼈受付終了

678 学校法人荒井学園 ⻑野市⾼⽥五分⼀685

学校（幼稚

園）事務

幼稚園事務全般に携わって頂きます。

・パソコン業務【エクセルによるデーター処理の改善、ワード（⽂書作成）

HP及びメールなどの管理】

・教務主任サポート（業務計画作成、配布物の原稿作成）

・来客、電話応対・園児の納付⾦集計及び計算・現⾦の受領処理・事

務室での園児対応・⾏事の⼿伝い

毎日明るい子ども達の笑顔に囲まれて、充実感を得ながら仕事に携われま

す。幼稚園事務を通じて、様々な人と出会えるチャンスがあり、人としての幅

が広がります。あなたも可愛い⼦ども達の成⻑を目の当たりにしながら、⾃⼰

実現を図りませんか︕

古牧あけぼの幼稚

園

⽇曜⽇、祝⽇　その他（年間休

日115日）　週休二日制（シ

フト制による）

変形労働時間制（1年単位）

月給
正社員

・チームリーダー的経験がある人・

エクセルによるデーター処理経験

必要なPCスキル︓ワード、エクセ

ル、パワーポイント

⽇本情報処理検定協会　情報

処理技能検定試験　表計算2級

取得又は、同等のスキルのある方

・幼稚園教諭免許（専修・1種・

2種）あれば尚可（優遇）

8 30 17 15 200,000 260,000

・≪急募≫

679 株式会社バロー

岐⾩県多治⾒市⼤針町６６１

－１

総合職

・地域密着の食品スーパーマーケットでの接客、販売のお仕事です

・商品の陳列、加⼯や売場作りを通じて、様々な知識・技術が⾝に付き

ます。入社時研修、ＯＪＴ、部門別研修など、充実した研修体制でスキ

ルアップが出来、やりがいを持って働くことができます。

・担当者から部門全体を任せられるチーフへとキャリアアップ。その後、本人

の希望や適性に合わせて店⻑やバイヤーを目

　指していきます。

バロー千曲店、秋和

店

原則　週休2⽇（⽉8〜9⽇）

 
/年間113⽇

※ワークライフバランス休暇、年

 
次有給休暇

慶弔休暇ほか

月給
正社員

⼩売業にて、鮮⿂・⻘果部門勤

務の経験をお持ちの方

7 00 16 00 212,000 318,000

681 学校法人荒井学園 ⻑野市⾼⽥五分⼀685 幼稚園教諭

 
・クラス担任

 
（古牧あけぼの幼稚園7クラス、⻑野あけぼの幼稚園4クラス）

・クラス担任補助

当園のクラス担任は、毎日明るい子ども達の笑顔に囲まれて、充実感を得

ながら⼦ども達の教育に⼒を注いでいます。可愛い⼦ども達との⽣活の中

で、その成⻑を肌で感じることが出来ること、こんな素晴らしい経験が出来る

のはまさに”幼稚園の先⽣”だからではないでしょうか。⼦ども達の成⻑を目の

当たりにしながら、私たち自身の人格形成、自己実現が図れる職場です。

古牧あけぼの幼稚

園・⻑野あけぼの幼

稚園

日曜日、祝日、その他　週休二

日制（シフト制による）

変形労働時間制（1年単位）

月給

正職員

 
幼稚園教諭免許

経験問わない

8 30 17 15 178,000 220,000

≪急募≫　早期に就労できる方

682

株式会社ボルテックスセイグン⻑

野営業所

 ⻑野県千曲市⾬宮3256　⻑野

電子工業(株)千曲工場様内

倉庫内軽作

業

 
取引先製造工場よりお預かりしたコンテナ・缶製品などを梱包

（荷造り・仕分け)する作業をお願いします。

 
年齢 不問

 
フリーター活躍中

 
未経験者活躍中

 
主婦・主夫活躍中

 
２０代、３０代活躍中

*従業員の４割が⼥性です

⻑野県千曲市　⾬

宮

 
勤務カレンダーによるシフト休み

（週２回程度）

月給

契約社

員

 
普通⾃動⾞免許(AT限定可)

8 00 17 00 200,000 250,000

・交通費（3,400〜18,800円） ※千曲

市・⻑野市・上⽥市より通勤可能   ・制服貸

与 ・ロッカー完備 ・屋内原則禁煙 　喫煙可

能区域での業務なし

740 株式会社０２６９

⻑野県下⾼井郡⼭ノ内町⼤字夜

間瀬３８７９

農業

果実、稲作、そば等の農作業、加工品の製造、販売営業、SNS、通販

サイトの管理、研究

その他希望や⾯談により、⾃社不動産の営業や親会社飲⾷店への出向

可能

主に農業ですが、親会社が北信地域で飲⾷宿泊事業を多角的に展開し

ているので、やる気のある方はいろんな職種にチャレンジできます。

とにかく、やりたいことを全部やる︕北信地域を楽しみ尽くす︕がモットーの会

社です︕︕

中野市、山ノ内町、

野沢温泉

雇用保険の最低基準をクリアす

る範囲で自由に決めてください

月給

正社員
やる気と夢を持ってる人

9 00 18 00 130,000 350,000

390 株式会社　ホクト精工 ⻑野県千曲市⼤字⽻尾1562

⾦型加⼯技

術

＊⾦型図⾯をもとにプラスチック⽤⾦型を製作します。

・マシニングセンタ、放電加工機、研磨機、フライス盤等各種機械

⻑野県千曲市⼤字

羽尾１５６２本社

⼟⽇他    週休⼆⽇制︓毎週

年間休⽇数︓118⽇

月給

正社員

普通⾃動⾞免許（ＡＴ限定不

可）

187,750
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600 丸茂ファーム

⻑野県上⽔内郡飯綱町⼤字倉

井２７４２

通年農作業

りんごと稲作を栽培しています。

まだまだ未熟な農家です。今後農業生産法人をめざしている農家です。一

緒に作り上げていきませんか。

事業所と同じ

当社カレンダー

月給

普通⾃動⾞運転免許（AT不

可）

8 00 17 00 165,000 170,000

労働時間①8:00~17:00　②

8:30~17:00

604 丸茂ファーム

⻑野県上⽔内郡飯綱町⼤字倉

井２７４２

農業

果樹一般作業

まだまだ未熟な農家です。今後農業生産法人をめざしている農家です。一

緒に作り上げていきませんか。

事業所と同じ

日曜日

時給 8 00 17 00 850

労働時間①8:00〜17:00　②8:30〜

17:00

616 有限会社⼩⽥切牧場 ⻑野県中野市中野２１ 農業

⾁⽤⽜の飼育管理

中野市・東御市で牧場を運営。主に東御市において牧場の堆肥を活用し

て野菜の生産をしている。

中野市・東御市

不定休

月給

免許一種

8 00 17 30 170,000 240,000

683 株式会社　シンエイ・ハイテック

⻑野県⻑野市⼤字柳原１６２

５－２

組⽴治具、

設備治工具

の設計、製

作

社内または客先の部品の組み⽴て機械の設計、製作、組み込みソフト

○トライアル雇用併用求人

主要取引先として、アップル・ファーウェイ・トヨタ・ソニー・パ ナソニック等の世

界的な大手企業からの受注で安定しており、超最先端技術企業として将

来性・安定性があります。

⻑野県⻑野市⼤字柳

原１６２５－２

穂保⼯場︓⻑野市⼤

字穂保４９２－１２

風間⼯場︓⻑野市⼤

字風間２０３４－３

８

土曜日，日曜日，祝日，その

他　　週休⼆⽇制︓毎週

その他︓会社カレンダーによる。

年末年始休暇。夏季休暇

月給
正社員

経験者は実績により優遇

トライアル雇⽤は不問

 普通⾃動⾞運転免許︓必須

（ＡＴ限定可）

8 20 17 20 180,000 500,000

＊６０歳以上の方で経験と実績のある方はご

相談ください。 ＊トライアル期間︓試⽤期間と

同じ（同条件） ＊トライアル雇用対象者は

書類選考は致しません。 ＊勤務延⻑は個別

面談によります。

＊即戦⼒となる⽅は、経験と実績により優遇し

ます。 ＊原則として週休２⽇制ですが、年間

カレンダーによります。

684 株式会社　シンエイ・ハイテック

⻑野県⻑野市⼤字柳原１６２

５－２

総務人事事

務

管理部門に所属し、労務・⼈事・総務事務等を担当して頂きます。

・主な仕事は、給料計算、社会保険関係、⼈事（求⼈、採⽤活動

他）、受付、電話応対、接遇　等 　教育訓練全般、安全衛生（５

Ｓ）、関係団体対応等

・給与計算、社会保険⼿続き・求⼈採⽤活動・社員教育計画⽴案、推

進・官公庁諸届出業務、作成・就業規則などの規定の⾒直し、⽴案・⼈

事管理・安全衛⽣管理の活動、推進・その他、受付、接遇等

主要取引先として、アップル・ファーウェイ・トヨタ・ソニー・パ ナソニック等の世

界的な大手企業からの受注で安定しており、超最先端技術企業として将

来性・安定性があります。

⻑野県⻑野市⼤字柳

原１６２５－２

穂保⼯場︓⻑野市⼤

字穂保４９２－１２

風間⼯場︓⻑野市⼤

字風間２０３４－３

８

土曜日，日曜日，祝日，その

他　　週休⼆⽇制︓毎週

その他︓会社カレンダーによる。

年末年始休暇。夏季休暇

月給
正社員

あれば尚可︓経験者歓迎

第⼀種衛⽣管理者︓あれば尚

可

第⼆種衛⽣管理者︓あれば尚

可

普通⾃動⾞運転免許︓必須

（ＡＴ限定可）

8 20 17 20 165,000 350,000

＊トライアル雇⽤期間︓試⽤期間と同じ（同

条件） ＊トライアル雇用対象者は書類選考

はしません。

＊原則週休２日制、土日祝が休日です。

（年間カレンダーによります。） ＊６０歳以

上の方で、経験と実績のある方はご相談くださ

い。 ＊勤務延⻑については個別に⾯談

685 株式会社　シンエイ・ハイテック

⻑野県⻑野市⼤字柳原１６２

５－２

経理・財務

事務

管理部門に所属し、財務経理を担当して頂きます。

主な仕事は、売上管理、仕⼊台帳等の会計帳簿の記帳、伝票処理、

会計データ⼊⼒、⽉次決算書（貸借対照表、損益計算書）の作成で

す。

・売り上げ管理、会計年度ごと及び四半期ごとの決算書作成・事業計画

管理・固定資産台帳の管理・資⾦繰り計画の作成・原価分析、予算統

制管理・関連会社の経理、財務管理・その他　受付、接遇　等

主要取引先として、アップル・ファーウェイ・トヨタ・ソニー・パ ナソニック等の世

界的な大手企業からの受注で安定しており、超最先端技術企業として将

来性・安定性があります。

381-8520

⻑野県⻑野市⼤字

柳原１６２５－２

土曜日，日曜日，祝日，その

他　　週休⼆⽇制︓毎週

その他︓会社カレンダーによる。

年末年始休暇。夏季休暇

月給
正社員

必須︓実務経験３年以上

普通⾃動⾞運転免許︓必須

（ＡＴ限定可）

⽇商簿記２級︓必須

8 20 17 20 165,000 400,000

＊６０歳以上の方で、経験と実績のある方は

ご相談ください。

＊トライアル雇⽤期間︓試⽤期間と同じ（同

条件） ＊トライアル雇用対象者は書類選考

はしません。

＊原則として⼟⽇祝が休⽇ですが、年間カレン

ダーによります。 ＊勤務延⻑は個別⾯談により

ます。

686 株式会社　シンエイ・ハイテック

⻑野県⻑野市⼤字柳原１６２

５－２

組⽴⾃動機

オペレーター

（柳原、穂

保、風間）

ＩＴ関連部品及び電気・電子部品の自動機等による製品、自動機の

セットアップ及び製品の検査、⾃動機設備等の各種機器の保守等を⾏い

ます。

主要取引先として、アップル・ファーウェイ・トヨタ・ソニー・パ ナソニック等の世

界的な大手企業からの受注で安定しており、超最先端技術企業として将

来性・安定性があります。

381-8520

⻑野県⻑野市⼤字

柳原１６２５－２

土曜日，日曜日，祝日，その

他　　週休⼆⽇制︓毎週

その他︓会社カレンダーによる。

年末年始休暇。夏季休暇

月給

正社員

経験者優遇

普通⾃動⾞運転免許︓必須

（ＡＴ限定可）

8 20 17 20 160,000 350,000

＊６０歳以上の方で、経験と実績のある方は

ご相談ください。

＊トライアル雇⽤期間︓試⽤期間と同じ（同

条件） ＊トライアル雇用対象者は書類選考

はしません。

＊原則として⼟⽇祝が休⽇ですが、年間カレン

ダーによります。 ＊勤務延⻑は個別⾯談により

ます。

687 株式会社　シンエイ・ハイテック

⻑野県⻑野市⼤字柳原１６２

５－２

プレス加工オ

ペレーター

（柳原・穂

保）

ＩＴ関連部品のスタンピング加⼯、⾦型のセットアップ及び製品の検査等

を⾏います。

未経験の方は補助作業からスタートし、作業の習得状況により、ステップ

アップしていきます。

主要取引先として、アップル・ファーウェイ・トヨタ・ソニー・パ ナソニック等の世

界的な大手企業からの受注で安定しており、超最先端技術企業として将

来性・安定性があります。

⻑野県⻑野市⼤字

柳原１６２５－２

穂保⼯場︓⻑野市

大字穂保４９２－

１２

土曜日，日曜日，祝日，その

他　　週休⼆⽇制︓毎週

その他︓会社カレンダーによる。

年末年始休暇。夏季休暇

月給

正社員

あれば尚可︓経験者優遇

フォークリフト資格者優遇

普通⾃動⾞運転免許︓必須

（ＡＴ限定可）

8 20 17 20 160,000 350,000

＊６０歳以上の方で経験と実績のある方はご

相談ください。 ＊勤務延⻑は個別の相談によ

る。 ＊トライアル雇⽤期間︓試⽤期間と同じ

（同条件） ＊トライアル雇用対象者は書類

選考はしません。

＊原則として⼟⽇祝が休⽇ですが、年間カレン

ダーによります。 ※（４）８︓２０〜２０︓

２０（５）２０︓２０〜８︓２０ 勤務時

間の詳細は面接時に説明します。（変形労

働週平均　４０時間以内労働）

688 株式会社　シンエイ・ハイテック

⻑野県⻑野市⼤字柳原１６２

５－２

生産技術

（柳原・穂

保・風間）

＊製品設計、開発、販売

＊プレス、モールド、めっき、組⽴製品の⾒積り、解析を中⼼として、Ｖ

Ｅ、ＩＥにより、生産品質、原価の改善、改革業務 ＊新規品等の仕様

分析、⽴ち上げ

＊量産品などの改善・改良

＊客先への技術提案及び技術打合せ、折衝

主要取引先として、アップル・ファーウェイ・トヨタ・ソニー・パ ナソニック等の世

界的な大手企業からの受注で安定しており、超最先端技術企業として将

来性・安定性があります。

⻑野県⻑野市⼤字柳

原１６２５－２

　　穂保⼯場　　⻑野市

大字穂保４９２－１

２

　　風間⼯場　　⻑野市

大字風間２０３４－

３８

土曜日，日曜日，祝日，その

他　　週休⼆⽇制︓毎週

その他︓会社カレンダーによる。

年末年始休暇。夏季休暇

月給

正社員

あれば尚可︓業務経験者は実

績により優遇（トライアル雇用は

不問）

普通⾃動⾞運転免許︓必須

（ＡＴ限定可）

8 20 17 20 180,000 500,000

＊６０歳以上の方で、経験と実績のある方は

ご相談ください。 ＊勤務延⻑は個別⾯談によ

る。

＊トライアル期間︓試⽤期間と同じ（同条

件） ＊トライアル雇用対象者は書類選考は

しません

＊原則として⼟⽇祝が休⽇ですが、年間カレン

ダーによります。

689 株式会社　シンエイ・ハイテック

⻑野県⻑野市⼤字柳原１６２

５－２

機械加工

（穂保・柳

原）

＊各⼯作機械加⼯及びＣＡＤ・ＣＡＭによる⾦型パーツ・機械治⼯具

の加工 ＊ＣＡＤ・ＣＡＭデータの作成 ＊３Ｄプリンターのソフトオペ

レーション

主な設備

１）旋盤・ボール盤・フライス盤 　２）プロファイル・マシニングセンター、治

具グラインダー 　３）ワイヤーカット・放電加工機 　４）研磨加工（平

研・成形）

主要取引先として、アップル・ファーウェイ・トヨタ・ソニー・パ ナソニック等の世

界的な大手企業からの受注で安定しており、超最先端技術企業として将

来性・安定性があります。

本社⼯場︓⻑野市⼤

字柳原１６２５－２

穂保⼯場︓⻑野市⼤

字穂保４９２－１２

土曜日，日曜日，祝日，その

他　　週休⼆⽇制︓毎週

その他︓会社カレンダーによる。

年末年始休暇。夏季休暇

月給

正社員

必須︓経験者は実績により優遇

普通⾃動⾞運転免許︓必須

（ＡＴ限定可）

8 20 17 20 170,000 350,000

＊６０歳以上の方で、経験と実績のある方は

ご相談ください。 ＊勤務延⻑は個別⾯談によ

る。

＊トライアル期間︓試⽤期間と同じ（同条

件） ＊トライアル雇用対象者は書類選考は

しません

＊原則として⼟⽇祝が休⽇ですが、年間カレン

ダーによります。

690 株式会社　シンエイ・ハイテック

⻑野県⻑野市⼤字柳原１６２

５－２

品質管理及

び品質保証

管理（柳

原・穂保・風

間）

＊ＩＴ関連部品及び電気・電子製品の品質検査、寸法測定、外観検

査等を⾏います。 ＊光学顕微鏡・⼯場顕微鏡等を使⽤します、製品は

日本国内だけでなく、海外にも出荷され、世界中で使用されています。

＊品質統計資料の作成、品質改善活動 ＊ＩＡＴＦ、ＩＳＯなどの管

理、品質改善活動 ＊客先、仕⼊先の品質督促・接遇

主要取引先として、アップル・ファーウェイ・トヨタ・ソニー・パ ナソニック等の世

界的な大手企業からの受注で安定しており、超最先端技術企業として将

来性・安定性があります。

⻑野県⻑野市⼤字柳

原１６２５－２

　　穂保⼯場　⻑野市

大字穂保４９２－１

２

　　風間⼯場　⻑野市

大字風間２０３４－

３８

土曜日，日曜日，祝日，その

他　　週休⼆⽇制︓毎週

その他︓会社カレンダーによる。

年末年始休暇。夏季休暇

月給

正社員

あれば尚可︓経験者優遇

トライアル雇⽤は不問

普通⾃動⾞運転免許︓必須

（ＡＴ限定可）

8 20 17 20 150,000 400,000

＊６０歳以上の方で、経験と実績のある方は

ご相談ください。 ＊勤務延⻑は個別⾯談によ

る。

＊トライアル期間︓試⽤期間と同じ（同条

件） ＊トライアル雇用対象者は書類選考は

しません

＊原則として⼟⽇祝が休⽇ですが、年間カレン

ダーによります。



⻑野県就業⽀援デスク緊急就業サポート事業「Jobサポ」求⼈情報

掲載求人への応募をご希望の方は、JobサポHPより「就業相談申込み」へお進みください。なお、お申込の際には、応募ご希望の求人No.をお知らせください。

NO.
事業所名 所在地 職種 業務内容 PRポイント 就業場所 休日 給与

雇用

形態

必要な資格・経験 時給 特記事項
勤務開始時間 勤務終了時間 ⽉給 〇円〜〇円

691 株式会社　シンエイ・ハイテック

⻑野県⻑野市⼤字柳原１６２

５－２

モールド成形

加工

ＩＴ関連の成形加⼯、⾦型のセットアップ及び製品の検査等を⾏いま

す。

未経験の方は補助作業からスタートし、作業の習得状況により、待遇及

び作業のステップアップをしていきます。

主要取引先として、アップル・ファーウェイ・トヨタ・ソニー・パ ナソニック等の世

界的な大手企業からの受注で安定しており、超最先端技術企業として将

来性・安定性があります。

⻑野県⻑野市⼤字

柳原１６２５－２

土曜日，日曜日，祝日，その

他　　週休⼆⽇制︓毎週

その他︓会社カレンダーによる。

年末年始休暇。夏季休暇

月給

正社員

経験者は実績により優遇

フォークリフト運転技能者︓あれ

ば尚可

普通⾃動⾞運転免許︓必須

（ＡＴ限定可）

8 20 17 20 160,000 350,000

＊６０歳以上の方で、経験と実績のある方は

ご相談ください。 ＊勤務延⻑は個別⾯談によ

る。

＊トライアル期間︓試⽤期間と同じ（同条

件） ＊トライアル雇用対象者は書類選考は

しません

＊原則として⼟⽇祝が休⽇ですが、年間カレン

ダーによります。

692 株式会社　シンエイ・ハイテック

⻑野県⻑野市⼤字柳原１６２

５－２

⾦型の設

計・製作

（プレス・

モールド）

（穂保・柳

原）

・コネクタ、⾃動⾞部品等電気・電⼦製品の⾦型設計・製作、製品設

計、開発

・生産設備の設計、製造

・プレス、モールド⾦型の設計、製造 等を⾏っていただきます。

主要取引先として、アップル・ファーウェイ・トヨタ・ソニー・パ ナソニック等の世

界的な大手企業からの受注で安定しており、超最先端技術企業として将

来性・安定性があります。

⻑野県⻑野市⼤字

柳原１６２５－２

　穂保⼯場　⻑野

市大字穂保４９２

－１２

土曜日，日曜日，祝日，その

他　　週休⼆⽇制︓毎週

その他︓会社カレンダーによる。

年末年始休暇。夏季休暇

月給

正社員

経験者優遇

普通⾃動⾞運転免許︓必須

（ＡＴ限定可）

8 20 17 20 180,000 500,000

＊６０歳以上の方で、経験と実績のある方は

ご相談ください。 ＊勤務延⻑は個別⾯談によ

る。

＊トライアル期間︓試⽤期間と同じ（同条

件） ＊トライアル雇用対象者は書類選考は

しません

＊原則として⼟⽇祝が休⽇ですが、年間カレン

ダーによります。

693 株式会社　シンエイ・ハイテック

⻑野県⻑野市⼤字柳原１６２

５－２

⾦型・⾃動

機の保守・メ

ンテナンス

（柳原・穂

保・風間）

＊ＩＴ関連部品及び電気・電⼦製品を製造する⾦型・⾃動機の新規

製作・保守を⾏います。現場からの修理、定期メンテナンスの依頼のあった

⾦型・⾃動機の点検を⾏い、新規パーツの発注・組み込み

・調整、既存パーツの加⼯などを⾏います。

経験の少ない⽅には、指導員がマンツーマンで実務指導を⾏います

主要取引先として、アップル・ファーウェイ・トヨタ・ソニー・パ ナソニック等の世

界的な大手企業からの受注で安定しており、超最先端技術企業として将

来性・安定性があります。

⻑野県⻑野市⼤字柳

原１６２５－２

　　穂保⼯場　⻑野市

大字穂保４９２－１

２

　　風間⼯場　⻑野市

大字風間２０３４－

３８

土曜日，日曜日，祝日，その

他　　週休⼆⽇制︓毎週

その他︓会社カレンダーによる。

年末年始休暇。夏季休暇

月給

正社員

あれば尚可︓経験者優遇

トライアル雇⽤は不問

普通⾃動⾞運転免許︓必須

（ＡＴ限定可）

8 20 17 20 170,000 350,000

＊６０歳以上の方で、経験と実績のある方は

ご相談ください。 ＊勤務延⻑は個別⾯談によ

る。

＊トライアル期間︓試⽤期間と同じ（同条

件） ＊トライアル雇用対象者は書類選考は

しません

＊原則として⼟⽇祝が休⽇ですが、年間カレン

ダーによります。

694 株式会社　シンエイ・ハイテック

⻑野県⻑野市⼤字柳原１６２

５－２

システムエン

ジニア（柳

原・穂保・風

間）

・各⼯場のネットワーク管理 ・新規システム開発 ・既存システムの運⽤、

改修、メンテナンス、ネットワーク保守等

・システム機器の保守、メンテナンス等 （使用ツール） ＡＣＣＥＳＳ，

ＯＲＡＣＬＥ，ＩＩＳ等 （使用言語）

ＶＢＡ，ＳＱＬ等 ・自動化設備の組込みソフト

主要取引先として、アップル・ファーウェイ・トヨタ・ソニー・パ ナソニック等の世

界的な大手企業からの受注で安定しており、超最先端技術企業として将

来性・安定性があります。

　本社⼯場　⻑野市⼤

字柳原１６２５－２

　穂保⼯場　⻑野市⼤

字穂保４９２－１２

　風間⼯場　⻑野市⼤

字風間２０３４－３

８

土曜日，日曜日，祝日，その

他　　週休⼆⽇制︓毎週

その他︓会社カレンダーによる。

年末年始休暇。夏季休暇

月給

正社員

あれば尚可︓経験者優遇

トライアル雇⽤は不問

普通⾃動⾞運転免許︓必須

（ＡＴ限定可）

8 20 17 20 180,000 350,000

＊６０歳以上の方で、経験と実績のある方は

ご相談ください。 ＊勤務延⻑は個別⾯談によ

る。

＊トライアル期間︓試⽤期間と同じ（同条

件） ＊トライアル雇用対象者は書類選考は

しません

＊原則として⼟⽇祝が休⽇ですが、年間カレン

ダーによります。

695 株式会社　シンエイ・ハイテック

⻑野県⻑野市⼤字柳原１６２

５－２

機械・設備

設計、自動

機・ＦＡ機

器設計・製

作（穂保・

風間

・組⽴設備の設計・製作

・組込みソフト設計

・電気配線、機構設計　等を⾏っていただきます。

主要取引先として、アップル・ファーウェイ・トヨタ・ソニー・パ ナソニック等の世

界的な大手企業からの受注で安定しており、超最先端技術企業として将

来性・安定性があります。

本社⼯場　⻑野市⼤字

柳原１６２５－２

　穂保⼯場　⻑野市⼤

字穂保４９２－１２

　風間⼯場　⻑野市⼤

字風間２０３４－３

８

土曜日，日曜日，祝日，その

他　　週休⼆⽇制︓毎週

その他︓会社カレンダーによる。

年末年始休暇。夏季休暇

月給

正社員

業務経験者は優遇（トライアル

雇⽤は不問）

普通⾃動⾞運転免許︓必須

（ＡＴ限定可）

8 20 17 20 182,000 502,000

＊６０歳以上の方で、経験と実績のある方は

ご相談ください。 ＊勤務延⻑は個別⾯談によ

る。

＊トライアル期間︓試⽤期間と同じ（同条

件） ＊トライアル雇用対象者は書類選考は

しません

＊原則として⼟⽇祝が休⽇ですが、年間カレン

ダーによります。

696 株式会社　シンエイ・ハイテック

⻑野県⻑野市⼤字柳原１６２

５－２

製造技術

（柳原・穂

保・風間）

１）⽣産設備の設計、製作（プレス⾦型、モールド⾦型、⾃動機、組

⽴治具など）

２）受注製品の工程解析、フローチャート作成

３）各⼯場の製品の⼯程能⼒及び⽣産性改善

４）その他

主要取引先として、アップル・ファーウェイ・トヨタ・ソニー・パ ナソニック等の世

界的な大手企業からの受注で安定しており、超最先端技術企業として将

来性・安定性があります。

本社⼯場︓⻑野市⼤

字柳原１６２５－２

穂保⼯場︓⻑野市⼤

字穂保４９２－１２

風間⼯場︓⻑野市⼤

字風間２０３４－３

８

土曜日，日曜日，祝日，その

他　　週休⼆⽇制︓毎週

その他︓会社カレンダーによる。

年末年始休暇。夏季休暇

月給

正社員

あれば尚可︓経験者優遇

トライアル雇⽤は不問

普通⾃動⾞運転免許︓必須

（ＡＴ限定可）

8 20 17 20 180,000 500,000

＊６０歳以上の方で、経験と実績のある方は

ご相談ください。 ＊勤務延⻑は個別⾯談によ

る。

＊トライアル期間︓試⽤期間と同じ（同条

件） ＊トライアル雇用対象者は書類選考は

しません

＊原則として⼟⽇祝が休⽇ですが、年間カレン

ダーによります。

746 株式会社　エナキス

⻑野県上⽥市富⼠⼭２４１２

－６

営業技術職

／⻑野営業

所

当社⻑野営業所での営業技術スタッフを募集します。

業務内容︓当社お客様への提案営業が中⼼のお仕事です。お客様との

コミュニケーションを⼤切に、当社で取り扱う多彩なエネルギー（ＬＰガ

ス、都市ガス、灯油、電気）の販売に加えて、住宅設備関連機器等の

提案営業、メンテナンスや修理、ガスの保安点検業務を⾏います。

顧客は一般家庭、店舗、企業、工場など多様ですが、直接お客様から感

謝の気持ちを伝えていただける時もあり、やりがいのあるお仕事です。

◎さらに専門知識と技術も⾝に付きます。＊　保安業務員や⾼圧ガス第⼆

種販売主任者免状、危険物取扱者免状（丙種以上４類）をお持ちの

⽅は賃⾦⾯で優遇いたします。

⻑野県⻑野市⾦井

田３７－１

土曜日，日曜日，祝日，その

他

会社カレンダーに準ずる

月給
正社員

Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄの基本

的な操作ができれば尚可

高圧ガス販売主任者（第２

種）あれば尚可

危険物取扱者（乙種）あれば

尚可

普通⾃動⾞運転免許必須（Ａ

Ｔ限定不可）

8 30 17 30 163,000 300,000

◆選考の流れ　書類選考→⾯接・適性検査

→採⽤＊本社（上⽥市）で書類選考を⾏い

ますので、選考時間に少しお時間をいただきま

すが、書類到着後１４日以内に選考結果と

面接日時をご案内します。

◆業務に必要な資格については、入社後順次

お取りいただきます。費用は会社負担で、一部

社内講習も実施しています。

752 (株)就英学園

⻑野県⻑野市稲⾥町中央4丁目

10-1

塾講師

小中高校生の学習指導(各科目ごとでも可)

 
ダブルワーク可

 
地元密着で、15年続いている学習塾です。

 
熱意ある人、前向きな人歓迎。

特に、指導者・教育者として⼤⼿では絶対経験できない成⻑を味わいたい

人大歓迎。

⻑野県⻑野市稲⾥

町中央4丁目10-1

 
週休二日

シフト制

月給 時

給

正社員・

アルバイ

ト・パート

無し

15 00 22 00 180,000 300,000 1,600

正社員︓4⼤卒必須

アルバイト・パート︓4⼤卒尚可

754 アーサー学院　川中島校

⻑野県⻑野市川中島町御厨

857-3

塾講師

個別指導塾の塾講師。 賞与、昇給あり

アーサー学院　川中

島校

日曜、祝日、その他塾で定めら

れた休日

月給

正社員
英語、数学得意な方

14 00 22 00 150,000 180,000

758 有限会社　外谷建設

⻑野県上⽔内郡信濃町柏原２

８９６

建設業

土木工事が主の建設業。官公庁の仕事がメインです。

国有林道の草刈りや国⽴公園の整備⼯事などを始め、県道、町道の除

雪も⾏っております。

道路⼯事、河川⼯事、治⼭⼯事

とにかくワンパターンな作業の繰り返しが苦手な人は、向いていると思いま

す。今までの現場でも、同じ作業であっても毎回状況、環境が違います。そ

のような全ての要素を考えながら、最も効率良く注⽂の品を完成させる毎⽇

です。とてもやりがいのある仕事なので、自分の得意なことを活かしたいと思っ

ている人を募集します。

勤務時間・曜⽇︓平⽇　8︓00〜17︓00　⼟曜⽇、祝⽇も仕事できま

す。

交通アクセス︓⿊姫駅から徒歩10分　交通費最⼤1万円まで⽀給。

待遇・福利厚⽣︓昇給あり、賞与有、有給休暇有、退職⾦制度あり、

雇⽤保険、労災保険、健康保険、厚⽣年⾦　交通費⽀給、社員寮あり

⻑野県東北信〜群

馬県嬬恋村

⼟⽇休みですが、割増料⾦にて

土曜日も出てもらっています。

月給

正社員・

契約社

員・アル

バイト・

パート

普通⾃動⾞免許

8 00 17 00 225,000 400,000



⻑野県就業⽀援デスク緊急就業サポート事業「Jobサポ」求⼈情報

掲載求人への応募をご希望の方は、JobサポHPより「就業相談申込み」へお進みください。なお、お申込の際には、応募ご希望の求人No.をお知らせください。

NO.
事業所名 所在地 職種 業務内容 PRポイント 就業場所 休日 給与

雇用

形態

必要な資格・経験 時給 特記事項
勤務開始時間 勤務終了時間 ⽉給 〇円〜〇円

759 株式会社リープクリエイティブス

⻑野県中野市⼤字⽚塩３６７

１３

飲食業

飲食店経営　飲食店店舗開発　ビジネスブランディング

０から１を作るのが得意なクリエイティブ企業です。今回は飲食店事業拡

⼤に伴い、調理スタッフを募集します︕

中野市３３２

０

シフト制

月給

正社員

調理経験

やる気

10 00 23 00 160,000 380,000

とにかくやる気ある人で、志が同じ人を探してま

す︕ピンチはチャンス︕

805 学校法人荒井学園 ⻑野市七瀬中町173番地 学校事務他

 
学校法⼈経理・会計全般

 
設備・備品の保守営繕

 
スクールバス運転及び運⾏業務

幼稚園⾏事の⼿伝い　等

毎日明るい子ども達の笑顔に囲まれて、充実感を得ながら仕事に携われま

す。

幼稚園事務を通じて、様々な人と出会えるチャンスがあり、人としての幅が

広がります。

あなたも可愛い⼦ども達の成⻑を目の当たりにしながら、⾃⼰実現を図りま

せんか︕

⻑野市⾼⽥五分⼀

685番地

日曜、祝日　週休二日制（シフ

ト制による）

年間休⽇数115⽇

月給

正職員

⼤型⾃動⾞免許

⺠間企業会計経理経験が豊富

な方

8 30 17 15 270,000 320,000

≪急募≫

809 株式会社REGAOS ⻑野県⻑野市南千歳1-7-3 セラピスト

マッサージの施術

 
週2、3日からOK

時間や曜日は相談可能

⻑野県⻑野市南千

歳1-7-3

シフト制

時給

アルバイト
無し（経験者優遇）

10 00 23 00 1,000

810 うなぎ専門店　本多 ⻑野県飯⼭市飯⼭1117 飲食店

ホールスタッフ・厨房補助・掃除

・手当、賞与が好条件

・休日105日

・残業がある場合でも19時半より遅くなることはありません

・サービス業に興味がある⽅、または調理に興味がある⽅を募集

⻑野県飯⼭市

夏︓週休1⽇(⽊曜⽇)春・

秋︓⽉6⽇(⽊曜⽇＋2⽇)

冬季︓週休5⽇

月給

正社員
普通運転免許

9 00 17 00 160,000 400,000

811 株式会社和田正通信サービス ⻑野県⻑野市稲葉中千⽥2412

auショップス

タッフ（正社

員）

auショップでのショップスタッフのお仕事です。

接客応対・契約⼿続き・電話応対・商品管理等をしていただきます。

【未経験者大歓迎】

教育担当の先輩スタッフ（メンター）を中心に約3ヶ月間丁寧に研修しま

す。

仕事は無理なく、簡単な業務から徐々に繰り返し⾏って慣れていただきま

す。

勤務地は⾃宅から通える当社運営auショップ。

昇給（年1回）・賞与（年2回）。

【当社運営auショッ

プ】中野市・⻑野

市・千曲市

年間休⽇106⽇（⽉8〜9⽇

休む）交代休

月給

正社員

（試用

期間3カ

月有）

普通⾃動⾞運転免許（AT可・

入社後取得可）

9 15 19 10 161,000 220,000

ご不明点などございましたら、お気軽に担当太

田までお問い合わせ下さい。

817 うなぎ専門店　本多 ⻑野県飯⼭市飯⼭1117 飲食店

 
【パート】ホールスタッフ・厨房補助

※⼟⽇祝の出勤ができる⽅（⽉1程度のお休みは可）

・手当、昇給が好条件

・賞与20万〜30万/年

・⾐料⼿当（30000円/年）、通勤⼿当、休憩時間⼿当（6000円/

⽉）、繁忙期⼿当（500円〜2000円/⽇）、⽇曜⽇出勤⼿当（500

円〜2000円/⽇）

・昼食補助あり（400円/日、またはお弁当支給）

・休日は希望日に合わせて応相談

⻑野県飯⼭市飯⼭

夏︓週休1⽇(⽊曜⽇)春・

秋︓⽉6⽇(⽊曜⽇＋2⽇)

冬︓週休⼆⽇(⽊曜⽇＋1⽇)

他、⻑期連休希望など応相談

時給
パート

普通運転免許証

9 00 17 00 900

社会保険無しの場合、月給1000円からにな

ります

821 株式会社ネイテック

⻑野市川中島町上氷鉋804番

地1

産業廃棄物

収集運搬

処分

1.厨房雑⽤⽔槽の清掃後4トン吸引⾞輌で収集運搬する⾃社処理場

での作業

2.飲料⽔　貯⽔槽清掃作業

未経験歓迎

経験者優遇・浄化槽管理⼠優遇

労働保険完備

退職⾦制度有り　賞与有り　制服貸与

⻑野市川中島町上

氷鉋804-1

週休二日制　その他会社カレン

ダ－による

月給

正社員

4トン⾞が運転出来る免許証

浄化槽管理⼠優遇

産業廃棄物収集運搬作業経験

者優遇

8 00 17 00 220,000 320,000

823

株式会社　松本花市場　⻑野

支社

⻑野市⻘⽊島（予定） 営業職

⻑野⽀社内での業務全般及び営業

・セリの補助業務（データ⼊⼒。⽣花の⽀社内配花）

・生花の配達（4トントラック又はハイエース等による）

・セリ業務

・生花店及び生産者への営業（ノルマはありません）

 
・未経験者歓迎

 
・男⼥不問

・福利厚⽣⾯も充実し勤務しやすい職場環境です。

⻑野市⻘⽊島（予

定）

週休2日制

月給

正社員
中型⾃動⾞免許あれば尚可

4 30 16 00 190,000 195,000

⻑野⽀社新設に伴い正社員募集します。

変形労働時間制（一か月単位）

1・4時30分〜16時　2・10時〜17時30分

824 島崎建設株式会社 ⻑野市⼤字柳原2363-11 建設業

現場作業員・現場施⼯管理者

賞与・昇給あり

各種資格取得サポートいたします。

主に⻑野市内

第２第４土曜日　日曜日　祝

⽇　お盆休暇　年末年始

月給

正社員

普通運転免許証　必須（AT限

定不可）

⾞両系建設機械免許

１級２級⼟⽊施⼯管理技⼠

（優遇）

8 00 17 00 260,000 350,000

主に⼟⽊⼯事業ですが、個⼈様宅の外構⼯

事・エクステリア工事も請け負っております。

元気で明るい方お待ちしております。作業内容

により時間外があります。

826 リープクリエイティブス

⻑野県中野市中央３丁目３

２０

飲食

⾃社運営店舗の店⻑クラスを募集します。

北信エリアで４店舗、プライベートシェフビジネスを展開中。

基本勤務は、シフトにより早朝から深夜までの間で８時間勤務になりま

す。

将来独⽴希望のやる気ある⽅探してます︕

能⼒、やる気に応じて、勤務体系はその都度対応します︕

中野市、山ノ内町、

野沢温泉

シフト制

月給

正社員

有名店での調理経験、⽇常会話

レベルの英語、店舗管理でスリム

化達成経験者

8 00 23 00 170,000 350,000

821 株式会社ネイテック

⻑野市川中島町上氷鉋804番

地1

産業廃棄物

収集運搬

処分

1.厨房雑⽤⽔槽の清掃後4トン吸引⾞輌で収集運搬する⾃社処理場

での作業

2.飲料⽔　貯⽔槽清掃作業

未経験歓迎

経験者優遇・浄化槽管理⼠優遇

労働保険完備

退職⾦制度有り　賞与有り　制服貸与

⻑野市川中島町上

氷鉋804-1

週休二日制　その他会社カレン

ダ－による

月給

正社員

4トン⾞が運転出来る免許証

浄化槽管理⼠優遇

産業廃棄物収集運搬作業経験

者優遇

8 00 17 00 220,000 320,000

823

株式会社　松本花市場　⻑野

支社

⻑野市⻘⽊島（予定） 営業職

⻑野⽀社内での業務全般及び営業

・セリの補助業務（データ⼊⼒。⽣花の⽀社内配花）

・生花の配達（4トントラック又はハイエース等による）

・セリ業務

・生花店及び生産者への営業（ノルマはありません）

 
・未経験者歓迎

 
・男⼥不問

・福利厚⽣⾯も充実し勤務しやすい職場環境です。

⻑野市⻘⽊島（予

定）

週休2日制

月給

正社員
中型⾃動⾞免許あれば尚可

4 30 16 00 190,000 195,000

⻑野⽀社新設に伴い正社員募集します。

変形労働時間制（一か月単位）

1・4時30分〜16時　2・10時〜17時30分

824 島崎建設株式会社 ⻑野市⼤字柳原2363-11 建設業

現場作業員・現場施⼯管理者

賞与・昇給あり

各種資格取得サポートいたします。

主に⻑野市内

第２第４土曜日　日曜日　祝

⽇　お盆休暇　年末年始

月給

正社員

普通運転免許証　必須（AT限

定不可）

⾞両系建設機械免許

１級２級⼟⽊施⼯管理技⼠

（優遇）

8 00 17 00 260,000 350,000

主に⼟⽊⼯事業ですが、個⼈様宅の外構⼯

事・エクステリア工事も請け負っております。

元気で明るい方お待ちしております。作業内容

により時間外があります。

826 リープクリエイティブス

⻑野県中野市中央３丁目３

２０

飲食

⾃社運営店舗の店⻑クラスを募集します。

北信エリアで４店舗、プライベートシェフビジネスを展開中。

基本勤務は、シフトにより早朝から深夜までの間で８時間勤務になりま

す。

将来独⽴希望のやる気ある⽅探してます︕

能⼒、やる気に応じて、勤務体系はその都度対応します︕

中野市、山ノ内町、

野沢温泉

シフト制

月給

正社員

有名店での調理経験、⽇常会話

レベルの英語、店舗管理でスリム

化達成経験者

8 00 23 00 170,000 350,000



⻑野県就業⽀援デスク緊急就業サポート事業「Jobサポ」求⼈情報

掲載求人への応募をご希望の方は、JobサポHPより「就業相談申込み」へお進みください。なお、お申込の際には、応募ご希望の求人No.をお知らせください。

NO.
事業所名 所在地 職種 業務内容 PRポイント 就業場所 休日 給与

雇用

形態

必要な資格・経験 時給 特記事項
勤務開始時間 勤務終了時間 ⽉給 〇円〜〇円

835 ⻑野ベリーファーム株式会社 ⻑野市⻄尾張部1121-4 農業

いちご・トマトの栽培管理 農業に意欲のある正社員を望みます。

⻑野市（富⽵・⻑

沼）・中野市

隔週２日のシフト制

月給

正社員
普通⾃動⾞免許

8 00 17 00 153,000 171,000

850

公益財団法⼈⻑野県健康づく

り事業団

⻑野県⻑野市稲⾥町⽥牧206ー

1

看護師・准

看護師

県内各地の市町村、事業所での巡回健診業務で主に計測、検査等の

スタッフ、採血業務です。

健診業務は、地域・実施時期により大きく変動しますので、勤務いただく

⽇数も変動（0〜20⽇/⽉）します。

週1⽇〜3⽇程度でもOK

勤務スケジュールは各⾃の希望を伺って概ね前⽉中旬以降に決定します。

主にお住いの地域の

健診会場となります

が、他地域への出

張もあります。

週休2日制（検診計画により土

日祝に出勤になる場合がありま

す）休日出勤手当あり

時給

パート

 
看護師・准看護師

採血の経験が豊富な方を希望し

ます。

6 00 14 15 1,300

勤務時間は、健診会場現地集合、当事業団

事務所集合、健診開始時刻により変動しま

す。

851

公益財団法⼈⻑野県健康づく

り事業団

⻑野県⻑野市稲⾥町⽥牧206ー

1

臨床検査技

師

県内各地の市町村、事業所での巡回健診業務で主に計測、検査等の

スタッフ、採血業務です。

健診業務は、地域・実施時期により大きく変動しますので、勤務いただく

⽇数も変動（0〜20⽇/⽉）します。

週1⽇〜3⽇程度でもOK

勤務スケジュールは各⾃の希望を伺って概ね前⽉中旬以降に決定します。

主にお住いの地域の

健診会場となります

が、他地域への出

張もあります。

土日祝日（検診計画により土

日祝に出勤になる場合がありま

す）休日出勤手当あり

時給

パート

 
臨床検査技師

採血の経験が豊富な方を希望し

ます。

6 00 14 15 1,300

勤務時間は、健診会場現地集合、当事業団

事務所集合、健診開始時刻により変動しま

す。

860

株式会社⻑野臨床検査セン

ター

⻑野市栗⽥687-1　⻑野メディカ

ルビル3F

臨床検査技

師

＊病院・医院の検体受託検査。

＊学校・職場・⾃治体住⺠等の検診

＊給⾷センター等給⾷従事者の細菌検査などの臨床検査サービス。

事業所所在地と同

じ

日曜日，祝日，その他

４⽉〜１０⽉︓３週に１回⼟

曜⽇休み　１１⽉〜３⽉︓２

週に１回土曜日休み

月給

正社員

臨床検査技師　必須

普通⾃動⾞運転免許　あれば尚

可（ＡＴ限定可）

9 00 17 30 193,000 273,000

就業時間①9時00分〜17時30分　②9時

00分〜15時00分

861

株式会社ニシボリ環境設備開

発

⻑野市中曽根3701 家屋調査

外壁塗装、家屋調査

・ご近所で出来る仕事です。

・働き方が自由です。

・未経験の方でも丁寧に指導します。

・歩きながら出来るので、健康的に⾏えます。

・仕事内容に応じて時給+インセンティブをお支払いします。

応相談

働き方はご希望に応じてご相談

させて頂きます。

時給

正社員、

アルバイト

 
経験者優遇

未経験歓迎

9 00 17 15 1,000

867 ⼤平林業建設 ⻑野県⻑野市⻄和⽥1-17-47 林業

親臨整備全般素材⽣産

事業所と同じ

日曜、土曜

月給

正社員
不問

8 00 17 00 210,000 250,000

・当初、試用期間3か月

・以降、雇⽤期間の定めなし

932 株式会社　森くま

⻑野県⻑野市若穂綿内３５６

１

樹木伐採、

庭木剪定、

農業の一般

作業

「株式会社　森くま」でのお仕事です。

・果樹農家から伐採依頼を受け伐採。・伐採した木を薪にして販売。

・果樹園や庭木の抜根や運搬。・果樹棚やビニールハウスの解体。

・庭⽊剪定、特殊伐採。・アーボリスト。・⼭菜畑、露地きのこ畑、⽔稲の

栽培管理。

・農林産物のネット販売。・畑、空地、駐⾞場、店舗等の除草作業。

・⾥⼭森林資源管理事業。（簡単なワード、エクセルの⼊⼒をお願いす

ることがあります）

＊農⼭村、⽥舎、過疎地、少⼦⾼齢化地⽅には難問が沢⼭︕︕それを

ビジネスに変換したい︕

＊都会の消費者が今何を求めているのか︖街の⼈間が欲する物は何か︖

田舎から発信したい。

＊信州リンゴの薪やナラ、クヌギ薪をネット販売しています。

＊⼭菜やベリーをオーガニック（低農薬）栽培し都会や若者、健康志向者

にネット販売していく予定。

事業所所在地と同

じ

土曜日，日曜日，その他

・天候と繁閑に左右されることが

あり、土日出勤、平日振替休の

場合があります。・ＧＷ・お盆・年

末年始休み

日給

正社員

普通⾃動⾞運転免許必須（Ａ

Ｔ限定不可）

林業技⼠、技術⼠（森林部

門）、小型移動式クレーン運転

技能者　あれば尚可

森林関係の資格、伐倒（⼤径

木）講習、刈払機講習、玉掛

け、⾞両系建設機械、⼤型特殊

等の資格があれば優遇します。

8 00 17 00 164,160 218,880

夏期は暑い為サマータイム制で７︓００〜１

６︓００の予定（６⽉〜８⽉）

＊喫煙者は一人もいませんのでタバコを吸わな

い人を募集します。

933 株式会社　森くま

⻑野県⻑野市若穂綿内３５６

１

 

薪の製造販

売・樹木の

伐採、山菜

と露地キノコ

栽培、草刈

り

「株式会社　森くま」でのお仕事です。

・果樹農家から伐採依頼を受ける・伐採した木を薪にし販売

・果樹園や庭木の抜根や運搬・果樹棚やビニールハウス解体

・庭⽊選定・特殊伐採・アーボリスト・⼭菜、露地きのこ、⽔稲の栽培管

理

・農林産物のネット販売・畑、空き地、駐⾞場、店舗等の除草作業

＊リンゴ、ナラ、クヌギ薪をネット販売＊⾥⼭森林資源管理

＊体⼒が必要となる体を使う仕事です

＊農⼭村、⽥舎、過疎地、少⼦⾼齢化、地⽅には難問が沢⼭︕それらを

ビジネスに変換したい。

＊都会の消費者が今何を求めているか︖　町の⼈間が欲する物は何か︖

田舎から発信したい。

＊⼭菜、ベリーをオーガニック（低農薬）栽培し都会や若者健康志向者に

ネット販売予定。

事業所所在地と同

じ

土曜日，日曜日，祝日，その

他

・会社カレンダーによる・ＧＷ

（５日）・お盆休み（６日）・

年末年始（６⽇）・天候による

休みもあります。

時給

パート

普通⾃動⾞運転免許必須（Ａ

Ｔ限定不可）

林業技⼠、技術⼠（森林部

門）あれば尚可

＊林業関係の資格、伐倒（⼤

径木）講習、刈払機講習、小型

移動式、クレーン、⽟掛け、⾞両

系建設機械、大型特殊、トラク

ターなどの資格あれば優遇します。

8 00 17 00

900~1,1

00

＊時間・日数、相談に応じます

＊夏（６〜８⽉）は７︓００〜１６︓０

０のサマータイム制

＊喫煙者は一人もいませんのでタバコを吸わな

い人を募集します。

958 株式会社　大松建設 ⻑野市柳町８１

土木施工管

理

道路、河川、上下下⽔道、宅地造成等の⼀般⼟⽊⼯事の施⼯管理を

⾏います。

・⼯程表の作成と管理、作業指導、監督、品質および安全管理など

・現場は北信中⼼に県内です。（社⽤⾞使⽤）

・現場作業のみでも結構です。

事業所と同じ

日曜日，祝日，その他

月給
正社員

普通⾃動⾞運転免許必須（Ａ

Ｔ限定不可）

8 00 17 00 240,000 350,000

929

株式会社バロー（障害者雇

用）

名古屋市中村区名駅1-16-21

名古屋三井物産ビル3F

バックヤード

作業・品出し

・農産部門︓バックヤードで果物野菜の加⼯。売り場での品出し業務

・⽇配グロサリー部門︓売り場で商品の品出し業務

・⽔産部門︓バックヤードで⿂等のパック詰め（簡単な作業から）売り場

での品出し業務等

⻑野県内（９店

舗）

・週休２日シフト制（土日祝・

お盆・年末はなるべく勤務してい

ただける方）

時給

パート

・スーパーマーケットの仕事に興味

がある方

・⾃宅通勤できる⽅

・週２０時間以上の勤務が可能

な方

・支援機関にご登録があり実習し

ていただける方

849

・週５日、1日７時間勤務（各種保険・昇

給・賞与・組合加⼊・お買い物割引等制度

有）

・週５日、1日４時間勤務（各種保険・昇給

有・お買い物割引等制度有）

935

北信地域材加⼯事業協同組

合

⻑野市⼤字穂保字中ノ配341-1

プレカット加

工機オペレー

ター

⽊造住宅、非住宅の構造材のプレカット加⼯ 未経験者歓迎、賞与・昇給有り

⻑野市⼤字穂保字

中ノ配341-1

⽇曜祝祭⽇　　1⽉〜3⽉・・・

週休2日（毎週土曜日）　　4

⽉〜12⽉・・・隔週週休2⽇

（第2・第4土曜）　　シフト制

勤務あり

月給

正社員
特に必要なし

8 15 17 30 165,000 228,000

転勤無し、受動喫煙対策有り、退職⾦共済

加入、未経験者大歓迎です。丁寧なサポート

で研修いたします。



⻑野県就業⽀援デスク緊急就業サポート事業「Jobサポ」求⼈情報

掲載求人への応募をご希望の方は、JobサポHPより「就業相談申込み」へお進みください。なお、お申込の際には、応募ご希望の求人No.をお知らせください。

NO.
事業所名 所在地 職種 業務内容 PRポイント 就業場所 休日 給与

雇用

形態

必要な資格・経験 時給 特記事項
勤務開始時間 勤務終了時間 ⽉給 〇円〜〇円

936 アデコ株式会社　⻑野オフィス

⻑野県⻑野市南千歳１丁目１

２－７ 新正和ビル６Ｆ

（契）マッチ

ング担当者

弊社が自治体より受託した就業支援事務局内でのお仕事です。

・求職者への就業相談 　　・求職者への応募書類や面接トレーニング

・就職後のフォロー支援

・求⼈企業への求職者紹介、求⼈情報の開拓 　　・各⾃治体、求⼈取

り次ぎ団体への訪問、連携

基本的に電話またはメールでの支援や連携です。

求職者のご希望により対面での支援をお願いする場合があります。

求職者や求人企業から感謝される、とてもやりがいのあるお仕事です。

国内１１０拠点のネットワークで業界大手

事業所所在地と同

じ

土曜日，日曜日，祝日

週休⼆⽇制︓毎週

時給

契約社

員

【必須】人事・採用、または人材ビ

ジネス業界、及び類似業務経験

が２年以上ある⽅。普通⾃動⾞

運転免許（ＡＴ限定可）

【いずれか】キャリアコンサルタント

資格または⼈事業務経験2年以

上、または人財ビジネス業界での

求職者対応経験2年以上

【PCスキル】Ｅｘｃｅｌ︓グラフ

の作成・編集、表の作成・編集、

簡単な集計 　　Ｗｏｒｄ︓既

存文書の修正 　　Ｐｏｗｅｒ

Ｐｏｉｎｔ︓既存スライドの修

正、画像・表の挿入

【あれば尚可】キャリアコンサルタン

9 00 17 30 225,000 225,000 1,500

・在宅勤務・リモートワークを取り⼊れており、必

要に応じ柔軟に対応します。

・ご家庭の都合やご本人の希望により時短勤

務の柔軟な対応を致します。

・マイカー通勤︓不可

938 アデコ株式会社　⻑野オフィス

⻑野県⻑野市南千歳１丁目１

２－７ 新正和ビル６Ｆ

（契）自治

体・各種団

体連携員

　（全地域・

リモート勤務

歓迎）

経験よりも興味と⾏動意欲を⼤切にしているポジションの募集です

就業⽀援事務局内のお仕事（２０代〜５０代まで活躍中のお仕

事）

・各⾃治体や求職関連、求⼈関連の団体訪問（現状把握や就職率向

上の打ち合わせ、就業イベント企画・実施）

・求人取り次ぎ団体への訪問、連携

・求⼈企業への求職者紹介、求⼈情報の開拓

電話やメール、レンタカーや公共交通機関での移動がござます。 　　直

⾏・直帰や居住地域（⾃宅）からのリモート勤務もいただけます。

⻑野県の失業者・求職者⽀援に携わり、産業課題・地域課題に取り組

み、活動を通して未来の信州づくりを⼀緒に⾏いましょう。

事業所所在地と同

じ（全地域・リモー

ト勤務歓迎）

土曜日，日曜日，祝日

週休⼆⽇制︓毎週

時給

契約社

員

【必須】自治体や各種団体、企

業訪問に抵抗が無い方 、普通

⾃動⾞運転免許（ＡＴ限定

可）

【いずれか】自治体・関係団体との

連携経験または就業イベントの企

画・運営経験

【尚可】ｉｐｈｏｎｅの基本操

作 　　　Ｏｆｆｉｃｅ３６５

（Ｔｅａｍｓ利⽤）

【PCスキル】Ｅｘｃｅｌ︓グラフ

の作成・編集、表の作成・編集、

簡単な集計 　　ＰｏｗｅｒＰ

ｏｉｎｔ︓既存スライドの修正、

9 00 17 30 225,000 225,000 1,500

・在宅勤務・リモートワークを取り⼊れており、必

要に応じ柔軟に対応します。

・ご家庭の都合やご本人の希望により時短勤

務の柔軟な対応を致します。

・マイカー通勤︓不可

949 N vintage coffee ⻑野市南千歳2丁目2-1 cafe

コーヒーメイク、接客、レジ業務。 未経験者歓迎、年齢・男⼥不問 賞与、昇給あり︕

⻑野市南千歳2丁

目2-1

シフト制

月給 時

給

正社員・

アルバイ

ト・パート

特になし

10 00 20 00 175,000 210,000 900

950 株式会社０２６９

⻑野県下⾼井郡⼭ノ内町⼤字夜

間瀬３８７９

飲食業

 
温泉施設内業務

接客、清掃、調理補助

中野市ぽんぽこ温泉のお仕事です。中野市のアピールしたい人、盛り上げた

 
い人、とにかくやる気のある明るい人歓迎

ぽんぽこ温泉

木曜定休　その他１日　週休二

日　シフト制

月給

正社員
不問

8 30 17 30 150,000 180,000

コロナウイルスの影響次第で賞与の有無が変

わります。

【佐久・上田エリア】

NO.
事業所名 所在地 職種 業務内容 PRポイント 就業場所 休日 給与

雇用

形態

必要な資格・経験 時給 特記事項

494 Farmめぐる株式会社 ⻑野県佐久市 農業

 
有機野菜の生産、出荷業務全般

経営理念︓「⼟をつくる、⼈が育つ、笑顔がめぐる」

野菜を⽣産するうえで、⼟壌分析や植物⽣理を理解することを重視し、学びながら、畑

で実践し、作物からのフィードバックを得ながら、農業をうまくなることを重視しています。

経験がモノを⾔う仕事でもあるので、正社員として、「農業を仕事にして⽣きていく︕」とい

う⽅を求めています。男⼥不問、賞与・昇給あり(実績あり)、年間休⽇90⽇(年末年

始、冬季⻑期休暇)

⻑野県佐久市

繁忙期(4⽉〜11⽉)は週休1

日

農閑期(12⽉〜3⽉)は週休2

日

年末年始、冬季（1⽉下旬〜2

⽉中旬）は⻑期休暇

月給

正社員

普通⾃動⾞免許（MTありが望

 
ましい）

簡単なPC作業あり

7 00 17 00 170,000 220,000

3月入社を想定しています。

363 KAKUREGA　小諸店 ⻑野県⼩諸市甲1588-1-110 エステサロン

フェイシャル・脱毛・オイルリンパマッサージ・増毛エクステなどをしています。

近年ニーズの⾼まる男性の⾃分磨きを応援するお店です。

現在、信州⼤学⼯学部との共同研究で、⻑野の農産物を使った⾃社オ

リジナル化粧品の開発中です。

未経験者大歓迎

レギュラー勤務出来る方大歓迎

週2〜3⽇も相談可

KAKUREGA　小

諸店

週休二日　シフト制

月給

正社員・

業務委

託・アル

バイト

特になし

12 00 21 00 150,000 280,000

やる気のある方。責任感のある方からのご応募

お待ちしております。

470 NPO法人こもろの杜（もり） ⻑野県⼩諸市相⽣町1-1-9

カフェ運営主

任

⼩諸駅前にある市⽴の公園「停⾞場ガーデン」内のカフェ部門の主任とな

り、料理の提供およびマネジメントを担っていただきます。パートスタッフの⼈

選や育成、宣伝などもお任せします。自分の店として自由に創意工夫をこ

らしてください。

定額の固定給は保証しますが、売り上の歩合制で追加報酬を加えます。

勤務時間は、複数スタッフのシフトを組んで調整します。夜の営業を⾏うこと

も可能です。

停⾞場ガーデン

営業日は週6日ですが、シフトを

工夫して勤務日を減らすことも可

能です。勤務時間もシフト組み

により自由に設定してください。

月給

契約社

員

飲⾷業での調理経験、マネジメン

ト経験のある方。

9 00 17 00 250,000

募集しているのは、⼩諸市⽴の公園の運営を

委託されている指定管理者のNPOです。公園

内のカフェ＆ショップは、小諸市の活性化を目

的にNPOが自主事業として運営しています。

地域活性化に意欲のある方に来ていただけれ

ばと期待しています。

473 NPO法人こもろの杜（もり）

⻑野県⼩諸市相⽣町1-1-9 停

⾞場ガーデン内

ショップスタッ

フ

⼩諸駅前にある市⽴の公園「停⾞場ガーデン」内のショップスタッフとして販

売や商品企画などを担当していただきます。ここでは、観光客や市⺠向け

に、地場産の花の苗、園芸小物、農産加工品、パンや焼き菓子などを販

売しています。

接客が好きな⽅、魅⼒的なお店づくりや商品開発等に意欲のある⽅、でき

れば植物が好きな方。パソコン（エクセル、ワード、SNSなど）を使える方。

9時〜5時の勤務で週２〜3日勤務を目安に、曜日や時間帯は調整でき

ます。昇給あり。

３ヶ月

店舗は木曜定休です。勤務はシ

フト制ですので、曜日や時間は

融通が利きます。

時給
アルバイト

特になし

9 00 5 00 900

観光シーズンは多くのお客様で賑わい施設な

ので、⼩諸市の魅⼒を伝えるような商品を販

売したいと思います。それを通して地元の生産

者さんを応援していきたいと思います。そんな理

想を持って一緒に働いてくださる方においでいた

だけるとありがたいです。

258

TWIN-LINE HOTEL

KARUIZAWA JAPAN

⻑野県北佐久郡軽井沢町軽井

沢1151-11

ホテル・レスト

ラン

ホテルフロント業務（ナイト業務含む）

レストランサービス

調理

 
未経験者歓迎・経験者優遇

勤務形態・時間応相談

⻑野県北佐久郡軽

井沢町軽井沢

1151-11

隔週2日、シフト制

月給 時

給

正社員・

契約社

員・パー

ト・アルバ

イト

不問

7 22 17 11 200,000 350,000 1,100

勤務開始時間 勤務終了時間 ⽉給 〇円〜〇円



⻑野県就業⽀援デスク緊急就業サポート事業「Jobサポ」求⼈情報

掲載求人への応募をご希望の方は、JobサポHPより「就業相談申込み」へお進みください。なお、お申込の際には、応募ご希望の求人No.をお知らせください。

NO.
事業所名 所在地 職種 業務内容 PRポイント 就業場所 休日 給与

雇用

形態

必要な資格・経験 時給 特記事項
勤務開始時間 勤務終了時間 ⽉給 〇円〜〇円

49

キャディット・プロジェクト株式会

社

⻑野県岡⾕市⻑地梨久保2-6-

30

営業職 / 技

術職

【営業職１名】機械系製造業の企業に向けてCAD/CAM/CAE/スキャ

ナー/3Dプリンタなどの製品紹介・提案・販売・アフターフォロー

【技術職１名】・CAD/CAM/CAEのサポートおよびトレーニング・サーバー

/ワークステーション/アプリケーションなどの納品・セットアップ

未経験者OK、経験者は優遇します。

⼀⼈⼀⼈の成⻑に合わせた社員研修を⾏います。

CAD・CAM・CAEに興味のある方、サーバー・パソコンに精通している方、

⼈と接することが好きな⽅、ご応募お待ちしております︕

⻑野県岡⾕市

週休2⽇制（年間休⽇数約

120日）

・⼟⽇祝⽇・夏季休業・年末年

始休業　他

月給

正社員
普通⾃動⾞免許（AT限定可）

8 30 17 30 180,000

225 グリーンライフはるかぜ ⻑野県上⽥市保野803-1 介護職員

・介護業務全般　・入浴介助　・訪問介護業務　・レクリエーションの実施

・利⽤者の送迎

 
勤務日、時間など相談可

施設内⾒学可

グリーンライフはるか

ぜ

シフト制

月給 時

給

正社員

パート

経験者・介護職員初任者研修も

しくは介護福祉士

8 00 17 00 168,000 210,000 850

259 グループホームせせらぎ 小諸市大字加増851-19 介護職

認知症高齢者の生活・介護支援業務

具体的には、食事作りや入浴、生活全般の介護です。

小諸市大字加増

851-19

 
シフトによります。要相談

時給

パート

看護師、介護福祉士、ヘルパー

 
など。

家庭料理ができる⽅（10〜１５

⼈分の料理を作っていただきま

す。）

9 15 18 15 950

 
夜勤できる方大感激です。

夜勤（17︓00〜翌⽇9︓30）仮眠休憩あ

り

348 トータルソリューション株式会社

⻑野県上⽥市常⽥３丁目１５

番１号　信州大学繊維学部内Ａ

ＲＥＣ

メンテナンス

手配業務

＊飲食店、大手チエーン店他から、電気関係の緊急修繕の依頼を

　受け、当社協⼒会社である電気⼯事店へ電気⼯事⼿配を⾏う。

・電話受付・お客様、工事店への工事依頼書、報告書の作成・専用シス

テムへの⼊⼒作業・メール受付等、各店舗への連絡業務

自社開発のシステムを活用し、大手企業を得意先としてメンテナンスを中心

としたソリューションを提供しています。

⻑野県上⽥市常⽥

３丁目１５番１号

信州大学繊維学部

内ＡＲＥＣ

 
休日は会社カレンダーによる

(土曜日出勤の場合あり　代休

付与)

月給

正社員

 
・普通⾃動⾞運転免許

 
※電気工事士資格者　優遇

9 00 17 45 220,000 318,200

職務手当（固定残業代）は残業２０時間

分として時間外労働の有無に関わらず支給

し、超過分は別途支払い。

349

トータルソリューション株式会社

株式会社

⻑野県上⽥市常⽥３丁目１５

番１号　信州大学繊維学部内Ａ

ＲＥＣ

コンタクトセン

ター電話オペ

レーター及び

管理業務

＊住宅設備メーカー様のコンタクトセンター＊依頼者からの⼯事依頼書を

専⽤システムに⼊⼒

＊依頼者へ確認（工事依頼書の相違・費用説明等）の電話＊専用シ

ステムによる、依頼者宅へ訪問する⼯事担当者の⼿配

＊上記コンタクトセンター業務の管理及び、住宅設備メーカー様との打合

せ

 
自社開発のシステムを活用し、大手企業を得意先として

メンテナンスを中心としたソリューションを提供しています。

⻑野県上⽥市常⽥

３－８－３７　千

曲会館３階

・休⽇は年間会社カレンダーによ

 
り、土曜日出勤の

　場合あり(2021年は13回⼟

曜日出勤有り)

月給

正社員

 
・普通⾃動⾞運転免許

※電気工事士資格があれば、尚

可

9 00 17 45 220,000 318,200

職務手当（固定残業代）は残業２０時間

分として時間外労働の有無に関わらず支給

し、超過分は別途支払い。

223 ホテルバーモラル軽井沢

⻑野県北佐久郡軽井沢町発地

1097-12

ホテル

ホテル業務全般

フロント業務・レストラン業務・清掃等

朝七時から夜九時の間の八時間勤務（シフト制）

 
軽井沢の自然に囲まれた環境にあるリゾートホテルです。

所在地に同じ

変形労働制　各月毎に所定公

休を定める。

月給

正社員
普通⾃動⾞運転免許

7 00 21 00 220,000

515 ホテルバーモラル軽井沢

⻑野県北佐久郡軽井沢町発地

1097-12

接客サービス

リゾートホテルでのフロント業務・レストランサービス・清掃等

約１万６千坪の敷地に２０室だけののびのびした環境の中でお仕事でき

ます。

ホテルバーモラル軽

井沢

季節変動制による休日。

勤務時間は４交代制

月給

正社員
普通⾃動⾞免許

12 00 21 00 220,000 300,000

509 ルート設計株式会社 上田市下之郷８１３－８３ 機械設計

会社の業務はペットボトル成型機、工作機械、半導体製造装置の機械

設計及びペットボトル⾦型設計・シーケンサー使⽤による制御設計です。

部品図のCADによる作図又はソリッドワークスによる３次元モデリングの仕

事です。

社員の子育て応援宣言登録企業、勤務時間相談可能。

入社後１か月間の設計教室実施。

上田市下之郷

813-83

年間休⽇１１９⽇

月給

正社員、

パート

普通運転免許、経験は不問。汎

用旋盤、汎用フライス加工経験

者は優遇します。論理的な考え

方のできる人。

8 30 17 30 170,000 180,000

22 ワインテリアBe-one 上田市天神1-2-1地下1階 飲食業

 
ホールとキッチンです。

接客・掃除・雑務・調理

週2⽇〜3⽇でもOK

時間もシフト制17時30分〜23時30分の間で3時間以上

はじめアルバイトから正社員に昇格有り

上田市天神1-2-1

地下1階

 
休日は日・月曜日

コロナの状況を⾒て変更予定

時給

正社員・

アルバイト

無し　（調理師を持っていればよ

り優遇）

17 30 23 30 1,000

357 医療法⼈慈善会　安藤病院 上⽥市中央⻄1-1-20 看護師

外来および病棟での看護等を⾏っていただきます。

病棟については、⼀般・療養・精神科のいずれか、ご希望を相談可能で

す。

病院内に24時間体制の託児所完備。

上⽥市中央⻄1-

1-20

週休二日制　　日、その他　　勤

務表による（ローテーション）

月給

正社員

看護師

経験者

8 30 17 30 235,000 350,000

※シフトにより勤務時間17︓00〜9︓00有り

休憩時間120分

358 医療法⼈慈善会　安藤病院 上⽥市中央⻄1-1-20 看護師

病棟での看護等を⾏っていただきます。

病棟については、⼀般・療養・精神科のいずれか、ご希望を相談可能で

す。

勤務日数、勤務時間など相談可能です。

病院内に24時間体制の託児所完備。

上⽥市中央⻄1-

1-20

週休二日制、その他　　勤務表

作成

時給
パート

看護師

経験者歓迎

8 30 12 30 1,400

就労時間により社会保険加入。勤務時間

⽔⼟8︓30〜12︓30　⽉⽕⽊⾦8︓30〜

17︓30の間の4時間以上。

ただし、午後のみの勤務は不可。8︓30〜

12︓30の勤務は必須となります。

週所定労働日数週4日以上。時給1,400円

〜1,500円。年齢は不問です。

215

一般社団法人日本中小企業

サポート協会

⻑野県上⽥市五加262-1

経営コンサル

業・人事コン

サル業

既存顧客及び新規顧客へ⼈事評価制度を導⼊をし、それに伴う経営コ

ンサルと⼈事コンサルを⾏い企業の発展と⽣産性向上のためサポートを⾏

う業務。

 
経験者優遇します。

 
年齢・男⼥不問 賞与、昇給あり。

 
成功報酬有。

⻑野県上⽥市五加

2621

週休二日制

月給 時

給

正社員

普通運転免許

営業経験あり、コンサルタント業経

験あり優遇。

IT・システム関係に詳しい方歓迎

いたします。

9 30 17 30 165,000 970

企業の成⻑に喜びを感じてくれる⽅、企業に新

しい事を提案してお互いに良くなっていこうと感

じてくれる方大歓迎します。相手方の考えや意

⾒を聞いたうえで、どのようにしたらよくなるのか

戦略を⽴て提案ができる⽅を必要としていま

す。言われたことしかやらない人材は弊社には

合いません。30歳から55歳まで男⼥問わず募

集します。

48 株式会社　開道 ⻑野県上⽥市塩川　919-1 建設業

 
重機の操作による掘削・盛土・整地

 
道具を使った慣らし作業・手元作業・機械の補助

資材準備・片付けによるトラックの運転

 
経験者・資格保持者優遇

昇給・賞与あり

所在地と同じ

日・その他　　会社カレンダーによ

る

月給 時

給

正社員
普通⾃動⾞免許

8 00 17 00 118,000 340,000 1,000



⻑野県就業⽀援デスク緊急就業サポート事業「Jobサポ」求⼈情報

掲載求人への応募をご希望の方は、JobサポHPより「就業相談申込み」へお進みください。なお、お申込の際には、応募ご希望の求人No.をお知らせください。

NO.
事業所名 所在地 職種 業務内容 PRポイント 就業場所 休日 給与

雇用

形態

必要な資格・経験 時給 特記事項
勤務開始時間 勤務終了時間 ⽉給 〇円〜〇円

246 株式会社ヒューマンインデックス ⻑野県上⽥市常⽥2-13-4

製造から事

務・営業職

など

ヒューマンインデックスでは、正社員の転職求人から派遣求人まで現在

 
600件以上の案件を保有しております。

あなたの希望条件に合わせて、製造から事務・営業職まで紹介いたしま

す。まずはお気軽にご相談ください。

 
週5日のフルタイムの案件が中心です。

パートタイムやアルバイト求人は基本的に取り扱っておりません。

北信(⻑野市など)・東

信(上田や佐久など)・

中信(松本・諏訪など)

※南信の求人はありま

せん

土日祝休み、平日休み、希望に

 
合わせます。

※求⼈案件により異なります

月給

正社員・

紹介予

定派遣・

派遣など

不問、未経験者歓迎

8 30 17 30 170,000 500,000

まず求⼈情報を⾒たい⽅は、求⼈サイト「ジョブ

 
ズゴー」をご覧ください。

https://www.jobs-go.jp/

384

株式会社みすず綜合コンサルタ

ント

⻑野県上⽥市上⽥原１０７３

－４

建設コンサル

タント、測

量、調査

公共インフラ整備に伴う３Ｄ計測、設計、測量、地質調査、システム開

発を⾏っている会社です。仕事はその中で、現場作業等の補助業務がメ

インになります。

・三次元空間技術などの最新技術を積極的に取り入れ、県内におけるリー

 
ディングカンパニーです。

・全社的に健康経営、働き⽅改⾰を⽅針に取り⼊れ、各種取り組みを⾏っ

ています。

⻑野県上⽥市

週休二日

時給

アルバイト

社員

特に要件なし

8 00 17 30 1,000

351 株式会社ミヤマ製作所 上田市上田原1784

⾦属加⼯・

機械操作・

加工業務

図面をもとに汎用旋盤・NCフライス・フライス・マシニングセンター等を使用

して機械加⼯を⾏って頂きます。・3次元測定（検査業務）

いずれかの経験者

男⼥不問・賞与・昇給あり

上田市

会社カレンダーにもとずく。

※主に週休2日制、会社カレン

ダーにより出勤日もあります。

年間休⽇数105⽇

月給
正社員

 
加工経験者

検査経験者

8 30 17 30 180,000 250,000

※昇給・賞与は⼈事評価制度により、能⼒、

実績等を評価し、会社実績も踏まえ、決定し

ます。

※働きやすい職場環境を目指し、働き方改革

にも積極的に取り組んでいます。

※休みについて　土曜日は主に休日となります

が、会社カレンダーにより出勤日もあります。

※駐⾞場︓⾃⼰負担なし

478 株式会社ロイヤルオートサービス ⻑野県松本市村井町南2-1-5 整備士

⾞検整備、定期点検整備などのメンテナンス業務を担当して頂きます。

・⾞検のコバックチェーン店として研修も充実しており、スキルアップを応援しま

す。

・⾞に興味のある⽅歓迎

佐久市、茅野市、

松本市

週休2⽇制、シフト制、年間休

日１０５日

月給

正社員

整備士２級、整備士３級いずれ

もあれば尚可

8 30 17 30 180,000 300,000

・整備⼠、検査員資格の取得に助成制度が

あります・勤続⼿当は１年毎に増額となりま

す・昇給、賞与は会社業績により変更がありま

す・退職⾦は３年以上勤務で発⽣

13 株式会社ワタベアンドカンパニー

⻑野県北佐久郡軽井沢町⻑倉

20232

別荘管理

＜主な作業内容＞

・別荘内の日常清掃業務　・到着前の準備　・退出後の片付け

・ベッドメイク ・窓清掃　・お庭の草刈や落葉清掃　　etc.. －－－－－

わたしたちの仕事は、日本の未来を動かす皆様を支えるお仕事をしていま

す。 ”また、会いたいと思われる⼈を育てる”を理念に、コツコツまじめに13年

やってきました。

日本でも有数の別荘地　軽井沢 有名建築家のデザイン、洗練されたセン

スの良い家具や空間の多い別荘 ⽇本の経済の中⼼で活躍される皆様の”

癒しの空間”を、毎日、丁寧に、心を込めてメンテナンスをしています。

軽井沢町内

シフト制（年間休⽇105⽇）

月給

正社員

下記のひとつでも当てはまる方は

今すぐご応募下さい^^

・掃除が好きだ・インテリアや建築

に興味がある・誰かの役に⽴ちた

い・自分の心を磨きたい

・軽井沢が好きだ・どんな仕事につ

きたいかわからない

8 30 18 50 210,000 281,000

12

株式会社ワタベアンドカンパニー

（ホテルグランヴェール旧軽井

沢）

⻑野県北佐久郡軽井沢町軽井

沢東167

ホテルフロン

ト（アシスタ

ントマネー

ジャー）

チェックインやチェックアウト、その他フロント業務全般をお任せいたします。

将来的にはひとつのホテルの運営全般をお任せするマネージャーとしてご活

躍いただける方を募集いたします。

2019年4⽉に新館がオープンし計45部屋に︕︕

軽井沢駅から徒歩3分の為、電⾞通勤も可能。

ホテルグランヴェール

旧軽井沢

 
シフト制

（年間休⽇105⽇）

月給

正社員

ホテル経験者

マネジメント経験あれば尚可

7 00 23 00 241,000 281,000

14

株式会社ワタベアンドカンパニー

（ホテルグランヴェール旧軽井

沢）

⻑野県北佐久郡軽井沢町軽井

沢東167

ホテルフロン

ト

チェックインやチェックアウト、その他フロント業務全般。 同上

⻑野県北佐久郡軽

井沢町軽井沢東

167（ホテルグラン

ヴェール旧軽井沢）

シフト制（年間休⽇105⽇）

月給

正社員
特になし

6 00 23 00 185,000 230,000

393 株式会社⿊澤組

⻑野県南佐久郡⼩海町⼤字千

代⾥3162番地

現場作業員

土木工事に関わる現場での作業全般

・工事現場で普通作業員として従事していただきます。

※重機等の資格をお持ちの場合は、重機の操作をしていただきこともあり

ます。

・昼食時にお弁当を1食300円で食べられます。弊社給食室で作った美味

 
しくてボリュームのあるお弁当を現場までお届けします。

 
・未経験者歓迎。

・ＵＩＪターン歓迎。

⻑野県内の各現場

週休2日制(第1・3土曜日は出

勤)　祝祭日・ＧＷ・夏季休暇・

年末年始休暇　その他会社カレ

ンダーによる休日あり。

年間休⽇110⽇(2020年度)

⼊社6か⽉経過後、年次有給

休暇10日付与

月給
正社員

不問

8 00 17 00 220,000 300,000

394 株式会社⿊澤組

⻑野県南佐久郡⼩海町⼤字千

代⾥3162番地

施⼯管理補

助【経験者

採用】

建設現場での現場監督の手伝いをお願いします。

・写真撮影・測量・書類作成等

※建築・土木の現場監督経験者

※60歳以上の方もご相談ください

・昼食は300円で美味しいお弁当をたべられます。

毎⽇、調理員がボリューム満点のお弁当を⼿作りしています。

・賞与、昇給、資格手当もあります。

・人間ドックの補助もあります(35歳以上)。

東信エリア

・週休2日制(第1・3土曜日は

出勤)・日曜日、祝祭日、GW、

お盆休暇、年末年始休暇

・このほか会社カレンダーによる休

みあり。・年間休⽇110⽇

(2020年度)・⼊社6か⽉経過

後、有給休暇10日付与

月給
正社員

◆下記の資格のうちいずれかを

持ってる方(1つは必須)。

・1級建築施⼯管理技⼠・2級建

築施⼯管理技⼠

・1級⼟⽊施⼯管理技⼠・2級⼟

⽊施⼯管理技⼠

◆普通⾃動⾞免許(必須)

8 00 17 00 260,000 400,000

60歳以上の方もご相談ください。

395 株式会社⿊澤組

⻑野県南佐久郡⼩海町⼤字千

代⾥3162番地

現場代理⼈

【未経験者】

⼯事現場の現場代理⼈(現場監督)を目指して、基礎から学んでいただ

きます。【未経験者も活躍中︕︕】

土木部または建築部に所属します。

1〜2年目は、先輩とペアになって現場へ配属され、写真撮影や測量など

を先輩の補佐をしながら現場の仕事を学びます。

3年目には施⼯管理技⼠の資格取得を目指します(資格取得サポートあ

り)。

・未経験者歓迎。

・専門の学校を出ていない⽅も活躍できます︕

・昼食は300円で美味しいお弁当をたべられます。

毎日給食室でお弁当をつくり、現場まで配達しています。

⻑野県内の各現場

(東信エリア中心)

週休2日制(第1・3土曜日は出

勤)日曜日、祝祭日、GW、お

盆休暇、年末年始休暇

入社6か月経過後、有給休暇

10日付与

月給
正社員

普通⾃動⾞免許(必須)

ＰＣの基本的な操作(文字入

⼒、フォーマット⼊⼒)が出来る

方、または、今後習得することに

積極的な方。

8 00 17 00 180,000 300,000

・土木部または建築部の所属になります。

・⼯期によっては休⽇が変更になることもありま

す。忙しい工事の場合には竣工後にまとめて休

みを取得することも可能です。

397 株式会社⿊澤組

⻑野県南佐久郡⼩海町⼤字千

代⾥3162番地

建築または

土木現場代

理⼈【経験

者採用】

建築または⼟⽊に関わる施⼯管理全般の業務

・業者との打ち合わせ、⼯程・原価管理・施⼯計画書作成

・写真管理・資材の発注・安全管理

・各種書類の作成・職人への指示等

・昼食は300円で美味しいお弁当をたべられます。

毎⽇、調理員がボリューム満点のお弁当を⼿作りしています。

・賞与、昇給、資格手当もあります。

・⼈間ドックの補助もあります(年齢制限有り)

・社員住宅有ります(単⾝者⽤・家族⽤)

⻑野県内の各現場

(東信エリア中心)

週休2日制(第1・3土曜日は出

勤)日曜日、祝祭日、GW,お盆

休暇、年末年始休暇

入社6か月経過後、有給休暇

10日付与

月給

正社員

◆下記の資格のいずれかを所有

(1つ必須)

・1級⼟⽊施⼯管理技⼠・2級⼟

⽊施⼯管理技⼠・1級建築施⼯

管理技⼠

・2級建築施⼯管理技⼠・1級建

設機械施工技士・2級建設機械

施工技士

◆普通⾃動⾞運転免許(必須)

8 00 17 00 260,000 400,000

土木部または建築部の所属になります。

399 株式会社⿊澤組

⻑野県南佐久郡⼩海町⼤字千

代⾥3162番地

アスファルトプ

ラントオペ

レーター

◆アスファルト合材の製造における機械操作及びプラント運転に関わる諸

業務(設備点検、保守、清掃など)

また、隣接のリサイクルプラントにてコンクリートやアスファルトなどの廃棄物の

破砕をするためのプラント運転に関わる諸業務(設備点検、保守、清掃な

ど)を⾏っていただきます。

・経験者優遇

・昼食は300円で美味しいお弁当をたべられます。

毎⽇、調理員がボリューム満点のお弁当を⼿作りしています。

・賞与、昇給もあります。

・⼈間ドックの補助もあります(年齢制限有り)。

・社員住宅あり(単⾝者⽤・家族⽤)

小海町

週休2日制(第1・3土曜日は出

勤)日曜日、祝祭日、GW,お盆

休暇、年末年始休暇

入社6か月経過後、有給休暇

10日付与

月給
正社員

◆必須ではありませんが、あれば

優遇します。

・アスファルトプラント、リサイクルプ

ラントでの業務経験・⾞両系建設

機械(聖地・運搬・積込用及び掘

削用)運転技能者

・⾞両系建設機械（解体⽤）

運転技能者・⼤型⾃動⾞免許

◆必須・普通⾃動⾞運転免許

（ＡＴ限定不可）

8 00 17 00 220,000 350,000



⻑野県就業⽀援デスク緊急就業サポート事業「Jobサポ」求⼈情報

掲載求人への応募をご希望の方は、JobサポHPより「就業相談申込み」へお進みください。なお、お申込の際には、応募ご希望の求人No.をお知らせください。

NO.
事業所名 所在地 職種 業務内容 PRポイント 就業場所 休日 給与

雇用

形態

必要な資格・経験 時給 特記事項
勤務開始時間 勤務終了時間 ⽉給 〇円〜〇円

488 株式会社新 佐久市岩村田１２９６番地８ 警備員

道路⼯事・建築現場における交通誘導業務

週２⽇〜３⽇でもＯＫ　Ｗワーク可

未経験の方も研修があるので安心

⼥性の隊員も活躍してます

主に東信地区

休日は希望に沿います

月給

正社員・

パート

 
特に有りません

 

交通誘導警備業務２級資格あ

る方　別途手当有り

8 00 17 00 207,900

給料は⽇給9,000円×23.1⽇(⽉平均労働

日数)で計算

⼊社祝⾦あり　知⼈紹介で謝礼あり

質問がありましたら気軽にお問い合わせくださ

い。

260 株式会社内藤建商 ⻑野県上⽥市古⾥857-4 業務

 
住宅⽤アルミサッシ組⽴、配送、設置等。

 
経験不問。

試⽤期間終了後、フォークリフト運転技能講習、フルハーネス特別教育等

 
の受講・免許取得費用を会社が負担します。

⻑野県上⽥市古⾥

857-4

日曜、祝日、隔週土曜、夏季、

 
年末年始。

月給

正社員

普通⾃動⾞第⼀種運転免許

（ＡＴ限定不可）

8 10 17 20 160,000 300,000

433 軽井沢町社会福祉協議会

北佐久郡軽井沢町⼤字⻑倉

4844-1

介護職、看

護職

デイサービスセンターでの介護業務

・高齢者の身体介護、食事介助、入浴介助など

パート職員は、無資格でも応募できます。週２〜３⽇の勤務可。勤務時

間も応相談。年齢、性別不問。有資格者は、時給920円以上〜

軽井沢町社会福祉

協議会内デイサービ

スセンター

週休二日制、シフト制

月給 時

給

正社員・

パート

パート職員︓不問（無資格可）

正規職員︓介護福祉⼠、看護

師、准看護師、介護支援専門員

のいずれかの資格を有すること

8 00 17 00 160,900 175,300 890

パート職希望の⽅は、随時⾯接を⾏います。

正規職員の応募の⽅は、令和３年１⽉２９

日までにお申し込みください。詳細は、本会

ホームページをご覧ください。

496 月産業有限会社 北佐久郡⽴科町芦⽥1360

プラスチック製

品製造

 
射出成形機オペレーター

製品検査、梱包、運搬及び付随業務

 
未経験者歓迎

射出成形実務経験者優遇

⻑野野⽅⼯場

週休二日制、その他（会社カレ

ンダーによる）

月給

正社員
不問

8 10 17 00 170,000 270,000

交代勤務有

⽇勤　08:10〜17:00Ｂ勤　16:10〜

01:00Ｃ勤　00:10〜09:00

（通常時は日勤・Ｂ勤。繁忙時にはＣ勤もあ

り）

407 荒木縫製有限会社　和田工場

⻑野県⼩県郡⻑和町和⽥

2839-2

縫製

工業用ミシンを使用して

制服シャツ等の縫製をしていただきます

男⼥ともに活躍でき

⻑く勤めている⽅が多いです

⻑野県⼩県郡⻑和

町和田2839-2

基本⼟⽇休み　繁忙期1〜3⽉

のみ⼟曜⽇出勤あり　年間休⽇

105日

月給

正社員

被服科、服飾専門学校卒

縫製経験のある方

8 00 17 00 149,424 155,000

本社は諏訪郡下諏訪町にございますので

ご応募の際は本社の方へお願いいたします。

（記載の電話番号は本社電話番号です）

482 三光産業株式会社⻑尾⼯場 佐久市根々井37-2

印刷製造業

（シール・ラ

ベル印刷）

印刷機の操作を習得頂き、取引先様仕様のシール、ラベル類の生産をし

て頂きます。機械操作技能、⾊彩に対する判断能⼒を養って頂き⽣産従

事して頂きます

*2020年度会社休⽇130⽇

*週休2日（繁忙期は休出依頼をする場合があります）*労働時間7.5

時間 *MBO制度導⼊（個⼈目標設定による評価制度）*賞与、昇給

あり

*弁当手配可能（日替り弁当400円 給与天引）

佐久市根々井37-

2 工場内勤務

 
＊原則週休2日

 
*シフト制度無し

月給

正社員

 
特になし

Office関連（Outlook Excel）

 
等使える方

※生産システム、情報伝達方法

で使用用途があります

8 30 17 00 200,000 260,000

技能習得に３ケ⽉から1年を要する職種になり

ます。チームワーク、チェレンジ思考のある方を

採⽤したいと考えています。給与については、年

齢、経験を考慮し当社規定範囲内にて決定、

労働契約締結となります

336 社会福祉法人依田窪福祉会 上田市下武石７７６番地1 介護職

特別養護⽼⼈ホームでの介護業務全般（夜勤あり）、デイサービス事

業所、⼩規模多機能型居宅介護事業所にでの介護業務全般

入浴介助、食事介助、排泄介助、レクリエーション等

未経験の方でも、やる気次第でキャリアアップできるお仕事です。勤務時間

等相談も可能です。

正社員への登⽤制度あり。

依⽥窪特別養護⽼

人ホーム他

 
不定休　⽉９⽇休み　

 
勤務時間はシフト制

時給

契約社

員

介護福祉士、介護職員初任者

研修終了者　優遇

所持資格により時給変動あり

8 30 17 30 850 1,010

契約の延⻑更新をする場合があります。

また、勤務状況により正社員への登用も可能

です。

343 信越電線株式会社 ⻑野県上⽥市真⽥町⻑5674

マグネットワイ

ヤーの設計

および開発

顧客ニーズ仕様の対応及び材料特性等の検討や試作などを⾏っていただ

きます。

※技術課は現在４名です。

※工場内の機械設定を確認、最適化、開発したり、製造仕様によっては

課内、他部署、社外とのやり取りがあります。

※転勤はありませんが、打ち合わせの為の数日の出張が想定されます。

・あらゆる業務でPC操作・⼊⼒と関わります。PC操作が好きな⼈にはオスス

メです。

・化学の基本知識があると業務の理解がスムーズです。

・化学について詳しくなくても機械イジリが好きであれば業務の理解が捗りま

す。

・試作、検証等、⾃⾝で計画を⽴てて進める働き⽅が好きな⼈は楽しめま

す。もちろん最初は先輩について仕事の進め方を勉強してもらうことになりま

す。

真田事業所

週休二日制、その他（会社カレ

 
ンダーによる）

年間休⽇︓119⽇

月給
正社員

不問

8 25 17 10 194,000 240,000

履歴書（写真貼付）を当社に送ってくださ

い。

⾯接の⽇程は都度連絡いたします。

【応募先】〒386-2201　⻑野県上⽥市真

⽥町⻑5674　　信越電線株式会社　総務

課　宛

344 信越電線株式会社 ⻑野県上⽥市真⽥町⻑5674

製造スタッフ

(自動焼付

機のオペレー

ター)若者活

躍中!

マグネットワイヤー製造にかかる焼付機の運転業務です。

・銅線に絶縁塗料を塗布・焼付する⼯程で、機械に銅線をかけて始動さ

せたり、完成した製品を機械から降ろしたりする作業です。

・多少の重量物(30kgまで)を扱います。

未経験者積極採用

真田事業所

1か月単位の変形労働時間制

(1)08:30〜16:55　（休憩

60分）　(2)08:30〜20:30

（休憩90分）　(3)20:30〜

08:30　（休憩60分）就業時

間(2)〜(3)の交替制です。ただ

し入社後しばらくは(1)のみの勤

務になります。(1)の休日は週休

⼆⽇制ですが、⼟曜⽇は⽉1〜

2回程度の出勤になります。※

会社カレンダーによる※年間休

⽇︓108⽇　　(2)(3)の休⽇

は、シフト表による。

月給

正社員
不問

8 30 16 55 207,000 224,000

【給与について】※上記の給与には連操手当、

精夜勤手当、時差手当を含みます　※入社

後しばらく夜勤がないため、基本給

（161,000円〜168,000円）のみになりま

す。

履歴書（写真貼付）を当社に送ってくださ

い。⾯接の⽇程は都度連絡いたします。

【連絡先】〒386-2201　⻑野県上⽥市真

⽥町⻑5674　　信越電線株式会社　総務

課　宛

491 村上建装株式会社 ⻑野県上⽥市築地742 建築工事業

建物に外壁材を取り付ける作業です ⼒仕事ですが⼥性も活躍していま

す 男⼥不問 賞与 昇給有 仕事に対する姿勢評価します。

現場作業になります

東北信 各地

日曜日

盆暮れ正月休み 応相談で

月給

正社員

職人

⾃動⾞運転免許 AT限定可

8 00 18 00 200,000 350,000

建築⼯事に興味がある⽅ 体⼒に⾃信がある

かた 末永く一緒に働ける仲間大募集です。

183 武田味噌醸造株式会社 ⻑野県上⽥市中央4-12-21

味噌製造

（充填、包

装、出荷部

門）管理職

候補

*味噌製造（充填、包装、出荷）

・製造（味噌充填・包装等）及び出荷計画の進捗管理・製造設備

（充填機・ラベル包装設備等の修理・整備）、衛⽣、品質、安全管理

の推進・味噌充填作業、包装・梱包作業、出荷作業等全般・重量物を

取り扱います。持ち運びは台⾞またはフォークリフトを使⽤します。

※将来、部門の管理監督者として活躍頂ける⼈材を希望します。

*年次有給休暇が取得し易い職場環境です。

*マイカー通勤可︓社内規定による

⻑野県上⽥市中央

4-12-21

日、祝日　週休二日制　その他

*会社カレンダーによる。その他

年末年始、ＧＷ、お盆休みあり

*⼟曜⽇は⽉により１〜３回出

勤有（３回は⻑期休暇のある

⽉等）　　6ヶ⽉経過後の年次

有給休暇日数　10日

月給
正社員

食品製造実務経験あれば尚可

8 20 16 55 220,000 320,000

まずは書類選考を⾏いますので、事前に履歴

書・職務経歴書を送付してください。ハローワー

ク紹介状必須。

書類到着後７⽇程度で、選考結果と⾯接⽇

時をご連絡します。

8 有限会社トップリバー

北佐久郡御代⽥町御代⽥

3986-1

集荷場作業

集荷場にて野菜の荷捌き、検品、

大型トラック積込み補助（フォークリフト運転）

トラック（2ｔ）にて集荷作業、町内配送

 
未経験者でも丁寧に指導しますので安心して始めていただけます。

 
繁忙期は7︓00〜、農閑期は8︓00若しくは9︓00〜始業開始

御代田町

 
年間休⽇100⽇

繁忙期は週1日公休ですが、農

閑期はその分休みが多めです。

月給

正社員

普通⾃動⾞運転免許（AT限定

 
不可）

7 00 16 00 200,000 200,000



⻑野県就業⽀援デスク緊急就業サポート事業「Jobサポ」求⼈情報

掲載求人への応募をご希望の方は、JobサポHPより「就業相談申込み」へお進みください。なお、お申込の際には、応募ご希望の求人No.をお知らせください。

NO.
事業所名 所在地 職種 業務内容 PRポイント 就業場所 休日 給与

雇用

形態

必要な資格・経験 時給 特記事項
勤務開始時間 勤務終了時間 ⽉給 〇円〜〇円

10 有限会社トップリバー

北佐久郡御代⽥町御代⽥

3986-1

農業

高原野菜の農作業全般

独⽴就農希望者向けの業務内容です。

5年間で独⽴出来る技術、知識が⾝につきます。

農業で独⽴したい⽅に向けた求⼈です。詳しくは弊社ホームページをご覧下

 
さい。

御代田町

繁忙期、農閑期の勤務時間、

休日等に違いがあります。

年間休⽇100⽇会社カレンダー

による。

月給

正社員

普通⾃動⾞運転免許（AT限定

不可）

5 00 18 00 200,000 200,000

353 有限会社ラ・ブリーズ

北佐久郡軽井沢町⼤字軽井沢

1310-20

営業アシスタ

ント

不動産売買、仲介、賃貸、別荘管理に係る調査、資料作成、顧客対応

 
等

 
パソコンが使える方、経験者大歓迎

 

週休2⽇、9︓30〜18︓30の間で1⽇7時間勤務、⾃家⽤⾞借上げ制

度あり、社会保険完備、資格取得⽀援制度あり、勤務⽇数、時間につい

ては相談可能

軽井沢町

週休二日制　定休日　毎週水

曜⽇　年末年始休業　12⽉26

⽇〜1⽉10⽇

時給

契約社

員

未経験者可

9 30 18 30 1,000 1,200

服装、髪型・髪色自由　室内禁煙

481 有限会社中島林業 ⻑野県佐久市取出町203-7 林業

 
・素材生産（伐採、搬出）

・森林整備全般（植付、除伐、間伐ほか）

⻑野県東信地区

日曜日、悪天候時

月給

正社員
普通⾃動⾞免許

8 00 17 00 180,000 250,000

経験者優遇

565 株式会社ロイヤルオートサービス 松本市村井町南2-1-5 整備士

アフターメンテナンス、⾞検整備、定期点検整備などの業務全般を担当し

ていただきます。

⾞の好きな⽅歓迎、整備⼠の資格が無くても⼤丈夫︕︕

佐久市

週休二日制、シフト制。

月給

正社員
不問

8 30 17 30 180,000

 
・整備⼠資格の取得に助成⾦制度があります

・勤続⼿当は１年毎に増額となります

664

特定非営利活動法⼈　ねむの

木

⻑野県南佐久郡⼩海町千代⾥

3006-5

訪問・通所

介護

⼩海町を中⼼とした介護保険による訪問介護及び通所介護施設での利

用者の介護業務

 
*週休２日制(シフト制)

 
*明るく笑顔で高齢者を介護できる方で経験者歓迎

 
*昼食は廉価で提供(現在300円)

⼩海町千代⾥　宅

⽼所ねむの⽊

週休２⽇制、シフト制、年間

120⽇程度

月給

正社員

介護福祉士・ホームヘルパー２級

 
以上

普通運転免許(ＡＴ限定可)

8 15 17 15 153,200 168,000

 
*訪問介護職員はフレックスタイム制を採用

*こじんまりとした事業所ですので、管理職への

 
登用も近いです。

 

672 上田プラスチック株式会社 ⻑野県上⽥市岩下229番地 開発職

本社にて、設計部技術開発課での業務に携わっていただきます。

随時いただくオーダー品を多量流動⽣産するための設計業務を⾏っていた

だきます。

○取引先との新規品の打ち合わせ ○新規品の⽴上げ、図⾯おこし ○プ

ラスチック製品製造⾦型の設計・製作　　等

◆創業55年、⻑野県に本社を構え、プラスチック成形品の製造、樹脂成

形精密⾦型の設計製造を中⼼に事業を展開

 ◆広東省中⼭市(中国)等に海外現地法⼈を展開。機械メーカー、⾃動

⾞部品メーカー等、⼤⼿メーカーと取引、受注増加中

⻑野県上⽥市

【休日】118日

（内訳）　土曜　日曜　祝日

夏季9⽇　年末年始9⽇

月給

契約社

員

【必須】CADでの設計・開発経験

のある方

【尚可】CAMの使用経験のある

方

◆スキルや経験により、給与含む

待遇面を考慮いたします◆

8 30 17 20 200,000

【やりがい】オーダー品の開発や変更に携わるこ

とが多い仕事のため、完成した時の達成感を

味わえるやりがいのある仕事です。

673 上田プラスチック株式会社 ⻑野県上⽥市岩下229番地

プラスチック成

形

本社の工場にて、プラスチック成形技能士として 　携わっていただきます。

○原料の調整等、条件出し ○製品に合わせた⾦型の変更 ○不具合

が発生した際の対応　等

【⼥性社員も活躍中】 プラスチック成形技能⼠として⼥性社員も活躍して

おります。

◆創業56年、⻑野県に本社を構え、プラスチック成形品の製造、樹脂成

形精密⾦型の設計製造を中⼼に事業を展開

 ◆広東省中⼭市(中国)等に海外現地法⼈を展開。機械メーカー、⾃動

⾞部品メーカー等、⼤⼿メーカーと取引、受注増加中

⻑野県上⽥市

【休日】118日

（内訳）　土曜　日曜　祝日

夏季9⽇　年末年始9⽇

月給

契約社

員

【尚可】プラスチック成形技能士

◆スキルや経験により、給与含む

待遇面を考慮いたします◆

8 30 17 20 200,000

【やりがい】数千の製品の生産に携わるお仕事

です。

それぞれ異なる条件等を受けて、製品を造り出

しています。 積み重ねた経験が仕事に反映し

ていくのを感じられるやりがいのある仕事です。

674 上田プラスチック株式会社 ⻑野県上⽥市岩下229番地 品質管理職

本社の⼯場にて、品質管理部門での業務に携わっていただきます。 【下

記、仕事内容詳細】 ○製品の測定（測定器を使った、製品の⾒極め）

○新規品の⽴上げ、量産品の品質保証 ○製品指⽰書、⼯規書作成

○ISO運用　　ほか 【海外との取引増加中】外資法人との取引がありま

す。書類等の 　やり取りが英語になってくるため、仕事の中で英語を使って

いただく 　場面がございます。

◆第2新卒大歓迎◆

◆創業58年、⻑野県に本社を構え、プラスチック成形品の製造、樹脂成

形精密⾦型の設計製造を中⼼に事業を展開

 ◆広東省中⼭市(中国)等に海外現地法⼈を展開。機械メーカー、⾃動

⾞部品メーカー等、⼤⼿メーカーと取引、受注増加中

⻑野県上⽥市

【休日】118日

（内訳）　土曜　日曜　祝日

夏季9⽇　年末年始9⽇

月給

契約社

員

【必須】英文を読むことに抵抗がな

い方又は、英語が得意な方工学

の知識がある⽅⼜は、製造業の

経験がある方

 ◆スキルや経験により、給与含む

待遇面を考慮いたします◆

8 30 17 20 200,000

【求める人物タイプ】　○製造業（ものづくり）

に興味がある方 ○コツコツと物事に取り組むこ

とが好きな⽅ ○物事を正確に⾏うことが得意

な方

【やりがい】外資法人との取引が増加しているた

め、⽂章メインですが、 英語でのやり取りを⾏っ

ていただきます。仕事で英語を使うことができ、

その仕事が会社に大きなインパクトを与えること

ができます。

675 上田プラスチック株式会社 ⻑野県上⽥市岩下229番地

【第2新卒大

歓迎】技術

職

本社の工場にて、技術部門での業務に携わっていただくことを前提に、 最

初は、多量流動⽣産でのライン業務から経験していただきます。その後 、

スキルにより様々な職種、業務も経験していただきます。○技術職として

知識、スキルが付いてきましたら、「プラスチック成形」 　業務もしくは、「技

術開発（設計）」業務に挑戦していただきます。 ・「プラスチック成形」︓

プラスチック成形技能士の資格を取得していた 　だき、オーダーに合わせ

随時、条件出し等を⾏っていただきます。 ・「技術開発」︓新規品の設計

やオーダー品に合わせた⾦型の設計等、 　多量流動⽣産を⾏うための前

段階業務を⾏っていただきます。

◆第2新卒大歓迎◆

◆創業58年、⻑野県に本社を構え、プラスチック成形品の製造、樹脂成

形精密⾦型の設計製造を中⼼に事業を展開

 ◆広東省中⼭市(中国)等に海外現地法⼈を展開。機械メーカー、⾃動

⾞部品メーカー等、⼤⼿メーカーと取引、受注増加中

⻑野県上⽥市

【休日】118日

（内訳）　土曜　日曜　祝日

夏季9⽇　年末年始9⽇

月給

契約社

員

◆第2新卒大歓迎◆ ◆未経験

⼤歓迎◆ 【尚可】⼯学の知識が

ある方/製造業の経験がある方

8 30 17 20 180,000

【求める人物タイプ】 ○製造業（ものづくり）

に興味がある⽅ ○⼿に職をつけ、上⽥市で⻑

期的に働きたいという気持ちをお持ちの方 【教

育】業務の中で先輩社員から学んでいただきま

す。新卒入社者、 　未経験者の方が多くご活

躍しております。安心して働ける環境です。

680 株式会社バロー

岐⾩県多治⾒市⼤針町６６１

－１

総合職

・地域密着の食品スーパーマーケットでの接客、販売のお仕事です

・商品の陳列、加⼯や売場作りを通じて、様々な知識・技術が⾝に付き

ます。入社時研修、ＯＪＴ、部門別研修など、充実した研修体制でスキ

ルアップが出来、やりがいを持って働くことができます。

・担当者から部門全体を任せられるチーフへとキャリアアップ。その後、本人

の希望や適性に合わせて店⻑やバイヤーを目

　指していきます。

バロー千曲店、秋和

店

原則　週休2⽇（⽉8〜9⽇）

 
/年間113⽇

※ワークライフバランス休暇、年

 
次有給休暇

慶弔休暇ほか

月給
正社員

⼩売業にて、鮮⿂・⻘果部門勤

務の経験をお持ちの方

7 00 16 00 212,000 318,000

736 ハグタップルーム合同会社 ⻑野県⼩諸市御影新⽥2412-8 飲食業

パンの製造

・4月上旬、小諸市に新しくオープンするベーカリーカフェのオープニングスタッフ

の募集です。

・未経験者歓迎（オープン前に研修期間を設けるのでご安心ください。）

・パンが好き、コーヒーが好き、カフェが好き、子供が好き、楽しい事が好き…

そんな理由での応募もOKです。

・週休2日制（水曜と他1日のシフト制）・制服貸与・従業員割引あり

ベーカリーカフェ「ハグ

リコ」小諸市市町5-

3-7

・週休2日制（水曜と他1日の

シフト制）

月給

正社員
特になし

7 00 16 00 170,000 230,000

ー大まかな採用スケジュールー

【2月中　応募受付→3月上旬　書類選考＆

面接→3月下旬　入社＆研修開始】

737 ハグタップルーム合同会社 ⻑野県⼩諸市御影新⽥2412-8 飲食業

調理・販売

・4月上旬、小諸市に新しくオープンするベーカリーカフェのオープニングスタッフ

の募集です。

・未経験者歓迎（オープン前に研修期間を設けるのでご安心ください。）

・パンが好き、コーヒーが好き、カフェが好き、子供が好き、楽しい事が好き…

そんな理由でもOKです。

・週休2日制（水曜と他1日のシフト制）・制服貸与・従業員割引あり

ベーカリーカフェ「ハグ

リコ」小諸市市町5-

3-7

・週休2日制（水曜と他1日の

シフト制）

月給
正社員

特になし

7 00 20 00 170,000 230,000

勤務時間が7:00〜20:00の表記になってま

すが【・7:00〜16:00　・8:00〜17:00　・

9:00〜18:00　・11:00〜20:00】

上記時間帯でのシフト制になります。※実働8

時間（休憩1時間）

-大まかな採用スケジュール-【2月中　応募受

付→3月上旬　書類選考＆面接→3月下旬

入社＆研修開始】
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必要な資格・経験 時給 特記事項
勤務開始時間 勤務終了時間 ⽉給 〇円〜〇円

610 株式会社軽井沢いちご工房

⻑野県⼩諸市⾚坂２丁目３－

１

農業

夏秋いちごの栽培・農場⻑補佐(栽培チーフ)【圃場管理、収穫・選果・

出荷業務、圃場営繕作業】

2021年3⽉から夏秋いちごの⽣産・販売を⾏うにあたり、スタートスタッフを

募集します。幹部社員候補。

栽培・経営が実践的に学べます。研修もございますので、農業未経験者も

大歓迎です。

⻑野県北佐久郡軽

井沢町大字発地前

田

週休２日(季節によって変動)

月給

【必須】普通⾃動⾞運転免許

【あれば尚可】在庫管理・販売管

理・営業活動経験

180,000

労働時間①8:30〜17:00　②5:00〜

17:00

612 株式会社YMベジック ⻑野県⼩諸市⼤字御影新⽥51 農業

農作業全般

農産物を効率良く⽣産する為に、⼀緒に考えて⾏動できる若者を募集して

います。

事業所と同じ

会社カレンダーによる

月給

普通⾃動⾞運転免許（オートマ

限定不可）

200,000

労働時間①5:00~19:00　②

8:00~17:00

613 株式会社YMベジック ⻑野県⼩諸市⼤字御影新⽥51 農業

農作業全般、運搬等

農産物を効率良く⽣産する為に、⼀緒に考えて⾏動できる若者を募集して

います。

事業所と同じ

会社カレンダーによる

時給

中型⾃動⾞免許等あると尚可

5 00 12 00

900~

1,300

614 坂口農園

⻑野県北佐久郡御代⽥町御代

田2531-41

農業

農作業全般

非農家出⾝で、有限会社トップリバーで研修し独⽴。現在、規模拡⼤に向

けて右腕となるかたを募集しています。農業が好きな⼈、集まれ︕︕

事業所と同じ

週１日休み、冬季1ヵ月休み、

有給休暇制度あり

月給

普通⾃動⾞運転免許（AT限定

不可）

⼤型特殊⾃動⾞免許保持者優

遇

200,000

労働時間①5:00~16:00　②

8:00~17:00

615 坂口農園

⻑野県北佐久郡御代⽥町御代

田2531-41

農業

レタス・キャベツノ定植、草取り、収穫など

⼀緒に働いてもらっている⼈は、３０代〜７０代と幅広い年齢層で経験

豊かな人ばかりです。

農業が好きな人を募集しています。

事業所と同じ

週休２日

時給

普通⾃動⾞運転免許（AT限定

不可）

⼤型特殊⾃動⾞免許保持者優

遇

850~

1,200

労働時間①5:00~16:00　②

8:00~17:00

618 株式会社サンファーム軽井沢

⻑野県北佐久郡軽井沢町⼤字

発地２７８５－１２

農業

ミニトマトの栽培管理作業・出荷作業を主に担当していただきます。 ⼀年中栽培を⾏っているので年間通して安定して働くことが可能です。

事業所と同じ

日曜・祝日・その他（会社規定

による）

月給

普通⾃動⾞運転免許（オートマ

限定⇒不可）

8 00 17 00 200,000

619 株式会社サンファーム軽井沢

⻑野県北佐久郡軽井沢町⼤字

発地２７８５－１２

栽培管理

【急募】

○「株式会社　サンファーム軽井沢」において、 ミニトマトの栽培管理をし

ていただきます。

・播種作業、定植作業、管理作業などのハウス管理業務。

・ミニトマトのパッキングなどの出荷業務。

＊未経験の方でも問題なくお勤めできます。

（メンバーが丁寧に教えます）

ブランドトマトである「アメーラトマト」の⽣産出荷を⾏っていま す。

従来の農業のイメージとは違い、清潔な環境でお仕事が出来ます。

⼥性が中⼼の明るい職場です。

⼀年通して出勤して頂けます。

事業所と同じ

日曜・祝日・その他（会社規定

による）

＊日曜日以外は、当社カレン

ダーによる（基本的には日曜、

祝⽇、⽉に約１〜２回⽔曜

日）

月給
正社員

普通⾃動⾞運転免許（AT限定

不可）

8 00 17 00 200,000 200,000

＊植物の栽培に興味のある方。

＊経験のない方でも、メンバーが丁寧に教えま

す。

※この求人票の内容は事業主の方が明示した

募集条件です。仕事の 内容を含めて採用時

の労働条件については⾯接時に再度確認して

ください。

755 デリシア東御店

⻑野県東御市⽥中 城ノ前７０

５-１

レジ担当

デリシア東御店においてスーパーのレジを担当していただきます。

・自動釣銭機によるお買い上げ商品の清算業務

・各種カード取扱

・店頭における接客業務

時間など相談可能 未経験者歓迎

デリシア東御店

シフト制

時給

パート
不問

9 00 17 00 900

応募の際は店舗へ電話、またはメールでご連

絡ください

756 大田薬局 ⻑野県佐久市協和119-5 医療事務

 
処⽅箋の⼊⼒

 
レセプト請求

 
薬剤師補助

 
配達

その他関連作業

9時〜18時の間で5時間程度（休憩なし）の募集です

未経験可　週2〜3⽇でもOK　賞与あり

大田薬局

日曜・祝日

時給

パート
運転免許証

9 00 18 00 850

757 株式会社よしとも ⻑野県⼩県郡⻘⽊村村松1002 農業

有機栽培による野菜栽培、加工、販売

農薬や肥料を使わない⾃然栽培でケールやヤーコン、⼩⻨を育て加⼯販

売をしています。

事業所と同じ

週休２日制

月給

正社員

⾃動⾞運転免許証（AT限定不

可）

8 30 17 30 180,000

労働時間①8:30~17:30　②

5:00~14:00

812 株式会社和田正通信サービス ⻑野県⻑野市稲葉中千⽥2412

auショップス

タッフ（正社

員）

auショップでのショップスタッフのお仕事です。

接客応対・契約⼿続き・電話応対・商品管理等をしていただきます。

【未経験者大歓迎】

教育担当の先輩スタッフ（メンター）を中心に約3ヶ月間丁寧に研修しま

す。

仕事は無理なく、簡単な業務から徐々に繰り返し⾏って慣れていただきま

す。

勤務地は⾃宅から通える当社運営auショップ。

昇給（年1回）・賞与（年2回）。

【当社運営auショッ

プ】上田市

年間休⽇106⽇（⽉8〜9⽇

休む）交代休

月給

正社員

（試用

期間3カ

月有）

普通⾃動⾞運転免許（AT可・

入社後取得可）

9 15 19 10 161,000 220,000

ご不明点などございましたら、お気軽に担当太

田までお問い合わせ下さい。

813 株式会社和田正通信サービス ⻑野県⻑野市稲葉中千⽥2412

auショップス

タッフ（正社

員）

auショップでのショップスタッフのお仕事です。

接客応対・契約⼿続き・電話応対・商品管理等をしていただきます。

 
【未経験者大歓迎】

教育担当の先輩スタッフ（メンター）を中心に約3ヶ月間丁寧に研修しま

す。仕事は無理なく、簡単な業務から徐々に繰り返し⾏って慣れていただき

 
ます。

 
勤務地は⾃宅から通える当社運営auショップ。

昇給（年1回）・賞与（年2回）。

【当社運営auショッ

プ】小諸市・佐久市

年間休⽇106⽇（⽉8〜9⽇

休む）交代休

月給

正社員

（試用

期間3カ

月有）

普通⾃動⾞運転免許（AT可・

入社後取得可）

9 15 19 10 161,000 220,000

ご不明点などございましたら、お気軽に担当太

田までお問い合わせ下さい。

818 アート⾦属⼯業株式会社 ⻑野県上⽥市常磐城2-2-43 製造

⾃動⾞、バイクなどのエンジン⽤ピストンの製造のお仕事です。

主に下記のような業務をおこないます。

・専用機械を操作してのオペレーター作業

・ピストンの鋳造、加⼯、表⾯処理、検査

・設備の保守・保全　など

 
・未経験者歓迎

 
・年齢、男⼥不問

 
・賞与あり　※前年度実績　5.1ヶ⽉/2回

・有給休暇取得数　※前年度実績　14.5⽇/年

当社塩田工場

週休二日制（当社カレンダーに

 
準ずる）

年間休⽇121⽇

月給

正社員
不問

7 20 16 00 168,000 230,000

 
交替勤務がございます。

例）7:20〜16:00、16:05〜0:45、0:50

〜9:30　など

847 セントラルソーシング株式会社 ⻑野県伊那市狐島3836-1 製造業

組⽴・梱包

 
※組⽴の仕事は２交替になります。

梱包は日勤のみ

上田市

土、日　他

時給

派遣社

員

不問

8 00 17 00 1,200
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掲載求人への応募をご希望の方は、JobサポHPより「就業相談申込み」へお進みください。なお、お申込の際には、応募ご希望の求人No.をお知らせください。

NO.
事業所名 所在地 職種 業務内容 PRポイント 就業場所 休日 給与

雇用

形態

必要な資格・経験 時給 特記事項
勤務開始時間 勤務終了時間 ⽉給 〇円〜〇円

854 信州上⼩森林組合

⻑野県上⽥市富⼠⼭2464番地

226

林業

 
・森林の造成（造林、下刈り等）

 
・伐採（間伐・主伐）

・その他森林整備業務

きれいな空気と⽔の源は、豊かな森林づくりにあります。安全作業で地域の

 
森林を守ります。

保険関係全て完備、福利厚⽣も充実しています。

事業所所在地と同

じ

土・日曜日・祝日（完全週休

二日制）

月給

正社員
普通⾃動⾞運転免許

7 30 17 00 164,000 220,000

855 信州上⼩森林組合

⻑野県上⽥市富⼠⼭2464番地

226

林業

 
・森林計画の作成、提案

 
・⼭林の調査、測量

・現場の施⼯及び現場管理

きれいな空気と⽔の源は、豊かな森林づくりにあります。安全作業で地域の

 
森林を守ります。

保険関係全て完備、福利厚⽣も充実しています。

事業所所在地と同

じ

土・日曜日・祝日（完全週休

二日制）

月給

正社員
普通⾃動⾞運転免許

8 30 17 15 160,000 260,000

857 株式会社マップエレクトロニクス 上⽥市古⾥１５６３－３

電⼦回路設

計

 
リチュームイオン電池の充電保護回路の設計開発

毎年社員研修旅⾏（２０１９年ハワイ）賞与年３回（夏、年末、期

 
末決算賞与）定期昇給、福利厚⽣充実、

 
ホームページ︓www.mapele.co.jp

上田市

完全週休2⽇制、年間休⽇１

３０⽇（２０２１年度）

月給

正社員

アナログ、デジタル回路設計の経

験

9 00 18 00 300,000 450,000

ハローワーク求人登録有り（20040-

00995111）

858 有限会社ホテルそよかぜ

北佐久郡軽井沢町⼤字⻑倉

2147

洋⾷調理

ホテルのフランス料理レストランにて調理

勤務時間は7︓00〜21︓00となりますが、この時間のなかで早番・中抜

 
け・遅番勤務となります。

 

事業所所在地と同

じ

週休二日制（その他）

月給

正社員

 
普通⾃動⾞運転免許

フランス料理経験者であれば尚可

7 00 21 00 170,000 230,000

890 ななとも農園 ⻑野県佐久市

水稲・野菜

の生産スタッ

フ

 
 ⽔稲・露地／施設野菜の⽣産・管理・出荷作業など

 
 

 
＜栽培品目＞

 米・ミニトマト・ネギ・ズッキーニ・カボチャ・スナップエンドウ

 
未経験者でも意欲のある方歓迎

 
農機操作の習得も可能

 
年齢不問

稲刈り後には⾃分で育てたお⽶の現物⽀給あり︕

⻑野県佐久市

年間休⽇103⽇

5〜7月、9〜11月:週1日

3〜4月、8月

12月:週２日 2月:週3日

1月:週5日

月給

正社員
普通⾃動⾞免許（MT)

7 00 16 00 180,000 206,000

 
◆就業時間

 
7:00-16:00または9:00-18:00で

 
収穫時期によって異なる

 

 
◆時間外労働

繁忙期に⽉５時間程度の時間外労働の可

能性あり

863 株式会社吉本

⻑野県南佐久郡佐久穂町⼤字

平林121

造材及び素

材生産業務

造材及び素材生産業務

事業所と同じ

日曜　第2、第4土曜　祝祭日

月給

正社員

普通⾃動⾞運転免許（AT限定

不可）

8 00 17 00 180,000 230,000

試用期間3か月、その後雇用期間の定めなし

864 株式会社笹崎木材 ⻑野県佐久市⼊澤655 林業全般

林業全般

事業所と同じ

日曜、第1、3土曜　祝祭日

月給

正社員

普通⾃動⾞運転免許（AT限定

可、MT取得していただく可能性あ

り）

8 00 17 00 170,000

・試用期間3か月（日給制）　・正社員は定

年制なし

・天候の悪い(雨天等)時は山作業は休止し、

工場勤務となり、振替で休日勤務はありません

・詳しくはHPを参照ください

866 有限会社カネホ木材

⻑野県南佐久郡佐久穂町⼤字

海瀬6398

林業

伐採及び造林作業

事業所と同じ

日曜　第2、4土曜　祝祭日

日給月

給

正社員
不問

8 00 17 00 160,000

・試用期間3か月あり、その後定めなし

・向上心、探求心のある方、経験の有無は問

いません

・切磋琢磨できる仲間を求めています

871 南佐久南部森林組合

⻑野県南佐久郡川上村⼤字⼤

深山542

林業

伐採及び造林作業

⻑野県　川上村・南牧村ではカラマツ⼈⼯林が多く、カラマツ材は加⼯技術

の進歩により需要が高まってきました。

森林の保育、素材⽣産、再造林など森林の経営を組合員の皆様と共に

⾏っております。

事業所と同じ

日曜、祝祭日　組合カレンダーに

よる

日給・

出来高

の併用

制

正社員

普通⾃動⾞運転免許(AT限定

不可)　必須

(使⽤する⾞はほぼマニュアル)

チェーンソー特別教育修了者

8 00 17 00 230,000 420,000

・冬季は16:00まで　　・試用期間６か月その

後雇⽤契約は⾃動更新

・通勤は組合通勤⾞を使⽤します　　・賃⾦は

経験・成熟度等を勘案して昇給します

873 蓼科⾼原農場有限会社

⻑野県北佐久郡⽴科町⼤字芦

田2000-1

林業

林業⼀般

・社員の50％が20代、30代と若い世代の会社です。

・次世代の林業に⼀翼を担う意欲のある⼈を求めています。

事業所と同じ

日曜、土曜　会社カレンダーによ

る

月給

正社員
不問

8 00 17 00 180,000

874 株式会社弘法林業

⻑野県⼩県郡⻘⽊村⼤字⽥沢

1321-1

林業

林業 環境問題を考え、現代の林業に取り組んでいます。

事業所と同じ

土日曜

日給

正社員
不問

8 00 17 00 日給8000 日給14000

基本⼟⽇休みだが天候による変更あり

895 信濃合⾦株式会社 上田市諏訪形1486 アルミ鋳造

鋳造部門全般（溶解、鋳造、湯⼝切断、熱処理）

最初は溶解より始めさせていただきます。（早出出勤あり）

夏場は暑く、⻑時間⽴ち仕事のため、体⼒と持久⼒に⾃信のある⽅希望

未経験の⽅でも、⻑期勤務希望の⽅歓迎します。

入社後、丁寧に指導しますのでご安心ください。

上田市諏訪形

1486

週休2⽇制、年間休⽇は会社カ

レンダーによる。（GW、年末年

始、お盆休みあり。）年間休⽇

120日。

月給

正社員

フォークリフト運転およびクレーン

（5トン未満）、玉掛技能あれば

尚可。

8 25 17 10 176,200 196,200

昇給、賞与につきましては、面接時にご説明い

たします。

経験あれば尚可。

899 有限会社信州ファーム荻原 ⻑野県東御市⼋重原723 農場スタッフ

農産物（⽶、⼤⻨、⼩⻨、⼤⾖）の⽣産管理、加⼯販売

週２日〜3日でもOK（アルバイト）。

未経験者歓迎、男⼥不問。

Webスキル大歓迎。

東御市八重原

日曜日＋2日間（平均7日〜8

日/月）

月給 時

給

正社員・

アルバイト

普通⾃動⾞免許（AT可）

⼤型⾃動⾞免許（優遇）

大型特殊免許（優遇）

8 00 18 00 200,000 300,000 1,000

ものづくりへの熱い想いを持っている方大歓迎。

経験、免許は後からでも大丈夫です。

人の幸せを支える仕事へチャレンジしませんか。

901 タローファーム株式会社 ⻑野県上⽥市緑が丘1-16-13 豚舎作業員

農場現場作業

(農場内機械化が進んでおり⼥性でも働ける環境です)

・エサくれ、掃除、洗浄作業、豚の体調管理

・城内での運搬作業あり(軽⾃動⾞・２t⾞(MT)）

⻑野県上⽥市常磐

城字上平358

週休二日制　その他

シフト制　応相談

月給

正社員

普通⾃動⾞運転免許(AT限定

不可)　必須

入社後、限定解除する意向あれ

ばAT限定可

7 50 17 50 230,000 450,000

１、完全シフト制

２、平均残業︓10時間〜15時間/31⽇

３、平均休⽇︓８〜９⽇/31⽇



⻑野県就業⽀援デスク緊急就業サポート事業「Jobサポ」求⼈情報

掲載求人への応募をご希望の方は、JobサポHPより「就業相談申込み」へお進みください。なお、お申込の際には、応募ご希望の求人No.をお知らせください。

NO.
事業所名 所在地 職種 業務内容 PRポイント 就業場所 休日 給与

雇用

形態

必要な資格・経験 時給 特記事項
勤務開始時間 勤務終了時間 ⽉給 〇円〜〇円

902 ⻑寿園

⻑野県上⽥市菅平⾼原1223-

2468

野菜栽培の

管理全般、

収穫作業

*農場内での野菜栽培および管理全般(定植、除草など)

*収穫、積み込み、片付けなど

　主⼒野菜︓レタス(⽟レタス、サニーレタス、リーフレタス、ロメインレタスな

ど)

　白菜など

※就業時間は1⽇４時間以上、就業⽇数も週3〜5⽇で応相談

休憩時間

*7:00〜8:00までの1時間

*10:00〜15分間

*12:00〜13:00(天候によっては14:00)

*15:00〜おやつ休憩

事業所と同じ

土日祝　その他　週休二日制

毎週

天候により作業できないと判断さ

れる場合は休日

時給

パート
普通⾃動⾞運転免許　必須

5 00 17 00 900

*就業時間は1⽇4時間以上、⽇数も週3〜5

日

*雨具、作業靴、作業手袋は貸与

(個人の嗜好による物はこ仁負担でお願いしま

す)

903 株式会社御馬寄育苗センター

⻑野県佐久市御⾺寄７６７ー

１

農業

⽔稲苗の育苗、圃場管理、収穫作業。

⻑野県のブランド五郎兵衛⽶を作っている会社です。美味しいお⽶を⼒を

合わせて作りましょう。

やる気と体⼒のある⽅求めます。

信州の⾃然に囲まれて春〜秋、冬とメリハリつけて働けます。

事業所と同じ

繁忙期、農閑期で休日が違いま

す。

年間１００⽇前後。

月給

正社員

普通免許（AT限定不可）

フォークリフト運転技能者尚可。

大型特殊、トラクター免許保持者

優遇。

8 00 17 00 150,000 300,000

夏季、冬季で働き方変わります。

昼休憩、AM、PM休憩有。

904 株式会社御馬寄育苗センター 佐久市御馬寄767－1 農業

⽔稲苗の管理、販売補助、⽥植え補助など

短期募集ですが、自然に囲まれて働けます。

ちょっと農業を経験してみたい方など是非どうぞ。田んぼには生物もたくさんい

ます。

明るく健康で体⼒のある⽅求めます。

事業所と同じ

週休1〜４⽇。天候、繁忙状況

により週で変更有。

時給

短期アル

バイト

特になし

8 00 17 00 1,000

昼休憩、午前、午後お茶休憩あります。

時給1000〜1300円。

905 菊本屋農園

⻑野県南佐久郡南牧村⼤字広

瀬１９４１－３

農業(農作

業)

〇イチゴを中⼼に、レタス、トウモロコシ、⻑いもなどの栽培管理及び収穫

作業に従事していただきます。

〈主な業務〉

・イチゴの管理作業及び収穫作業(3⽉〜12⽉)

・レタスの管理作業及び収穫作業(4⽉〜6⽉)

・トウモロコシの管理作業及び収穫作業(4⽉〜6⽉)

・⻑いもの管理作業及び収穫作業(6⽉〜11⽉)

事業所と同じ

週1回　不定休

月給
正社員

普通⾃動⾞運転免許　必須

7 00 17 00 170,000 180,000

7:00〜17:00

5:00〜17:00

9:00〜16:00(変形労働時間制)

906

農事組合法人　信州森のファー

ム

⻑野県南佐久郡南牧村⼤字広

瀬１９５８－３

高原野菜の

栽培・収穫・

販売業務

〇⻑野県⼋ヶ岳、野辺⼭⾼原の管理地での⾼原野菜(レタス、⽩菜、

キャベツ)、花豆等の栽培・収穫・販売等の業務です。

・畑(管理地)の⼟おこし、⼟づくり、マルチ張り

・高原野菜等の苗作り、植付け

・野菜等の管理、収穫、出荷

・販売に向けた業務など年間を通じて業務を⾏います。

・⼊社後にMT⾞免許取得できる⽅

・冬季⼟づくり、炭焼き、薪切り

後継者⼤募集︕

⻑野県南佐久郡南

牧村大字広瀬

1958-10

土　その他

週休二日制　その他

月給
正社員

普通⾃動⾞運転免許　必須

5 00 17 00 200,000 250,000

＊就業時間は、季節や収穫のタイミングにより

変動あり。休憩時間も変動します。

＊マイカー通勤⼿当は通勤距離により⽀給

907 新津農場　新津公⼀郎

⻑野県南佐久郡北相⽊村５５

１８

農業

〇やさい(はくさい、キャベツ)の植え付け、出荷の業務

・野菜の植え付け

・育苗の管理、草取り

・野菜の出荷(コンテナや段ボールはこの準備など)作業

・野菜の運搬作業

・農閑期に向けての後片付けなど

農業に関⼼のある⽅、屋外業務の為体⼒のある⽅を希望します

事業所と同じ

土　その他　週休二日制なし

基本は土曜日休日ですが天候

により変動有

月給

季節労

働者

普通⾃動⾞運転免許(AT限定

不可)　必須

8 00 17 00 200,000 240,000

3⽉〜４⽉(休憩時間60分)

5⽉〜10⽉(休憩時間120分)

909 農事組合法人　飯嶋農園

⻑野県北佐久郡⽴科町⼤字桐

原５１８

農作業

〇稲作作業全般を担当していただきます。

・種まき、代かき、⽥植え、草刈り、⽔管理等

事業所と同じ

その他

週１日休日

月給

季節労

働者

普通⾃動⾞運転免許(AT限定

不可)　必須

8 00 17 00 200,000 200,000

契約更新の可能性あり

仕事量、作業状況等含め判断

910 農事組合法人　飯嶋農園

⻑野県北佐久郡⽴科町⼤字桐

原５１８

農作業

〇稲作、農作業受託等を中心に担当していただきます。

・種まき、代かき、⽥植え、草かり、⽔管理等

・冬季は、育苗培土を製造

事業所と同じ

その他　週休二日制　その他

シフト制

月給

正社員

普通⾃動⾞運転免許（AT限定

不可）必須

8 00 17 00 180,000 180,000

閑散期（１２月〜３月・６月〜９月）は週

休二日制

912 株式会社ベジアーツファーム 北佐久郡御代⽥町⾺瀬⼝94-4

野菜の生産

スタッフ

◇畑での農作業全般

レタスの苗の植え付け、雑草取り、収穫、洗浄、運搬、肥料散布、育苗

管理

パクチーの種まき、収穫

農場の近くに寮あり(寮費10,000円　光熱費・Wi-Fi代込)

※冷蔵庫、レンジ、洗濯機、テレビなどのご⽤意があります

※コンビニ、スーパー、ドラッグストア徒歩圏内

⾞貸し出し可(25歳以上の⽅限定)

北佐久郡御代⽥

町、小諸市

 
原則土曜日休み

※天候に応じて変動、短縮の場

合あり

時給

期間限

定アルバ

イト

普通⾃動⾞運転免許(ATでも

可)

5 00 17 30 1,000

・加入保険は労働条件によります。

・天候、時期により就業時間、日数に変動が

あります。

・通勤⼿当は、距離に応じて1⽇300円まで。

913 株式会社ベジアーツファーム

北佐久郡御代⽥町⼤字⾺瀬⼝

94-4

パクチーの生

産、出荷業

務

 
○株式会社ベジアーツファームでのパクチーの施設栽培

 
・パクチー,ハウスホウレン草の収穫、畑の草取り種まき(屋外)

 
・パクチー,ハウスホウレン草の選別、箱詰め、出荷準備(屋内)

 
・⽣産管理(年間計画)、パートシフト作成

・⾞の運転やトラクター操作(軽トラやトラック)

・野菜の育苗業務、雨の日も屋外での作業あり。スタッフが一から丁寧に指

 
導します。

・⼥性でも活躍できるお仕事です︕

北佐久郡御代⽥町

土曜、その他

月給

正社員
普通⾃動⾞免許(AT可)

5 00 17 30 211,500

※月に数回早朝出勤の可能性あり。

上記は農繁期(5〜10⽉)の労働条件になり、

農閑期(11⽉〜4⽉)は以下の通りになりま

す。

【勤務時間】8:00〜17:00【休憩時間】90

分【給与】148,500円

・通勤⼿当は1⽇300円まで。(通勤距離によ

ります)

・昇給賞与は会社規定によります。

914 株式会社ベジアーツファーム

北佐久郡御代⽥町⼤字⾺瀬⼝

94-4

レタスの栽培

管理

○株式会社ベジアーツファームでのレタス栽培管理

・レタス、サニーレタス、リーフレタス、果樹などの⽣産管理

・収穫、植え付け、草取り、肥料まき

・圃場片付け、準備

・⾞の運転やトラクターの操作(軽トラ、トラック使⽤)

※⾬の⽇でも収穫作業は⾏います。

・⼥性社員活躍中です︕

北佐久郡御代⽥

町、小諸市

土曜、他

月給

正社員
普通⾃動⾞免許(AT可)

5 00 17 30 211,500

上記は農繁期(5〜10⽉)の労働条件となり、

農閑期(11〜4⽉)は以下の通り。

【勤務時間】8:00〜17:00【休憩時間】90

分【給与】148,500円

・天候、時期により就業時間、日数に変動あ

り。

・通勤⼿当は、1⽇300円まで。(通勤距離に

よる)

・昇給賞与は、会社規定による。

916 鈴与マタイ株式会社 ⻑野県佐久市中込1-10-1

太陽光発電

システム工事

の現場管理

スタッフ

新築住宅太陽光発電システム⼯事の現場管理

・新築住宅の⼯事スケジュール確認&太陽光発電システムの設置⽇程調

整

・施工業者の手配・工事中の現場パトロール、部材配送

・工事後の完成検査・引き渡し時の取扱い説明

※電気の配線など専門的な⼯事は有資格者⼜は外部業者が⾏います。

未経験者歓迎、転勤なし、週休二日制

⻑野県佐久市中込

1-10-1

年間休⽇112⽇（⼟⽇祝休

み。但し土曜日は会社カレンダー

により⽉1〜2回出勤あり。）

月給

正社員
なし

9 00 18 00 180,000 300,000

918 一般社団法人そえる ⻑野県上⽥市御嶽堂518-24 調理業務

調理補助、お弁当配達業務、相談⽀援補助

未経験であっても構いません。簡単な業務ですので素直な方であればすぐ

覚えられます。

相談業務補助は、カウンセリングの予約等の事務的内容です。

上田市御嶽堂518

番地24

週休二日制(水曜日、日曜日)

月給

正社員
普通免許

8 00 17 00 150,000 180,000



⻑野県就業⽀援デスク緊急就業サポート事業「Jobサポ」求⼈情報

掲載求人への応募をご希望の方は、JobサポHPより「就業相談申込み」へお進みください。なお、お申込の際には、応募ご希望の求人No.をお知らせください。

NO.
事業所名 所在地 職種 業務内容 PRポイント 就業場所 休日 給与

雇用

形態

必要な資格・経験 時給 特記事項
勤務開始時間 勤務終了時間 ⽉給 〇円〜〇円

919 有限会社トップリバー

⻑野県北佐久郡御代⽥町御代

田3986-1

品質管理

農産物の商品管理、検品作業

集荷場での荷捌き

受発注処理

 
農業法⼈で⾼原野菜の販売部門での営業商品管理の仕事です。

 
集荷場での検品、荷捌き等基本的な作業からのスタートとなります。

頼れる先輩が丁寧に指導しますので、未経験の方でも安心してチャレンジし

ていただける内容です。

御代田町

年間休⽇100⽇

有給休暇あり

月給

正社員
普通⾃動⾞運転免許

8 00 17 00 200,000 200,000

920 有限会社トップリバー

⻑野県北佐久郡御代⽥町御代

田

農場スタッフ

 
簡単な農作業

定植、草取り、収穫補助

未経験の方でも基本から丁寧に教えますのでご安心ください。働き方、休

日、時間等々、相談に応じます。

御代田町

希望に合わせます。

時給

アルバイト
普通⾃動⾞免許あれば尚可

5 00 17 00 900

詳しくはお問合せ下さい

922 有限会社トップリバー ⻑野県北佐久郡御代⽥町

野菜集荷場

作業

⾼原野菜の集荷作業、仕分け、予冷庫搬⼊搬出作業、積込み補助

 
フォークリフトの運転技術を活かせるお仕事です。

休日、時間等相談に応じます。

諏訪郡富⼠⾒町

休み、時間等相談に応じます。

時給

アルバイト

 
フォークリフト運転資格

普通⾃動⾞運転免許

6 00 15 00 1,300

詳しくはお問合せ下さい

926

株式会社バロー（障害者雇

用）

名古屋市中村区名駅1-16-21

名古屋三井物産ビル3F

バックヤード

作業・品出し

・農産部門︓バックヤードで果物野菜の加⼯。売り場での品出し業務

・⽇配グロサリー部門︓売り場で商品の品出し業務

・⽔産部門︓バックヤードで⿂等のパック詰め（簡単な作業から）売り場

での品出し業務等

⻑野県内（９店

舗）

・週休２日シフト制（土日祝・

お盆・年末はなるべく勤務してい

ただける方）

時給

パート

・スーパーマーケットの仕事に興味

がある方

・⾃宅通勤できる⽅

・週２０時間以上の勤務が可能

な方

・支援機関にご登録があり実習し

ていただける方

849

・週５日、1日７時間勤務（各種保険・昇

給・賞与・組合加⼊・お買い物割引等制度

有）

・週５日、1日４時間勤務（各種保険・昇給

有・お買い物割引等制度有）

930 株式会社日本リゾートシステム

⻑野県北佐久郡軽井沢町軽井

沢東11-37

ホテル業

〇　ホテル業務全般

・電話によるお問い合わせ、予約対応・お客様のお出迎えお⾒送り

・レストランでの配膳、在庫管理発注業務

・宿泊プランの企画⽴案、エージェント窓⼝、ＰＣ操作による予約管理

・調理補助、レストランにての配膳、洗い場

・その他　外観清掃など

 
経験者歓迎

 
年齢・男⼥不問

 
勤務時間は8時間程度

軽井沢駅より徒歩8分

軽井沢町

シフト制

月給

正社員
不問

7 00 21 00 180,000 315,000

931 株式会社日本リゾートシステム

⻑野県北佐久郡軽井沢町軽井

沢東11-37

不動産営業

事務全般

 
不動産営業

事業拡大に伴う募集

経験者優遇

男⼥不問

業種、営業成績によりインセンティブ有

軽井沢駅より徒歩2分

軽井沢町

シフト制

月給

正社員
宅地建物取引⼠　あれば尚可

8 00 18 00 210,000 315,000

939 アデコ株式会社　⻑野オフィス

⻑野県⻑野市南千歳１丁目１

２－７ 新正和ビル６Ｆ

（契）自治

体・各種団

体連携員

　（全地域・

リモート勤務

歓迎）

経験よりも興味と⾏動意欲を⼤切にしているポジションの募集です

就業⽀援事務局内のお仕事（２０代〜５０代まで活躍中のお仕

事）

・各⾃治体や求職関連、求⼈関連の団体訪問（現状把握や就職率向

上の打ち合わせ、就業イベント企画・実施）

・求人取り次ぎ団体への訪問、連携

・求⼈企業への求職者紹介、求⼈情報の開拓

⻑野県の失業者・求職者⽀援に携わり、産業課題・地域課題に取り組

み、活動を通して未来の信州づくりを⼀緒に⾏いましょう。

事業所所在地と同

じ（全地域・リモー

ト勤務歓迎）

土曜日，日曜日，祝日

週休⼆⽇制︓毎週

時給

契約社

員

【必須】自治体や各種団体、企

業訪問に抵抗が無い方 ・普通自

動⾞運転免許（ＡＴ限定可）

【いずれか】自治体・関係団体との

連携経験または就業イベントの企

画・運営経験

【尚可】ｉｐｈｏｎｅの基本操

9 00 17 30 225,000 225,000 1,500

・在宅勤務・リモートワークを取り⼊れており、必

要に応じ柔軟に対応します。

・ご家庭の都合やご本人の希望により時短勤

務の柔軟な対応を致します。

・マイカー通勤︓不可

944 ⽇⽴Astemo上⽥株式会社 ⻑野県 上⽥市 国分 840

プロジェクトマ

ネージャー

・⼀つのプロジェクト（製品）に関して、受注から量産化までの⼈・物・⾦

を管理します。

・製品に関わる複数の部門（営業、購買、技術、品証、製造）から選

出されたメンバーを指揮・管理します。

 
フレックスタイム制導入

 
フレキシブルタイム　6:00〜22:00

　内コアタイム　10:00〜15:00

（本社）⻑野県

上田市 国分 840

・週休⼆⽇制︓⼟⽇休み

・⻑期連休（年末年始、お盆、

GW）︓年度により7〜11⽇

・有休最⼤20⽇間/年（勤続

年数に応じ）

月給

正社員

 
・プロジェクト管理経験

8 00 17 00 400,000 470,000

当社は、電気⾃動⾞・ハイブリット⾞向けの電

⼦制御ブレーキシステムを、開発〜製造〜販

売まで⼀貫して担う、⾃動⾞部品メーカーで

す。

945 ⽇⽴Astemo上⽥株式会社 ⻑野県 上⽥市 国分 840

製造技術/

設備保全

 
◆生産設備改善業務及び改造業務◆ 

 
・設備トラブル対応／改善 

・設備保全／予知予防計画メンテナンス

・製造業（＃⾃動⾞業界＃部品メーカー）で⽣産スタッフの経験があり、

 
設備保全に興味がある方、チャレンジしてみたい方歓迎。

 
・シフトは１~３直（１つのシフトにつき１週間）

 
　交代手当２直950円/日、３直1500円/日

（本社）⻑野県

上田市 国分 840

・週休⼆⽇制︓⼟⽇休み（※

業務量により休⽇出勤あり）

・⻑期連休（年末年始、お盆、

GW）︓年度により7〜11⽇

・有休最⼤20⽇間/年（勤続

年数に応じ）

月給

正社員

・部品メーカーでの生産スタッフとし

ての実務経験

・（あれば尚可）設備保全の実

務経験

7 40 16 40 161,100 270,000

当社は、電気⾃動⾞・ハイブリット⾞向けの電

⼦制御ブレーキシステムを、開発〜製造〜販

売まで⼀貫して担う、⾃動⾞部品メーカーで

す。

946 ⽇⽴Astemo上⽥株式会社 ⻑野県 上⽥市 国分 840

生産スタッフ/

機械オペレー

ター

⾃動⾞部品（ブレーキ）の組⽴もしくは加⼯の作業をお願いします。

作業標準がありますので、手順を守り、生産設備に部品を脱着するお仕

事です。

最初はライン作業者として習熟をし、経験を積んで、生産ラインや職場の

責任者になって頂きたいと思います。

 
・経験不問

 
・シフトは１~３直（１つのシフトにつき１週間）

　交代手当２直900円/日、３直1500円/日

（本社）⻑野県

上田市 国分 840

・週休⼆⽇制︓⼟⽇休み（※

休日出勤がある場合がありま

す）

・⻑期連休（年末年始、お盆、

GW）︓年度により7〜11⽇

・有休最⼤20⽇間/年（勤続

年数に応じ）

月給

正社員

 
なし

 
・夜勤ができる方歓迎

 
・体⼒に⾃信のある⽅歓迎

・ものづくりが好きな方歓迎

7 40 16 40 161,100 290,000

当社は、電気⾃動⾞・ハイブリット⾞向けの電

⼦制御ブレーキシステムを、開発〜製造〜販

売まで⼀貫して担う、⾃動⾞部品メーカーで

す。

947 ⽇⽴Astemo上⽥株式会社 ⻑野県 上⽥市 国分 840

経理/マネー

ジャー候補

⼊社後は将来のマネージャー候補として、現スタッフの良きトレーナーとして

の役割を期待しています。

１．⽇々の会計業務の管理

２．仕訳の確認及び承認

３．⽉次、四半期、年末の決算およびアカウント調整のサポート

４．ＳＯＸ及び年次監査のために、内部監査員および外部監査員への

情報提供を調整

５．メンバーのトレーニングと育成。

 
フレックスタイム制導入

 
フレキシブルタイム　6:00〜22:00

　内コアタイム　10:00〜15:00

（本社）⻑野県

上田市 国分 840

・週休⼆⽇制︓⼟⽇休み

・⻑期連休（年末年始、お盆、

GW）︓年度により7〜11⽇

・有休最⼤20⽇間/年（勤続

年数に応じ）

月給

正社員

・３〜５年以上の経理／財務の

 
実務経験 

・簿記２級または同等以上の資

 
格 

・英語（目安︓ＴＯＥＩＣ４

 
００点以上）

・エクセル

8 00 17 00 247,000 413,000

当社は、電気⾃動⾞・ハイブリット⾞向けの電

⼦制御ブレーキシステムを、開発〜製造〜販

売まで⼀貫して担う、⾃動⾞部品メーカーで

す。

948 ⽇⽴Astemo上⽥株式会社 ⻑野県 上⽥市 国分 840

品質保証

（メカトロ製

品）

⾃動⾞向け電⼦制御ブレーキシステムの品質保証業務です。機械（メ

カ）と電子（エレクトロニクス）を掛け合わせたメカトロニクス製品を取り扱

います。

・不具合解析業務 　　　　・原因究明、対策推進

・⼯程内保証⽅法の構築／⽴案／検証／監視／管理

・搬⼊／市場不具合の解析／対策リード

・新規／改造ラインの製品保証⽅法の構築／⽴案／検証

・ＣＦＴ（他部門連携）での業務推進

・１週間/⽉ 程度 夜勤あり。

（本社）⻑野県

上田市 国分 840

・週休⼆⽇制︓⼟⽇休み（※

休日出勤がある場合がありま

す）

・⻑期連休（年末年始、お盆、

GW）︓年度により7〜11⽇

・有休最⼤20⽇間/年（勤続

年数に応じ）

月給

正社員

 
あれば尚可

・製造業での現場管理経験者

 
（班⻑以上） 

・内部品質監査又はＩＡＴＦ監

査対応経験又はＱＣ検定３級

 
以上 

・品質保証部か現場品質として

実務経験がある方。

7 40 16 40 165,000 330,000

当社は、電気⾃動⾞・ハイブリット⾞向けの電

⼦制御ブレーキシステムを、開発〜製造〜販

売まで⼀貫して担う、⾃動⾞部品メーカーで

す。

954 株式会社デルトラウム 上田市材木町2-12-1

調理師・ホー

ルサービス

調理・ホールサービス・雑務

 
週2・3日からでもOK　勤務日、時間は相談可能

上田市天神1-2-1

デルトラウムビルB1

週休2日　シフト制

時給

正社員・

アルバイト

調理可能

6 00 15 00 950

【松本・北アルプスエリア】



⻑野県就業⽀援デスク緊急就業サポート事業「Jobサポ」求⼈情報

掲載求人への応募をご希望の方は、JobサポHPより「就業相談申込み」へお進みください。なお、お申込の際には、応募ご希望の求人No.をお知らせください。

NO.
事業所名 所在地 職種 業務内容 PRポイント 就業場所 休日 給与

雇用

形態

必要な資格・経験 時給 特記事項
勤務開始時間 勤務終了時間 ⽉給 〇円〜〇円

NO.
事業所名 所在地 職種 業務内容 PRポイント 就業場所 休日 給与

雇用

形態

必要な資格・経験 時給 特記事項

406 （有）⽩船荘　新宅旅館 ⻑野県松本市安曇4201 客室係

お客様のお出迎え、お⾒送り

料理の準備・提供・⽚付け

未経験者の方も先輩スタッフがマンツーマンで丁寧にご指導いたします。

個室寮で寮費、⽔道光熱費、⾷費すべて無料です。

寮にはwifi完備してます。

お風呂は館内の温泉⼤浴場をご利⽤いただけます。

⻑野県松本市安曇

4201

シフト表による（応相談）

時給

正社員、

アルバイト

なし

7 00 21 00 1,000

364 KAKUREGA　松本駅前店

⻑野県松本市中央1丁目12-

16-304

エステサロン

フェイシャル・脱毛・オイルリンパマッサージ・増毛エクステなどをしています。

近年ニーズの⾼まる男性専⽤のエステサロンです。

現在、信州⼤学⼯学部との共同研究で、⻑野の農産物を使った⾃社オ

リジナル化粧品の開発中です。

未経験者大歓迎

レギュラー勤務出来る方大歓迎

歩合給もあるので頑張っただけ高収入を目指せます。

週2〜3回の勤務も相談可

KAKUREGA　松

本駅前店

週休二日制　シフト制

月給

正社員・

業務委

託・アル

バイト

特になし

12 00 21 00 150,000 280,000

やる気のある方。責任感のある方からのご応募

お待ちしております。

418 La couleur

⻑野県北安曇郡⽩⾺村北城

1612-27

リラクゼーショ

ンエステ

ボディケアやアロマオイルトリートメント、リフレクソロジーを白馬村内のホテル

にて施術して頂きます。

 
初⼼者でも研修制度あり︕

 
週2⽇~でもOK

勤務日、時間など相談可能

白馬村内

週休二日制

時給

アルバイト
運転免許

16 00 23 00 850

1件(60分)⼊る毎に2000円の報奨⾦あり︕

34 おひさま松原台 松本市松原41-11 介護職員

＊定員24名さまの住宅型有料⽼⼈ホーム内でのお仕事です。

＊入居者さまに楽しく生活していただくため、イベントやレクリエーションなど

が充実しています。

＊一日とおして入居者さまとゆったりかかわる時間があります。

◆未経験者の応募を歓迎します。研修制度有り。◆男性、⼥性ともに活

躍できます。

＊当⽼⼈ホーム内にて、⼊居者さまの介護や、⾝のまわりのお世話をして

いただきます。・食事介助、入浴介助、排泄介助、洗濯、居室清掃、その

他雑用

＊夜勤は⽉に3-4回程度（夜勤回数は個別の相談可）

＊残業なし、無理なシフトなし、希望休とれます。＊有給休暇１００％取

得推奨。

＊ユニフォーム貸与（ポロシャツを⽀給）＊保育所・学校⾏事の際は配慮

します。（有休取得可）

＊キャリアパス制度導⼊。内部・外部研修有り。

【信州福祉事業所認証・評価制度（ふくにん）認証事業所】【ユースエー

ル認定企業】【⼦育て両⽴⽀援事業所（くるみん認定企業）】

松本市松原41-11

週休二日。シフト勤務表による。

月に8〜9日休み

月給
正社員

介護福祉士

初任者研修修了者（資格取得

⾒込みの⽅の応募も可能で

す。）未経験者の方も歓迎しま

す。

8 30 17 30 192,000 200,000

勤務時間はシフト制です。変形労働時間制

(週40時間以内)

(例)6時30分〜15時30分　8時00分〜17

時00分　10時00分〜19時00分　12時00

分〜21時00分　17時00分〜9時00分

201

セコムジャスティック上信越株式

会社　松本支社

⻑野県塩尻市⼤字広丘⾼出

1582-1　橋詰ビル3階

常駐セキュリ

ティスタッフ

（施設常駐

警備員）

ご契約先施設（オフィスビル・⾦融機関・公共施設・商業施設・⼯場・発

電所・⼤学・病院など）での出⼊管理・巡回・緊急対処・設備監視業務

など

未経験者歓迎、充実した研修制度有、昇給（年1回）、賞与（年2

回）

松本営業所管内

（松本市、塩尻市、

安曇野市、岡谷市、

諏訪市、茅野市、伊

那市など）のご契約

施設

休⽇は勤務シフトによる、年次

有給休暇、フレックス休暇、リフ

レッシュ休暇、慶弔休暇など

月給

正社員

普通⾃動⾞運転免許（ＡＴ

可）

9 00 18 00 171,000

勤務時間は、週40時間を基準とした1ヶ月単

位の変形労働時間制（交替制）

【例】09︓00〜18︓00（⽇勤）、18︓00

〜09︓00（夜勤）、09︓00〜09︓00

（24勤務）

※勤務時間はご契約先により異なります。

214 セントラルフーズ株式会社 安曇野市豊科高家2287-23 食品製造

レトルト⾷品・冷凍⾷品の製造　他 勤務時間など相談可能　　食品製造経験者優遇

安曇野工場

日曜日、会社カレンダーによる

時給

パート
なし

9 00 17 00

850〜

900

16 医療法⼈梓誠会　梓川診療所

⻑野県松本市梓川梓2344番地

1

総務　人事

主任

介護

 
賞与、昇給あり

炊事苦手な方でも相談可

グループホームあずさ

小町

週休二日制

月給

正社員・

パート

 
介護福祉士

 
初任者研修終了、ヘルパー2級

8 45 17 45 168,000 182,000

勤務時間︓　　　⽇勤　8︓45〜17︓45

早番　7︓00〜16︓00（シフトによる）遅

番　11︓00〜20︓00　　夜勤　16︓00〜

9︓30（休憩150分）

夜勤できる⽅歓迎、⼟⽇祝、年末年始勤務

可能な方歓迎

25 医療法⼈梓誠会　梓川診療所

⻑野県松本市梓川梓2344番地

1

総務　人事

担当

介護士

週休二日制

賞与、昇給あり、

手当（夜勤、準夜勤、早出１、遅出２）あり

有料⽼⼈ホーム⾚

いりんご

シフト制、週休二日制

月給

正社員

 
介護福祉士

初任者研修修了（ヘルパー２

級）

9 00 18 00 168,000 182,000

勤務時間　⽇勤 69︓00〜18︓00　準夜

勤 21︓00〜6︓00

早出1 6︓00〜15︓00　夜勤　 16︓30

〜9︓30　早出2 7︓00〜16︓00　遅出1

10︓00〜19︓00　遅出2 11︓00〜20︓

00

429

医療法⼈社団⽟井会⽟井医

院

⻑野県東筑摩郡⿇績村⿇4156

－1

看護師

採血や点滴、注射などの一般的な看護業務

勤務時間などに関しては相談可能です。

残業はほぼなく勤務時間内に帰れます。

⻑野県東筑摩郡⿇

績村

水曜日、土曜日午後、日曜

日、祝日

月給 時

給

正社員、

パート

看護師免許もしくは准看護師免

許

8 00 18 20 250,000 320,000 1,500

205 医療法⼈松本⻭科クリニック 松本市宮田6-7 ⻭科助⼿

⻭科助⼿業務全般を担当していただきます。

・治療アシスタント（診療器具等セット消毒・診療準備、⽚付け、患者様

誘導、その他医師の指示による業務）

・院内掃除、洗い物

・在庫管理（治療などに使⽤する消耗品）

・診療受付、予約対応、電話応対　など

 
＊⻭科助⼿の経験のある⽅給与⾯優遇します。

 
＊セミナー参加等クリニックで全面的にサポートします。

　（クリニック負担）

松本市宮田6-7

 
日曜日

常勤は木曜日を月に1日休日

月給
正職員

⻭科助⼿資格もしくは経験のある

方歓迎

8 30 18 30 155,000 175,000

・ご応募いただく際は、履歴書等を郵送くださ

い。事前の連絡は不要です。届き次第こちらか

らご連絡を差し上げます。

・就業時間8︓30〜18︓30は⽉⽕⽔⾦⼟

曜⽇勤務　8︓30〜12︓30は⽊曜⽇勤務

（休憩なし）

◇休日・勤務時間は相談に応じます。　子育

て中の方は働き方、就業時間等配慮します。

⼦どもの学校⾏事や体調不良による急なお休

みにも対応しています。

206 医療法⼈松本⻭科クリニック 松本市宮田6-7 ⻭科衛⽣⼠

⻭科衛⽣⼠業務全般のお仕事です。

・診療案内　・治療における⻭科医師の補助　・⻭⽯、⻭垢の除去

・ブラッシング指導　・診療器具の消毒、診療準備

○セミナー参加等クリニックで全面的にサポートします。

　（クリニック負担）

〇◇休日・勤務時間は相談に応じます。

　子育て中の方は働き方、就業時間等配慮します。

　⼦どもの学校⾏事や体調不良による急なお休みにも

　対応しています。

松本市宮田6-7

 
日曜日

常勤は木曜日を月に1日休日

月給

正職員
⻭科衛⽣⼠

8 30 18 30 200,000 250,000

・ご応募いただく際は、履歴書等を郵送くださ

い。事前の連絡は不要です。届き次第こちらか

らご連絡を差し上げます。

・就業時間8︓30〜18︓30は⽉⽕⽔⾦⼟

曜⽇勤務　8︓30〜12︓30は⽊曜⽇勤務

（休憩なし）

勤務開始時間 勤務終了時間 ⽉給 〇円〜〇円
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212 医療法⼈⽩⾺林富会

⻑野県北安曇郡⽩⾺村神城２

４１９５５６

看護師

＊外来看護業務全般を担当していただきます。

・診察の補助、介助、処置など　・問診診察補助、電子カルテ・ＣＴあり

・レントゲン、ＣＲ（モニター診断）

※応募の際はハローワークから紹介状の交付を受けてください

⻑野県北安曇郡⽩

馬村神城24195-

56

▼休日　日曜日，祝日，その

他　▼週休二日制　その他　▼

その他の休⽇　お盆。６〜１１

月は第１・３土曜休。　１２月

中旬〜３⽉末までの週休は交

替制

月給
正社員

▼必要な経験等　不問

▼必要な免許・資格・看護師 必

須・准看護師 必須

・普通⾃動⾞免許（通勤⽤）

いずれかの資格を所持で可

8 30 17 30 190,000 230,000

＊１２⽉〜５⽉は、⽩⾺村より「スキー傷害

診療」を委託されているため⽉２０時間程度

までの残業が発生します。

＊賃⾦は経験等を勘案して決定します。＊昨

年度の昇給実績はありませんでしたが、業績等

に応じて決まります。賞与についても業績により

ます。

＊応募希望の方はハローワークから事前連絡

の上、履歴書・ハローワーク紹介状をお送りくだ

さい。書類選考後に面接日時等をお知らせ致

します。

213 医療法⼈⽩⾺林富会

⻑野県北安曇郡⽩⾺村神城２

４１９５５６

看護師

同上

⻑野県北安曇郡⽩

馬村神城24195-

56

同上

時給

パート
同上

8 30 17 30 1,400

同上

5 株式会社　新川重機

⻑野県塩尻市⼤字広丘吉⽥

3182

大型トラック

運転手

建設重機の輸送を中心とした業務。 業務に必要な資格は⽴替え可能。

事業所所在地と同

じ

日　祝日　その他　会社カレン

ダーによる・年末年始休暇、夏

季休暇

6ヶ⽉経過後の年次有給休暇

日数　10日

月給

正社員
⼤型⾃動⾞免許

8 00 17 00 250,000 300,000

7 株式会社　村瀬組 ⻑野県松本市⾥⼭辺4293-8 建設業

⼟⽊施⼯管理（現場代理⼈）、現場作業員 年齢・男⼥不問 賞与、昇給あり

松本市内

当社規定年間カレンダーによる

月給

正社員
⼟⽊施⼯管理技⼠等

7 30 17 00 200,000 300,000

398 株式会社　中信高周波 松本市笹賀5652-118 工場作業員

⾦属熱処理における周辺作業

・焼き入れ作業、治具付け、治具バラシ

・検査作業（機械検査/目視検査）

・作業オペレーター

2交代制勤務者も募集（8︓00〜20:00/20:00〜8:00）

松本市

土曜日隔週休み/日曜日・祝祭

⽇/年間100⽇（会社カレン

ダーによる）

一部シフト勤務・2交代制勤務

あり（応談による）

月給

正社員

 
不問

（フォークリフト運転資格あれば

尚可）

8 00 17 00 160,000 220,000

35 株式会社　⽴⽯コーポレーション

⻑野県塩尻市⼤門桔梗ケ原１

０７９－６６

営業企画職

【店舗開発】

＊拡⼤中の新規事業の出店戦略の⽴案、および様々な業種の新規出

 
店推進を⾏う仕事です。

＊統計情報を活⽤した出店候補地探し〜テナント探し〜賃貸交渉〜内

装⼿配〜店舗づくり〜出店までを先輩スタッフの指導を受けながらチーム

でサポートしていく仕事です。

ガソリン等の⽯油製品、⾞検等のカーサービス、タイヤ等のカー⽤品の社員

割引制度があります。

⻑野県塩尻市⼤門

桔梗ケ原１０７９

－６６

週休二日制（土日）

月給

正社員
普通⾃動⾞免許（AT限定可）

8 30 17 30 220,000 328,000

36 株式会社　⽴⽯コーポレーション

⻑野県塩尻市⼤門桔梗ケ原１

０７９－６６

【正社員】

駒ヶ根地区

ルート配送

業務【灯油・

軽油】

【一般家庭/企業へ石油製品をお届けするルート配送】

曜日ごとに決まったルートをまわります。タンクローリー（バックカメラ付）で

灯油や軽油などの石油製品を一般家庭/事業所に配送していただきま

す。

配送エリアは曜⽇ごとに異なり、１⽇２０〜３０件を訪問します。★積

み降ろし業務なし ちょっとしたハシゴをのぼる機会はありますが、重いものを

運んだ

り、⼿積み・⼿降ろしが必要となる業務はありません︕

※ルート配送の経験がある方は優遇 ※明るく活気ある職場ですので、心

身ともに充実して働くことができます。

ガソリン等石油製品

⾞検等のカーサービス

タイヤ等のカー⽤品の社員割引が充実︕

⻑野県駒ヶ根市下

市場３７－１ ル

ネッサ赤穂店

週休2日制、シフト制

月給

正社員

 
危険物乙種四類

中型⾃動⾞免許

8 00 17 00 200,000 300,000

37 株式会社　⽴⽯コーポレーション

⻑野県塩尻市⼤門桔梗ケ原１

０７９－６６

【アルバイト】

諏訪地区

ルート配送

業務【灯油】

【一般家庭/企業へ石油製品をお届けするルート配送】

曜日ごとに決まったルートをまわります。タンクローリー（バックカメラ付）で

灯油を一般家庭/事業所に配送していただきます。

配送エリアは曜⽇ごとに異なり、１⽇２０〜３０件を訪問します。★積

み降ろし業務なし　ちょっとしたハシゴをのぼる機会はありますが、重いもの

を運んだ

り、⼿積み・⼿降ろしが必要となる業務はありません︕

※ルート配送の経験がある方は優遇　※明るく活気ある職場ですので、

心身ともに充実して働くことができます。

週1⽇〜2⽇でもOK 勤務⽇、時間など相談可能 未経験者歓迎、年齢・

男⼥不問

⻑野県諏訪市⼤字

豊田３１０１－２

１ ユメックス諏訪豊

田店

常勤の場合、週休二日制、シフ

ト制　など

時給

アルバイト

 
危険物乙種四類

中型⾃動⾞免許

8 00 17 00 1,000

207 株式会社FMI

⻑野県塩尻市広丘吉⽥３０５

６

調剤薬局

薬剤師業務

完全週休2⽇、未経験者歓迎、勤務⽇、時間など相談可能、年齢・男⼥

不問

みらい薬局及びその

他支店

週休二日制

月給

正社員
薬剤師免許

9 00 18 00 350,000

422 株式会社ＦＭＩ 塩尻市広丘吉田3056 調剤薬局

調剤薬局受付事務

みらい薬局およびそ

の他指定する店舗

週休2日制

月給

正社員
不問

9 00 18 00 170,000 190,000

512 株式会社あずさ環境保全 ⻑野県松本市波⽥2019

廃棄物処理

業

運転⼿︓廃棄物の収集運搬

⼯場作業員︓重機オペレーター及び、廃棄物の選別作業員

営業、総務事務

未経験者歓迎、年齢・男⼥不問

松本市波田又は諏

訪市

週休二日制

月給 時

給

正社員・

契約社

員・アル

バイト・

パート

特になし。

8 00 17 40 220,000 300,000 850

180 株式会社アルプス警備保障 ⻑野県松本市埋橋１－７－９ 警備員

警備業務（交通誘導・雑踏警備）

社員寮完備（有料）年齢不問（６５歳以上でも勤労意欲・気⼒・体

⼒のある⽅でしたら可・当社最⾼年齢者７８歳）

⻑野県内

シフト制

時給

正社員
不問

8 00 17 00 860

警備業法第１４条に規定する「警備員の制

限」あり。
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354 株式会社エイティエフ 松本市和田4010-27-202

Webデザイ

ナーアシスタ

ント

ウェブコンテンツの作成、主にウェブデザインになります。

松本オフィス

 
週休2日制（土、日、祝）

夏季休暇、年末年始休暇、慶

弔休暇あり

月給

正社員

officeの基本操作※

Photoshop、Illustratorの操作

中級以上の方※

グラフィックデザインの実務経験が

ある方

ウェブデザイナーの学校を卒業され

た方（※は必須です。）

9 00 18 00 190,000

自分の好きな仕事、得意な仕事をする。指示

を受けるのではなく、自分で主体的に仕事がで

きる人を募集します。

335 株式会社グロース

安曇野市豊科高家5733-8－２

F

営業

足場工事業

塗装工事業

 
営業経験者

男⼥不問

安曇野市豊科高家

5733-8－2F

隔週休２日

月給

正社員

 
普通⾃動⾞免許

営業経験者

9 00 18 00 200,000 300,000

※足場営業と塗装営業各１名ずつ募集

【足場営業】・足場関係の仕事に関する新規

開拓営業・県内全域　・社⽤⾞あり※営業の

みで現場に出ることはありません

【塗装営業】・中南信エリア内で⼀般住宅．ア

パートオーナー様等への営業・社⽤⾞あり

415 株式会社コスコ

⻑野県松本市笹部2丁目3番1

号

販売（総合

職）

店舗業務全般（レジ、品出し、清掃、接客等） 記載就業場所以外の11店舗の就業あり。

⻑野県松本市笹部

2丁目3番1号

 
年間休⽇105⽇

シフト制

月給

正社員

普通⾃動⾞免許（AT限定可）

登録販売者

（※いずれも入社後の取得可）

8 00 22 00 170,000 220,000

345 株式会社サクセス工業 ⻑野県松本市梓川梓2872 鍛冶工

溶接、鉄骨、⾦物取り付け、外壁⼯事など

外注、社員、未経験OK、20~45歳位まで。資格取得、経験により昇給あ

り。

⻑野県内、県外あ

り。

基本、日曜日、連休

月給

外注、正

社員

普通⾞、他有れば尚良し。必要

な資格1つに付き毎月1000円プ

ラス。

8 00 17 00 300,000 375,000

人が、足りないので欲しい。

182 株式会社ダンネツ信州 ⻑野県松本市野溝東1-17-1 断熱工事

 
吹込み断熱工事

 
換気工事

暖房工事

未経験者OK

元気な体があれば年齢、経験問いません。

共済会に加⼊しておりますので福利厚⽣⾯もばっちり

万一のけがにも備えていますので安心して働けます。

⻑野県内全域　⼭

梨県

週休二日　祝祭日休み

夏季休業　年末年始休業あり

（2021年度の年間休⽇数

123日）

月給

正社員

 
オートマ限定免許不可

7 30 17 00 180,000 321,300

24 株式会社ハルハウス ⻑野県塩尻市⼤門⼀番町6-8 障害者福祉

障害者グループホームの運営（サービス管理責任者候補）

 
新規事業所オープンに伴うオープニングスタッフ︕︕

時間等相談可能、有資格者優遇

塩尻市大門三番町

6-3

シフト制

月給

正社員

 
介護・福祉経験ある方優遇

社会福祉士、精神保健福祉士、

介護福祉⼠、サービス管理責任

者資格保有者歓迎（採用時必

須ではありません）

8 30 17 30 160,000 220,000

361 株式会社ピュアハウス 大町市大町1046-14 建設業

建築︓住宅新築、リフォーム、リノベーション

⼟⽊︓住宅外溝、公共⼟⽊、造成

設備︓住宅給排⽔、公共⼯事

年間カレンダーによる休⽇

経験者歓迎（⼤⼯、⼟⽊現場作業、管理職）

未経験者歓迎（⼤⼯、⼟⽊現場作業、管理職）

年齢・男⼥不問、昇給、賞与あり

⼤町、北安曇郡、

安曇野市、松本市

等現場

年鑑カレンダーによる。基本４周

６休

月給

正社員
関係資格あれば優遇

8 00 17 00 180,000 250,000

427

株式会社フューチャーコミュニ

ケーションズ

⻑野県松本市本庄1-13-11本

庄ビル2階

通信業

お電話にて受付業務となります。

取引先は大手企業となりますのでこのコロナ禍でも安心して業務につとめ

て頂けます。

顧客データをもとにご連絡をしていただきます。

パソコンスキルは不要コミュニケーションを取ることがすきな⽅オペレーターの

経験がある方はすぐに活躍できると思います。

新会社設⽴のためオープニングスタッフ募集。

⻑野県松本市本庄

1-13-11本庄ビル

2階

週休２日

時給

アルバイ

ト・パート

特になし

9 30 18 30 1,000

231 株式会社マルイチマシン

⻑野県安曇野市穂⾼有明

2155-5

フライス、マシ

ニングセンタ

オペレーター

 
フライス、マシニングセンタを使ってアルミの加⼯を⾏います。

プログラムから段取りまで⼀貫して⾏ってもらいます。

 
丁寧に、指導・教育致しますので未経験者の方でも応募可能です。

手に職をつけることができます。まじめでやる気のある方、お待ちしています。

所在地と同じ

 
日曜　祝日　週休二日制

 
お盆　年末年始　創⽴記念⽇

他、当社カレンダーによる。　月に

 
1回、土曜日出勤あり。

月給

正社員
不問

8 30 17 30 190,000 220,000

必ず⼿書きの履歴書をお願い致します。

19 株式会社ユリーカ

⻑野県塩尻市広丘野村1688-

1GAZA3F

システムエン

ジニア職

システム開発

若⼿未経験者歓迎

通勤⾼速代⽀給制度あり

副業可

厚労省ユースエール認定企業

本社および担当顧

客先

 
週休二日

年間休⽇120⽇以上

月給

正社員
不問

9 00 17 30 190,000 300,000

244 株式会社ユリーカ

⻑野県塩尻市広丘野村1688-

1-3階

フィールド

セールス

【仕事内容】・システム営業・新規商材開発

【必要な経験】＜必須経験・スキル＞　・ビジネスマナー

　　　　　　　＜あれば歓迎＞　・システム営業の経験

フルタイム正社員以外でも柔軟にご対応いたします。

本社

 
週休二日制

年間休⽇120⽇以上

月給

正社員
なし

9 00 17 30 195,000 300,000

480 株式会社ロイヤルオートサービス ⻑野県松本市村井町南2-1-5 整備士

⾞検整備、定期点検整備などのメンテナンス業務を担当して頂きます。

・⾞検のコバックチェーン店として研修も充実しており、スキルアップを応援しま

 
す。

 
・⾞に興味のある⽅歓迎

佐久市、茅野市、

松本市

週休2⽇制、シフト制、年間休

日１０５日

月給

正社員

整備士２級、整備士３級いずれ

もあれば尚可

8 30 17 30 180,000 300,000

・整備⼠、検査員資格の取得に助成制度が

あります。     ・勤続⼿当は１年毎に増額とな

ります。・昇給、賞与は会社業績により変更が

あります。・退職⾦は３年以上勤務で発⽣

226 株式会社ワイドデンタル ⻑野県松本市笹賀7178-1 ⻭科技⼯⼠

・⻭科医院等からの依頼による⻭科技⼯物の制作

研修制度がありますので未経験も安⼼して勤務できます。

松本本社、⻑野⽀

社

土日の週休２日制

月給

正社員
⻭科技⼯⼠

8 30 17 50 185,000 405,000

437 株式会社今井工務店

⻑野県北安曇郡⼩⾕村⼤字北

小谷1850-6

土木(作業

員、技能

者、技術者)

⼟⽊⼯事現場において、⼀般⼟⽊作業、重機作業、施⼯管理などを

⾏っていただきます。資格不問︕叩き上げの⽅多数です。⼀から⼀緒に

頑張りましょう︕資格取得補助あり。

学歴不問、経験不問、資格不問、昇給あり、賞与あり、男⼥不問

ユースエール取得企業(若者雇⽤促進、残業少ない、有給取得可)

転職者多数(元調理師、元サービス業、元⾃動⾞整備⼠等)

叩き上げの⽅が多い年齢問わず仲が良いアットホームな会社です。

⻑野県北安曇郡⼩

谷村

週休二日制(当社カレンダーによ

る)年間休⽇118⽇(2020年

度)

⼤型連休あり(GW、お盆、年末

年始)

月給
正社員

資格不問(⼊社後⼀から取得し

ている方多数)

資格取得制度あり

経験不問

土木系、建設機械、大型免許等

ある方は優遇

8 00 17 30 170,000 300,000

近年災害が多いですが、建設業は⼀早く復旧

作業に尽⼒します︕当社は、松川村、⼤町

市、白馬村から通っている方も大勢います。小

⾕村はスキー場も近く、季節雇⽤も⾏っていま

す。冬はスキー場、夏は建設業︕やる気、元

気がある⽅募集しています。⼀度ご連絡を♪

HP、Instagramに当社の雰囲気が伝わる情

報多数ありますので、ぜひご覧ください︕
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432 株式会社佐藤組 ⻑野県松本市本庄2-11-11

一般土木工

事業（土木

工事・舗装

工事・下水

道工事他）

*⼟⽊・舗装、下⽔道等⼯事の作業全般を⾏っていただきます。

*資格のある⽅には建設機械の運転等も⾏っていただきます。

*未経験の方も大歓迎です。

*入社後、作業のやり方等丁寧に指導します。

資格なしでもOK

経験者でなくてもOK

やる気がある⽅⼤歓迎︕

年齢、男⼥不問

⻑野県松本市内⽥

3742-1

会社カレンダーによる

日　祝日　その他

月給

正社員

普通⾃動⾞運転免許（AT限定

不可）

8 00 17 00 176,000 264,000

工事に必要様々な資格は、入社後当社で資

格の取得を⽀援いたしますので、幅広い知識

を身につけることができます。

439 株式会社小澤電気 ⻑野県塩尻市⼤門868-200 電気工事

⼀般住宅の電気⼯事、太陽光発電システムの設置、家庭⽤エアコンの

設置

初心者にもしっかり指導します。入社後の資格取得も可能。業務拡大中に

つき、⼈材を急募してます。ボーナスもここ数年安定して⽀給してます。現

在、有休消化に⼒を⼊れています。

詳しく内容を知りたい⽅は、職安の求⼈を⾒るか弊社にご連絡下さい。

塩尻市、松本市、

安曇野市

毎週日曜日、土曜日は隔週で

休み、祭⽇は年間休⽇による

月給
正社員

普通⾃動⾞免許(オートマ限定不可)

第二種電気工事士(入社後の資格取

得も可)

第一種電気工事士(あれば優遇、無く

ても可)

2級電気⼯事施⼯管理技⼠・1級電

気⼯事施⼯管理技⼠(あれば優遇、無

くても可)

8 00 18 00 195,000 300,000

若い会社の為、やる気のある⼈を募集してま

す。

190 株式会社村瀬組 松本市⾥⼭辺４２９３-８

ＩＴ　ドロー

ン操作　Ｃ

ＡＤ

ドローンの操作（３Ｄ解析）

ＣＡＤ

ＩＴ（パソコン　ネットワーク保守）

男⼥不問　パソコンに詳しい⽅

松本市　本社

当社規定年間カレンダー制

月給

正社員

 
ＩＴに詳しい方

普通⾃動⾞運転免許

7 30 17 00 180,000 250,000

342 株式会社鈴⼯建 ⻑野県塩尻市

解体・リ

フォーム工事

業

解体工事、リフォーム工事の現場作業のお仕事です。

現場は、中信エリアをメインとした⻑野県内になります。

未経験OK︕

勤務日相談可能

18歳以上

塩尻市、松本市、

安曇野市など

⽇、祝、年末年始、夏季休暇

 
他

相談可

月給

正社員、

アルバイト

 
不問

8 00 17 00 200,000

189 九州興業株式会社 松本市筑摩2-34-35

建設業、運

送業

クレーン作業、一般貨物運送事業 働きながら免許取得可能

松本市筑摩2-34-

35

日、祝日他社内カレンダーによ

る。

月給

正社員
運転免許書

7 30 17 00 195,300 550,000

47 社会福祉法人　幸充

北安曇郡池⽥町会染１４９８

－１

施設⻑

法⼈内（池⽥・松川）に特養・⽼健があり来春安曇野市穂⾼に新たに

 
特養をオープン予定

 
介護員・看護師を募集中

 
未経験者歓迎

 
経験者優遇制度有り

 
賞与・昇給有り

池田・松川・穂高の

いずれか

 
シフト制

 
変則勤務

年間１１７⽇

月給

正規職

員

不問

7 00 16 00 155,800 248,500

正規職員を募集おりますが、パート時短の職

員も大歓迎です。

無資格・未経験者も先輩職員が丁寧に指導

致します。

勤務地も応相談

471 社会福祉法人てまり 松本市南松本2丁目13番12号 介護職員

定員35名様のケアハウスでのお仕事です。

食事介助・入浴介助・排泄介助等身体介護・生活介助などの介護業

務を⾏っていただきます。

＊夜勤業務あり（2人体制）、シフト制の為、土日祝日出勤あり

＊年齢、性別不問

＊未経験の方も丁寧な教育をいたしますので、お気軽にご応募ください。体

験入職もお受けしております。

＊勤務間インターバル制度あり

＊お⼦様の学校⾏事や体調不良等の急なお休みにも対応いたします。

松本市高宮南6-

25

シフト制

月給

正社員

初任者研修修了者

介護福祉士（あれば尚可）

8 30 18 30 175,000

＜勤務時間＞早番　6︓00〜15︓00

遅番　8︓00〜18︓00、8︓30〜18︓

30、8︓20〜18︓30

夜勤　16︓00〜6︓00、18︓30〜8︓30

（夜勤時の休憩は120分）

9

社会福祉法人国際保健支援

会

松本市筑摩3-15-31

介護職、看

護職

介護⽼⼈保健施設での介護の仕事

介護⽼⼈保健施設での看護の仕事

正職員の募集。週40時間、週休2日(1ヶ月変形労働時間制)

年齢・男⼥不問、賞与あり(年2回)、昇給あり

夏休み、冬休みあり。

松本市筑摩3-15-

31

週40時間(週休2日)、1ヶ月変

 
形労働時間制。

夏休み、冬休みあり。

月給

正社員

 
出来れば介護福祉士資格。

無くても良い。

8 30 17 30 190,000 250,000

221 社会福祉法人平成会

塩尻市宗賀１２９８番地９２

（本部）

介護

介護が必要となった高齢者施設での仕事です。

利⽤者様が充実した１⽇１⽇をお過ごしいただけるよう、必要な⾝の回り

の介護（⼊浴や⾷事の介助など）を⾏います。

そのほか、利⽤者様やその家族様の夢や希望を実現し、幸せづくりのお⼿

伝いをする仕事です。

 
・年齢・男⼥不問。

 
・賞与、昇給、介護職員処遇改善加算あり。（１０年以上の業

 
務経験がある⽅は、更に特定処遇改善加算が⽀給されます。）

 
・一部施設（岡谷市）では、週休３日制を導入しています。

・介護福祉士資格を取得するための実務者研修や、喀痰吸引研修を無

料で受講できる制度があります。

松本市、塩尻市、岡谷

市、諏訪市、茅野市、

下諏訪町、⾠野町、南

箕輪村に所在する当法

人の介護施設

週休２日制（シフト制）

月給

正社員

次のいずれかに該当する方

・介護福祉士

・介護職員初任者研修を修了

し、かつ介護業務経験が１年以

上ある方

8 30 17 30ほか 201,000 221,000

・給与は、夜勤手当（1回7，000円×月5

 
回）を含めて表示しています。

・勤務時間は早番・日勤・遅番・夜勤等のシフ

トがあります。それぞれの勤務時間については、

施設ごとに異なりますのでお気軽にお尋ねくださ

い。

337 信州五⼗六家 塩尻市広丘堅石2146-638 飲食業

洗い場、配膳

塩尻市広丘堅石

2146-638

毎週水曜日

月給

正社員
なし

10 00 19 00 200,000 280,000

490 清水商事株式会社 ⻑野県塩尻市洗⾺2971-1 製造業

⼯業⽤切断砥⽯の製造

塩尻市洗馬

週休二日制

時給

正社員
特になし

8 00 17 00 1,000

21

特定非営利活動法⼈グループ

もみじ

⼣やけ⼩やけ︓松本市並柳⼀丁

目3-18

夢いちもんめ︓松本市庄内1丁目

7-17

 TEL・FAX　0263-26-

介護全般、

⼜は調理

小規模多機能ケアホームで認知症の人とその家族を支えます

1、利⽤者の通所及び宿泊時の健康管理

2、⾃宅訪問時の健康管理

3、医療との連携など計画実⾏

4、利⽤者、家族の終末援助

 
待遇等詳細は面談にて

小規模多機能ケア

ホーム夕やけ小やけ

シフト制

月給

正社員

介護系資格不問

普通⾃動⾞運転免許

応相談

8 00 17 00 182,000

勤務時間はシフト制による

1、8︓00〜17︓00　　2、12︓00〜21︓

00　　3、22︓00〜7︓00

202

特定非営利活動法⼈宅⽼所

花・HANA

⻑野県北安曇郡松川村5721-

1269

リハビリ職員

通所介護事業所での機能訓練や介護業務等 リフレッシュ休暇、賞与、昇給、退職⾦制度あり

松川村５９６０－

１６５

週休２日制（日曜定休）

月給

正社員

理学療法⼠、作業療法⼠、⾔語

聴覚士のいずれか

8 15 17 15 200,000 231,000

203

特定非営利活動法⼈宅⽼所

花・HANA

⻑野県北安曇郡松川村5721-

1269

介護職員

地域密着型通所介護（小規模デイサービス）での介護業務全般 リフレッシュ休暇、賞与、昇給、退職⾦制度あり

北安曇郡松川村

5650-165

週休２日制（日曜日定休）

月給

正社員

介護福祉⼠として１５年以上の

経験、または介護支援専門員とし

て５年以上の経験

8 15 17 15 205,000 221,000
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204

特定非営利活動法⼈宅⽼所

花・HANA

⻑野県北安曇郡松川村5721-

1269

キッチンスタッ

フ

地域密着型通所介護事業所での昼食の準備手伝い。軽食つくり、お味

噌汁つくり、お茶菓⼦つくり等

週４⽇程度　勤務曜⽇、勤務時間など相談可能

北安曇郡松川村

5960-165

シフト制

時給

パート

調理・料理が得意であること。簡

単なPCスキル（データ打ち込

み）や介護・医療関係の有資格

者であれば尚可

8 45 17 00 860

33 内⽥⻭科クリニック

安曇野市堀⾦烏川２５７１－

１

⻭科衛⽣⼠

および助手

 
⻭科衛⽣⼠業務

 
⻭科助⼿業務

⻭科治療補助および準備、受付業務

賞与、昇給あり

社員旅⾏あり（過去に北海道、ハワイ、韓国等）

退職⾦制度あり

安曇野市堀⾦烏川

２５７１－１

日曜、祝日　木曜日午前　土

曜日午後

年末年始、お盆期間５⽇程度

月給

正社員

⻭科衛⽣⼠採⽤の場合は⻭科

衛生士資格必要

9 30 19 30 190,000 220,000

401 有限会社宗明会

⻑野県安曇野市堀⾦烏川1079

-1

介護職

施設での食事介助　排泄介助　身体介護　全般

託児所があります。社員は預けて働けます。残業は月10時間以内です。

駐⾞場無料。

⾒岳荘〜けやき〜

シフト制　年間休⽇103⽇

月給

正社員

初任者研修　介護福祉士があれ

ば尚可

8 45 17 15 173,000 223,000

シフト勤務です。夜勤もあります。勤務について

は希望を聞いていきます。

487 有限会社浅川石材 ⻑野県安曇野市穂⾼柏原4359

石工、建設

業

 
石加工、石材設置作業、コンクリート工事

若い⽅から年配の⽅まで楽しく働いていますよ︕

⻑野県

シフト制

月給

正社員
普通⾃動⾞免許

8 00 17 00 150,000 250,000

520 株式会社EPOWER ⻑野県塩尻市広丘野村1613 営業

≪営業職≫

■訪問先︓⼀般企業、ガス会社■電⼒販売代理店の獲得営業■空

調機器や電子機器の販売営業

≪企画職≫

■営業戦略の⽴案と実⾏、新商品の企画（ポスターやＤＭ制作等）

以下に該当する方を歓迎いたします。

■営業や販売等顧客折衝が伴うご経験をお持ちの方

■会社⽴ち上げというフェーズを主体性をもって楽しむことができる⽅

⻑野県塩尻市広丘

野村1613

土日祝休み

月給

正社員
普通⾃動⾞免許（AT限定可）

8 30 17 30 200,000 250,000

535 株式会社ジーエー 安曇野市穂高2509-1

教室運営ス

タッフ

 
・個別指導塾講師

 
・保護者対応などの接客

 
・事務

など

⼈の話を聞くのが好きな⽅、相⼿の⽴場に⽴って考えられる⽅に向いていま

す。

事業責任者が⼥性ですので、⼥性スタッフが働きやすい環境です。

週1回からOK　勤務日、時間など相談可能

未経験者歓迎、⼥性歓迎　賞与、昇給あり

中信地区の各教室

★繁忙期を除く週休2日（原則

⼟⽇）★年間休⽇数120⽇前

後　春夏秋冬に各1回⻑期休

みがあります。

残業はほとんどありません。定時

前に帰宅できることのほうが多い

です。（その場合でも日当保

証）

月給 時

給

正社員・

契約社

員・パー

ト

運転免許

13 30 21 30 182,000 302,000 1,400

★希望に応じて下記3つの勤務パターンから選

べます。

・パート（時給制）・短時間社員（1⽇4〜6

Ｈ程度　⽉給制）・フルタイム社員（1⽇

7.0H程度　⽉給制）

※月給制の場合でも週4勤務等も可能です。

子育て中の方など、希望をお聞きして労働条

件は柔軟に対応しています。

550 株式会社ピュアハウス ⻑野県⼤町市⼤町1046-14 土木作業員

＊土木工事現場における土木作業の仕事です。

＊公共⼯事（道路・河川⼯事等）や、⽊造住宅に係る⼟⽊⼯事全般

を⾏っていただきます。

・未経験者、⾒習い歓迎

・経験者歓迎

・学歴不問・年齢不問

・既卒・第二新卒可

⻑野県⼤町市周辺

隔週土曜・日曜・有給休暇

（詳細は会社カレンダーによ

る）

月給

正社員

〈必須条件〉普通⾃動⾞運転免

許(AT限定不可)

・土木建設に関する資格・免許が

あれば尚可

・実務経験者優遇

8 00 17 00 180,000 300,000

551 株式会社ピュアハウス ⻑野県⼤町市⼤町1046-14

土木現場管

理

＊⼟⽊⼯事現場における管理業務全般

（⼟⽊⼯事現場での、⼯程管理・安全管理・⼯事に係る各種書類作

成、等）関連して、発注者との打合わせ、社内報告、調整等

＊公共⼯事及び住宅に係る⼟⽊⼯事となります。現場は主に中信〜⼤

北地域⼀円となります。

⻑野県⼤町市周辺

 
隔週土曜・日曜・有給休暇

（詳細は会社カレンダーによ

る）

月給

正社員

〈必須条件〉普通⾃動⾞運転免

許(AT限定不可)

・土木工事現場の実務経験

・1級または2級⼟⽊施⼯管理技

士

・ワード・エクセル基本操作

8 00 17 00 250,000 300,000

553 株式会社ピュアハウス ⻑野県⼤町市⼤町1046-14 大工

＊建築⼯事現場における⼤⼯の仕事です。個⼈の⽊造住宅を中⼼とし

た⼤⼯⼯事全般を⾏っていただきます。

＊現場は主に中信〜⼤北地域⼀円となります。

 
・未経験者、⾒習い歓迎

 
・経験者歓迎

 
・学歴不問・年齢不問

・既卒・第二新卒可

⻑野県⼤町市周辺

 
隔週土曜・日曜・有給休暇

(詳細は会社カレンダーによる)

月給

正社員

〈必須条件〉普通⾃動⾞運転免

許(AT限定不可)

・大工経験者優遇

8 00 17 00 180,000 300,000

555 株式会社ピュアハウス ⻑野県⼤町市⼤町1046-14 設備作業員

＊建築および土木工事現場における設備作業の仕事です。

＊公共⼯事（道路・河川⼯事等）や、⽊造住宅に係る上下⽔道⼯事

全般を⾏っていただきます。

＊現場は主に中信〜⼤北地域⼀円となります。

・未経験者、⾒習い歓迎

・経験者歓迎

・学歴不問・年齢不問

・既卒・第二新卒可

⻑野県⼤町市周辺

 
隔週土曜・日曜・有給休暇

(詳細は会社カレンダーによる)

月給

正社員

〈必須条件〉普通⾃動⾞運転免

許(AT限定不可)

・配管技能⼠資格（1〜3級の

何れか）あれば尚可

・実務経験者優遇

8 00 17 00 180,000 280,000

558 株式会社　縁 安曇野市穂⾼北穂⾼1810-2 販売管理

株式会社縁は⾃動⾞部品の再⽣、再利⽤を事業とし⼈と⾃然の共⽣を

目指します︕⾃動⾞の中古部品の買取りからインターネットや専⽤のネッ

トワークでの販売をしております。

<主な業務内容>

・商品の仕⼊れ(買い付け ⾃動⾞屋さんなどで部品の買い付けをしてきま

す。)

・商品のクリーニング美化、リペア(中古の部品は汚れていたりキズになって

いることがあるので美化していきます。、不具合部分は補修、修理)

・検品チェック(キレイに美化した商品にキズのチェックや商品ごとの特徴を

チェックしていきます）

・写真撮影、写真加工(ネットワークを通じて販売していきますので、写真

で分かりやすくご案内していきます）

・⾞種調べ 特定作業(⾃動⾞部品の種類が多数ありますので品番管理

でお客様にご案内していきます。)

・出品 販売(購入意欲をかきたてるよう、ご案内していきます。)

・フロント(問い合わせ、⼊⾦確認、伝票作成)

・出荷 梱包、包装(キズや破損がないよう保管後、出荷が決まった商品

は箱詰めしていきます）

※経験者ではなく、みんな未経験からスタートしております。わからない部

分はどんどん質問していただいて構いません。わかりやすく教えていきます。

2012年12⽉に創業したばかりの新しい会社です。

2020年12⽉では9年目を迎え年々成⻑を遂げることができました。これか

ら⼤きく⾶躍するために会社の⾏動指針や⽅向性に共感して頂ける若い⼒

を募集しております。

共同作業が多い当社ではプライベートでも仲のいいスタッフも多数存在して

おり、みんなで会社を盛り上げようと頑張っています。

そんな縁のスタッフになって⼀緒に働きませんか︖

未経験からスタートしてどんどん仕事を覚えて、スキルアップ、役職になること

だってできるはずです︕

安曇野市豊科南穂

高3390

年間105⽇間　基本的に、⽇

祝⽇は定休　隔週︓⼟

年末年始、GW休･盆休みなど

会社のカレンダーで休日有給休

暇有り(入社後6カ月以上勤

務）

月給
正社員

普通⾃動⾞免許

8 00 17 30 210,000 250,000

会社⾒学もやっております。

ご不明点などはお気軽にお問い合わせくださ

い。
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559 株式会社　縁 安曇野市穂⾼北穂⾼1810-2

販売 事務

管理

株式会社縁は⾃動⾞部品の再⽣、再利⽤を事業とし⼈と⾃然の共⽣を

目指します︕⾃動⾞の中古部品の買取りからインターネットや専⽤のネッ

トワークでの販売をしております。

<主な業務内容>

・商品のクリーニング美化、リペア(中古の部品は汚れていたりキズになって

いることがあるので美化していきます。、不具合部分は補修、修理)

・検品チェック(キレイに美化した商品にキズのチェックや商品ごとの特徴を

チェックしていきます）

・写真撮影、写真加工(ネットワークを通じて販売していきますので、写真

で分かりやすくご案内していきます）

・⾞種調べ 特定作業(⾃動⾞部品の種類が多数ありますので品番管理

でお客様にご案内していきます。)

・出品 販売(購入意欲をかきたてるよう、ご案内していきます。)

・フロント(問い合わせ、⼊⾦確認、伝票作成)

・出荷 梱包、包装(キズや破損がないよう保管後、出荷が決まった商品

は箱詰めしていきます）

※経験者ではなく、みんな未経験からスタートしております。わからない部

分はどんどん質問していただいて構いません。わかりやすく教えていきます。

同上

安曇野市豊科南穂

高3390

年間105⽇間　基本的に、⽇

祝⽇は定休　隔週︓⼟

年末年始、GW休･盆休みなど

会社のカレンダーで休日有給休

暇有り(入社後6カ月以上勤

務）

月給
正社員

普通⾃動⾞免許

8 00 17 30 200,000 240,000

※会社⾒学もやっております。

ご不明点などはお気軽にお問い合わせくださ

い。

560 株式会社　縁 安曇野市穂⾼北穂⾼1810-2 ⽣産管理

株式会社縁は⾃動⾞部品の再⽣、再利⽤を事業とし⼈と⾃然の共⽣を

 
目指します︕

⾃動⾞の中古部品の買取りからインターネットや専⽤のネットワークでの販

 
売をしております。

 
<主な業務内容>

・商品のクリーニング美化、リペア(中古の部品は汚れていたりキズになって

 
いることがあるので美化していきます。、不具合部分は補修、修理)

・検品チェック(キレイに美化した商品にキズのチェックや商品ごとの特徴を

 
チェックしていきます）

・写真撮影、写真加工(ネットワークを通じて販売していきますので、写真

 
で分かりやすくご案内していきます）

・⾞種調べ 特定作業(⾃動⾞部品の種類が多数ありますので品番管理

 
でお客様にご案内していきます。)

 
・出品 販売(購入意欲をかきたてるよう、ご案内していきます。)

・出荷 梱包、包装(キズや破損がないよう保管後、出荷が決まった商品

 
は箱詰めしていきます）

 

※経験者ではなく、みんな未経験からスタートしております。わからない部

分はどんどん質問していただいて構いません。わかりやすく教えていきます。

同上

安曇野市豊科南穂

高3390

年間105⽇間　基本的に、⽇

祝⽇は定休　隔週︓⼟

年末年始、GW休･盆休みなど

会社のカレンダーで休日有給休

暇有り(入社後6カ月以上勤

務）

月給

正社員
普通⾃動⾞免許

8 00 17 30 180,000 230,000

 
会社⾒学もやっております。

ご不明点などはお気軽にお問い合わせくださ

い。

561 株式会社　縁 安曇野市穂⾼北穂⾼1810-2

⾃動⾞部品

の梱包〜販

売

株式会社縁は⾃動⾞部品の再⽣、再利⽤を事業とし⼈と⾃然の共⽣を

目指します︕⾃動⾞の中古部品の買取りからインターネットや専⽤のネッ

トワークでの販売をしております。

<仕事内容>

梱包、包装業務から徐々におぼえていただくことが多いです。

梱包、包装ができるようになったら徐々に他の仕事も覚えてもらいます。

<主な業務内容>

・出荷 梱包、包装(キズや破損がないよう保管後、出荷が決まった商品

は箱詰めしていきます）

・商品のクリーニング美化、リペア(中古の部品は汚れていたりキズになって

いることがあるので美化していきます。、不具合部分は補修、修理)

・検品チェック(キレイに美化した商品にキズのチェックや商品ごとの特徴を

チェックしていきます）

・写真撮影、写真加工(ネットワークを通じて販売していきますので、写真

で分かりやすくご案内していきます）

・⾞種調べ 特定作業(⾃動⾞部品の種類が多数ありますので品番管理

でお客様にご案内していきます。)

・出品 販売(購入意欲をかきたてるよう、ご案内していきます。)

※経験者ではなく、みんな未経験からスタートしております。わからない部

分はどんどん質問していただいて構いません。わかりやすく教えていきます。

※扶養の範囲で働きたい 主婦or主夫の⽅⼤歓迎︕

　⼦供の急な発熱で休みたいなどのご相談OK︕　⾏事ごとで休みたいな

どの相談OK︕

　当社では週30時間未満程度で働くスタッフ(1⽇6時間程度で週5⽇)

で働いて頂けるパートスタッフを募集しております。

★9:00〜16:00までのシフトで働きたい

★8:00〜15:00までのシフトで働きたい　など働く時間もご相談にのれま

す。詳しくはお問い合わせください。

同上

安曇野市豊科南穂

高3390

年間105⽇間　基本的に、⽇

祝⽇は定休　隔週︓⼟

年末年始、GW休･盆休みなど

会社のカレンダーで休日有給休

暇有り(入社後6カ月以上勤

務）

時給

パート/ア

ルバイト

普通⾃動⾞免許

8 00 17 30 1,000

 
会社⾒学もやっております。

ご不明点などはお気軽にお問い合わせくださ

い。

562 東洋計器株式会社 ⻑野県松本市和⽥3967-10 ⽣産管理職

＊製造⼯程、⽣産現場に関する管理業務

・⽣産・⼯程・原価・納期管理

・その他安全衛⽣管理、環境管理

⻑野県松本市和⽥

3967-10

日曜日，祝日，その他・週休

二日制その他

・年間カレンダーによる　＊⼟曜

⽇、⽉１回程度出勤

月給

正社員

普通⾃動⾞運転免許　必須

（ＡＴ限定可）※通勤用

8 30 17 20 195,000 350,000

563 株式会社ロイヤルオートサービス 松本市村井町南2-1-5 整備士

アフターメンテナンス、⾞検整備、定期点検整備などの業務全般を担当し

ていただきます。

⾞の好きな⽅歓迎、整備⼠の資格が無くても⼤丈夫︕︕

松本市

週休二日制、シフト制。

月給

正社員
不問

8 30 17 30 180,000

・整備⼠資格の取得に助成⾦制度があります

・勤続⼿当は１年毎に増額となります



⻑野県就業⽀援デスク緊急就業サポート事業「Jobサポ」求⼈情報

掲載求人への応募をご希望の方は、JobサポHPより「就業相談申込み」へお進みください。なお、お申込の際には、応募ご希望の求人No.をお知らせください。

NO.
事業所名 所在地 職種 業務内容 PRポイント 就業場所 休日 給与

雇用

形態

必要な資格・経験 時給 特記事項
勤務開始時間 勤務終了時間 ⽉給 〇円〜〇円

579

SBSゼンツウ株式会社池田営

業所

⻑野県北安曇郡池⽥町会染

9011-16

コープ（生

協）の宅配

ドライバー

毎週同じ曜⽇に同じお宅を訪問し「新鮮な⾷料品」「⽇⽤雑貨」「⾐料

品」など⽣活⽤品をお届けします。配達先が不在の場合でも、決められた

場所にお届けすれば大丈夫。

再配達の心配もありません。

全⾞オートマ、バックモニターやドライブレコーダーも装備で、未経験の⽅で

も正社員として活躍できる環境です。

ドライバーの仕事では割と珍しく、土日完全週休2日制、日勤のみの勤務

形態です。土日は確実に休みがとれるので、

プライベートと仕事のメリハリ、家族や友達との時間、趣味に費やす時間もつ

くりやすいのはメリットです。

コープ（生協）で取り扱うのは、美味しくて身体にいい食品をはじめ、生活

雑貨など、普段の生活でも身近な商品ばかり。

⼀度は目にしたことがあるアノ商品や、⾃分も愛⽤している商品もきっとある

はず。だからこそ、親しみやすく、地域の方の生活に欠かせない商品をお届け

するやりがいを感じることができます。

最初は助手席から、先輩ドライバーについて仕事を覚えていただく同乗研修

期間を用意しています。運転をはじめ、荷台内の作業、接客面などひとつひ

とつ覚えていただきます。

地域ごとに同期の仲間と顔を合わせる新入社員研修もあります。現在活躍

中のドライバーもほとんどは未経験からのスタートです。

◇仕事の最大のやりがいは、配達先の組合員様から『今日もありがとう』と

言っていただけることです。"ありがとう"は、言われた人も言った人も、

みんなが気持ち良くなるとても素敵な魔法の⾔葉です。「地元で活躍でき

る」「人に感謝される」そんな"ありがとう"と言われる仕事です。

⻑野県北安曇郡池

田町会染9011-

16

 
完全週休2日制（土・日）

年始（会社カレンダーによる）

月給

正社員

⾃動⾞運転免許(準中型以上

/AT限定可)

8 00 17 00 222,140

給与には、固定残業代 6万7,140円含む

(60h分)※超過分は別途支給

582 有限会社エム・エス・ディ ⻑野県松本市旭１-4-2 警備業

交通誘導警備員、管理職員

１．パート・アルバイト

２．警備スタッフ

３．簡易信号システムオペレーター（警備員）

４．警備職員（管理職、幹部候補）

週２〜３⽇でもOK、勤務⽇も相談できます。

不況に強い業種です。

正社員登⽤、資格取得制度で⻑期働いていただける⽅歓迎

現場も先輩と⼀緒に勤務して交代休憩等で無理なく働けます。

⻑野県内（応相

談）

シフト制

年間105⽇

アルバイトの勤務日は応相談

月給 時

給

アルバイ

ト・正社

員・幹部

候補

不問

未経験の方はマンツーマンの研修

制度でじっくり覚えてください。

経験者・資格者優遇

8 00 17 00 180,000 250,000 1,000

法定教育・制服貸与

週払い制度あります

お気軽にご連絡ください

583 日本生命保険相互会社 松本市深志1-1-17 保険営業

生・損保の販売とアフターサービス。

お客様のサポートを通じ、ライフサイクルの変化にあった保障をご案内。

担当地区、企業へ訪問し情報提供。

松本営業所

週休2日制　祝・祭(企業カレン

ダーあり)

月給

正社員
⾃動⾞運転免許(AT限定可)

9 00 17 00 146,000 156,000

国籍不問

※給与条件の「月給」は初任給月額を示して

おります。

●1ヶ月目は資格取得に向けて研修受講いた

だき(時給850円)、合格された方のみ引き続

き研修を受講いただきます。詳細は別途お伝

えします。

591 株式会社ほっと・はあと

安曇野市穂⾼北穂⾼２６６７

－２

介護職員

有料⽼⼈ホーム内での介護業務（健康管理・⾷事・⼊浴・排泄等のお

仕事です）⼀対⼀の寄り添う介護を基本としておりますので、利⽤者様

 
にじっくりと関りができます。夜勤は週に１回程度です。

 
松本市に４施設、安曇野市に２施設でご⾃宅の近くで働けます。

⽉に３⽇程度の希望休が申請できます。

安曇野市穂⾼北穂

高２６６７－２他

特記事項へ

週休２日制、シフト制

月給

正社員

介護職員初任者研修（ヘルパー

２級）、介護職員実務者研修、

介護福祉士のいずれか

9 0 18 0 216,000 243,000

むつみの郷ほたか　　安曇野市穂⾼北穂⾼

むつみの郷とよしな　安曇野市豊科　　　むつ

みの郷岡田　　　松本市岡田

むつみの郷あがた　　松本市県　　　むつみの郷

⾥⼭辺　　松本市⾥⼭辺　　　サンライズ⾥⼭

辺　　松本市⾥⼭辺

勤務時間は７時〜２０時の間で早・⽇・遅

勤務シフト制　　　夜勤は１６︓３０〜翌

９︓３０となります。

644 在宅型有料⽼⼈ホームおひさま ⻑野県松本市松原台 介護福祉士

食事介助、排泄介助・おむつ交換、入浴介助・清拭、身辺介助（体位

交換・移動・着替え・口腔ケア等）、通院介助

⻑野県松本市松原

台

週休二日制

月給

正職員

介護福祉士、介護福祉士取得

⾒込み⽅

8 00 17 00 175,000 215,000

662 社会福祉法人恵和会 塩尻市広丘野村２１４６ 介護職員

地域密着型特別養護⽼⼈ホーム

グループホーム

短期入所生活介護

パート職可

未経験者可

勤務時間応相談

勤務場所応相談

地域密着型特別養

護⽼⼈ホーム他

 
週休２日誠

シフト制

月給 時

給

正社員

パート

介護職員初任者研修　ヘルパー

2級以上

社会福祉主事　介護福祉士

9 00 16 00 156,000 250,000 900

 
勤務時間はシフト制

7:00~16:00　10:00~19:00

 
12:30~21:30　21:30~7:30

 
　上記は勤務場所により若⼲差異あり

663 アルプス整骨院 安曇野市穂⾼北穂⾼2298-14 整骨院

整骨院の受付、診療補助 経験、資格不問

安曇野市穂⾼北穂

高2298-14

木・日曜日、祝日

時給

パート
なし

16 00 20 00 880

676 株式会社バロー

岐⾩県多治⾒市⼤針町６６１

－１

総合職

・地域密着の食品スーパーマーケットでの接客、販売のお仕事です

・商品の陳列、加⼯や売場作りを通じて、様々な知識・技術が⾝に付き

ます。入社時研修、ＯＪＴ、部門別研修など、充実した

　研修体制でスキルアップが出来、やりがいを持って働くことができます。

・担当者から部門全体を任せられるチーフへとキャリアアップ。その後、本人

の希望や適性に合わせて店⻑やバイヤーを目指していきます。

バロー南松本店・笹

部店・⾠野店

原則　週休2⽇（⽉8〜9⽇）

 
/年間113⽇

※ワークライフバランス休暇、年

 
次有給休暇

慶弔休暇ほか

月給

正社員

⼩売業にて、鮮⿂・⻘果部門勤

務の経験をお持ちの方

7 00 16 00 212,000 318,000

700 株式会社ヒューテック ⻑野県安曇野市明科光634-1

土木工事現

場監督

下⽔道管路内調査業務及び補修⼯事、管更⽣⼯事等の安全管理/⼯

程管理/品質管理

 
・社員の子育て応援宣言登録企業

 
・⻑野県SDGｓ推進企業登録

 
・次世代育成⽀援対策推進法に基づき⼀般事業主⾏動計画策定

⻑野県安曇野市

週休二日制　当社カレンダーに

よる　年間休⽇111⽇

月給

正社員

⼟⽊施⼯管理技⼠または管⼯事

施⼯管理技⼠

8 00 17 00 220,000 300,000

701 セブンイレブン明科七貴店

安曇野市明科七貴８８３０－

３９

コンビニエンス

ストア

レジ操作、品出し、検品、清掃、フェイスアップ等

 
週１〜でも勤務ＯＫ︕

 
勤務⽇、時間など相談可能　未経験者・年齢・男⼥不問

 
昇給あり

早朝・深夜割増有り

明科七貴

シフト制

時給

アルバイト
なし

22 00 8 00 850

722

医療法⼈  廣友会　ひろ矯正

⻭科

塩尻市広丘野村1658-23 ⻭科衛⽣⼠

矯正患者のスケーリング、TBI、結紮、法律で許された⻭科衛⽣⼠業務

全て。

⾆側矯正で知られている矯正専門の医院です。福利厚⽣も充実しており、

院⻑の海外出張には希望するスタッフは同⾏可能です。

塩尻市広丘野村

1658-23

日曜日・月曜日・祝日

月給

正社員
⻭科衛⽣⼠免許

9 30 18 30 190,000 195,000

723

医療法⼈  廣友会　ひろ矯正

⻭科

塩尻市広丘野村1658-23 ⻭科技⼯⼠

矯正技工物全般。院外からの受注もしています。

⾆側矯正で知られている矯正専門の医院です。福利厚⽣も充実しており、

院⻑の海外出張には希望するスタッフは同⾏可能です。

塩尻市広丘野村

1658-23

日曜日・月曜日・祝日

月給 時

給

正社員・

パート

⻭科技⼯⼠免許

9 30 18 30 185,000 190,000 1,000



⻑野県就業⽀援デスク緊急就業サポート事業「Jobサポ」求⼈情報

掲載求人への応募をご希望の方は、JobサポHPより「就業相談申込み」へお進みください。なお、お申込の際には、応募ご希望の求人No.をお知らせください。

NO.
事業所名 所在地 職種 業務内容 PRポイント 就業場所 休日 給与

雇用

形態

必要な資格・経験 時給 特記事項
勤務開始時間 勤務終了時間 ⽉給 〇円〜〇円

735 城東冷機サービス株式会社 ⻑野県松本市神林5770番地2 建設業

 
空調機・冷凍冷蔵庫　修理メンテナンス施⼯

空調機器他販売

年間休⽇124⽇　⾃家⽤⾞通勤可能・社⽤⾞での移動・男性育児休

暇・介護⽀援・未経験者歓迎・普通⾃動⾞免許

松本市他　県内

週休2日制

月給

正社員
普通⾃動⾞免許

8 00 17 00 180,000 250,000

健康づくりチャレンジ宣言認定事業所

2020健康優良経営　中⼩規模事業

SDGｓ認定事業

599

塩尻有機栽培研究会（株）

中野ファーム

⻑野県塩尻市⼤字塩尻町１０

７番地

農業

有機野菜の⼀般管理 私たちと環境再生型農業＝有期農業をしてみませんか、お待ちしています。

事業所と同じ

夏季は木曜定休日、冬季は１

２⽉中旬までほぼ休暇とし、年

間で週休二日位の休日体制に

しています。

月給

普通⾃動⾞運転免許

5 30 18 00 187,000 231,200

労働時間①8:00~17:00　②

8:30~17:00

611 株式会社ドリームファーム洗馬

⻑野県塩尻市⼤字洗⾺2556番

地２

農業

農作業全般

⻑野県内でも有数な葉菜類のせいさんりょうを誇るJA洗⾺100%出資会

社です

事業所と同じ

年間休⽇　72⽇以上(変則性)

月給

普通⾃動⾞運転免許（オートマ

限定⇒不可）

大型特殊免許（農耕者限定

可）歓迎⇒農の雇用事業等を

使った免許取得助成有り

6 00 18 00 160,000 200,000

629 安曇野ワイナリー株式会社

⻑野県安曇野市三郷⼩倉6687

番地ｰ5

営業

＊ルートセールス及び配達（県内外）

（県外の出張は稀に関⻄⽅⾯です。）

＊各イベントでの試飲会、展示会への参加（県内外）

＊ワイナリー業務全般

≪⼟⽇祝⽇及び年末年始、お盆について勤務可能な⽅≫

「健全で安心、安全な製品造リ」を社のモットーにしています。

事業所と同じ

週休⼆⽇制︓その他　　年間休

⽇数︓96⽇

⽉６⽇〜１０⽇休み（季節に

より変動あり、詳細は面接時に

説明い たします。）

月給

契約社

員

普通⾃動⾞運転免許（AT限定

不可）

パソコン操作（エクセル、ワード）

8 30 17 30 185,000 235,000

＊契約期間は１２ヶ月となります。 ＊その後

契約更新あり。詳細は⾯接時に説明します。

＊正社員への登⽤制度有。 ＊年齢・経験に

より優遇します。

 ＊応募希望の方は事前に電話連絡うえ、応

募書類をお送り下さい。 面接等の連絡をしま

す。（書類選考なし） ＊履歴書は不採⽤と

なった場合に返却します。

630 安曇野ワイナリー株式会社

⻑野県安曇野市三郷⼩倉6687

番地ｰ5

営業責任者

＊ルートセールス及び配達（県内外）

（県外の出張は稀に関⻄⽅⾯です。）

＊各イベントでの試飲会、展示会への参加（県内外）

＊ワイナリー業務全般

≪⼟⽇祝⽇及び年末年始、お盆について勤務可能な⽅≫

「健全で安心、安全な製品造リ」を社のモットーにしています。

事業所と同じ

週休⼆⽇制︓その他　　年間休

⽇数︓96⽇

⽉６⽇〜１０⽇休み（季節に

より変動あり、詳細は面接時に

説明い たします。）

月給

契約社

員

普通⾃動⾞運転免許（AT限定

不可）

パソコン操作（エクセル、ワード）

8 30 17 30 195,000 255,000

＊契約期間は１３ヶ月となります。 ＊その後

契約更新あり。詳細は⾯接時に説明します。

＊正社員への登⽤制度有。 ＊年齢・経験に

より優遇します。

 ＊応募希望の方は事前に電話連絡うえ、応

募書類をお送り下さい。 面接等の連絡をしま

す。（書類選考なし） ＊履歴書は不採⽤と

なった場合に返却します。

631 安曇野ワイナリー株式会社

⻑野県安曇野市三郷⼩倉6687

番地ｰ5

事務職

当社におきまして以下の業務に従事していただきます。

＊経理、事務全般

＊電話対応

＊ワイナリー業務全般（繁忙期に他部署の手伝いがあります）

＊パソコン使用します。

「健全で安心、安全な製品造リ」を社のモットーにしています。

事業所と同じ

⽉７⽇〜９⽇休み（季節によ

り変動あり、詳細は面接時に説

明いたします。）

月給

契約社

員

普通⾃動⾞運転免許（AT限定

不可）

パソコン操作（エクセル、ワード）

7 30 16 30 160,000 200,000

＊契約期間は１４ヶ月となります。 ＊その後

契約更新あり。詳細は⾯接時に説明します。

＊正社員への登⽤制度有。 ＊年齢・経験に

より優遇します。

 ＊応募希望の方は事前に電話連絡うえ、応

募書類をお送り下さい。 面接等の連絡をしま

す。（書類選考なし） ＊履歴書は不採⽤と

なった場合に返却します。

632 安曇野ワイナリー株式会社

⻑野県安曇野市三郷⼩倉6687

番地ｰ5

のむヨーグル

ト製造　【正

社員登用あ

り】【事前⾒

学可】

＊のむヨーグルトの製造（午前）

　・充填機による容器への充填補助作業（ラインでの⽴ち仕事） 　・の

むヨーグルトの仕込み

＊充填作業後のライン機械の清掃・洗浄作業（午後）

　・重量物（ヨーグルトケース等）を持つ場合があります。

【下記の仕事をやっていただくこともあります】

・製造関係事務（出荷伝票確認） ・製品を箱詰めし、出荷できるよう

に梱包します。

◆正社員登⽤を前提としています。⼊社後、半年〜１年経過後に本 ⼈

の希望と勤務実績に応じて、本社役員との面接の上正社員登用 となり

ます（詳細は特記事項参照）。

「健全で安心、安全な製品造リ」を社のモットーにしています。

事業所と同じ

土曜日，日曜日

月給

契約社

員

普通⾃動⾞運転免許（AT限定

可）

あれば尚可︓⾷品製造及び製造

機械操作、管理の経験・知識

7 00 16 00 150,000 250,000

・入社後はほとんどすべての方が正社員に登用

しています。

・正社員になると賃⾦がＵＰします。

633 安曇野ワイナリー株式会社

⻑野県安曇野市三郷⼩倉6687

番地ｰ5

販売職

＊ワインショップにおける

・ワイン・⼟産品の販売とレジ及び、商品の在庫及び期限等の管理

＊ワイナリー業務全般

・収穫時期の繁忙期にはブドウの収穫等のお手伝いがあります。

≪土曜、日曜、祝日及びお盆に勤務可能な方≫

「健全で安心、安全な製品造リ」を社のモットーにしています。

事業所と同じ

シフト制、⽉６〜１０⽇平⽇に

休日（季節により変動、面接時

に詳 細は説明いたします）

時給

パート

普通⾃動⾞運転免許（AT限定

可）

880~

930

【就業時間追記】 ８︓３０〜１８︓００の

間で４時間・６時間・８時間の３パターンシフ

ト制となります。 詳細は面接時に説明します。

【休憩時間追記】 勤務時間が４時間以下

０分、４時間超〜５．５時間　３０分、 実

働６時間・８時間ともに休憩６０分。 ＊要

件を満たした場合、社会保険に加入致しま

す。 ＊正社員への登⽤制度有り。

＊応募の方は事前に電話連絡のうえ、応募書

類をお送り下さい。 面接等の連絡をします。

（書類選考なし） ＊履歴書は、不採⽤と

なった場合に返却します。

634

株式会社テイスト中南信営業

所

⻑野県塩尻市⼤字⼤門１００

３－４　高原ビル２階

交通誘導警

備員イベント

警備員

＊主に道路や建築などの⼯事現場で、⾞や歩⾏者の交通誘導などを

⾏っていただきます。 ・経験者、未経験者とも歓迎︕

・６５歳以上の⽅も⼤歓迎︕

・外国⼈の⽅も⼤歓迎︕

現在、地域の⽅々の協⼒のもと、信頼・実績が伸び、拡⼤展開中です。

今後も期待が持て⼤きくなっていける会社です。⼀緒に努⼒してみません

か。

⻑野県塩尻市・松

本市・その他中信地

区

日曜日，その他　配置現場に

合わせ休⽇変更あり

日給

準社員

原動付⾃転⾞免許、普通⾃動

⾞運転免許（AT可）いずれか

の資格を所持で可

8 00 17 00 172,800 216,000

635

株式会社テイスト中南信営業

所

⻑野県塩尻市⼤字⼤門１００

３－４　高原ビル２階

交通誘導警

備員

主に道路や建築などの⼯事現場で、⾞や歩⾏者の交通誘導を⾏ってい

ただきます。

＊週２〜３⽇勤務もＯＫです︕ ＊経験者・未経験者とも歓迎︕ ＊

現場へは直⾏直帰になります（交通費⽀給）

★６０歳以上の⽅も⼤歓迎︕ ★外国⼈の⽅も⼤歓迎︕

現在、地域の⽅々の協⼒のもと、信頼・実績が伸び、拡⼤展開中です。

今後も期待が持て⼤きくなっていける会社です。⼀緒に努⼒してみません

か。

⻑野県塩尻市　主

に塩尻市・松本市・

その他中信地区

配置される現場に合わせて休日

変更あり。

シフト制

時給

パート

原動付⾃転⾞免許、普通⾃動

⾞運転免許（AT可）いずれか

の資格を所持で可

8 00 17 00

1,000~

1,250



⻑野県就業⽀援デスク緊急就業サポート事業「Jobサポ」求⼈情報

掲載求人への応募をご希望の方は、JobサポHPより「就業相談申込み」へお進みください。なお、お申込の際には、応募ご希望の求人No.をお知らせください。

NO.
事業所名 所在地 職種 業務内容 PRポイント 就業場所 休日 給与

雇用

形態

必要な資格・経験 時給 特記事項
勤務開始時間 勤務終了時間 ⽉給 〇円〜〇円

636 株式会社グローバルガード

⻑野県塩尻市⼤字広丘野村１

６３２－１０

交通誘導・

駐⾞場警備

員（松本）

≪急募≫

＊⼯事現場・建築現場⼜は商業施設イベント会場の駐⾞場における⾞

両と歩⾏者の安全を確保するお仕事です。

＊未経験者大歓迎 （新人研修３日の他、アフターフォローがあります）

＊査定制度による昇給（年２回） ＊国家資格取得の為の指導・⽀援

も実施中です。

＊有資格者特別優遇致します。 ＊出張面接致します。

・制服貸与・資格研修取得制度あり（全額会社負担） ＊賞与ではなく、

勤勉手当があります。 ＊警備法により入社時研修３日間あり、期間中時

給８４９円

【トライアル雇⽤併⽤求⼈】（トライアル期間中、賃⾦は⽇給６８００

円、ただし研修期間３日間は時給８４９円、土曜日・日曜日は休みの

完全週休２日制）

・トライアル雇用対象者は書類選考しません。

＊Ｉターンの⽅も寮がありますのでご安⼼ください。 ＊⽣活⽀援制度充実

（⽇払い可、寮完備など）応援します。 ◆６０歳以上の⽅も歓迎しま

す。

【＃コロナウイルスの影響による離職者対象求⼈】〈キャンペーン特典〉（各

項目条件あり） ・面接交通費１千円（合否に関係なく） ・チャレンジ祝

⾦５万円　・研修時⾷事⼿当⽀給３千円 ・現場準備⽀度⾦⽀給・仕事

始めの必要品新品プレゼント ・⼊寮者、寮費２ヶ⽉免除 ・⼊寮者、⾷料

品・備品支援（布団・炊飯器他） ※１ヶ月未満退職の場合は特典なし

松本市周辺現場

・本人希望可　・シフト制　・希

望日休み取得可

日給
正社員

警備員検定試験（２級）︓あ

れば尚可

普通⾃動⾞運転免許︓あれば

尚可（ＡＴ限定可）

8 00 17 00 150,500 215,000

警備業界で⼤きく成⻑している企業です。⾒せ

る警備をモットーに、警備員の資質の向上に⼒

を入れ、レべルの高い警備を目指しています。

◎個室寮充実しています。

637 株式会社グローバルガード

⻑野県塩尻市⼤字広丘野村１

６３２－１０

交通誘導・

駐⾞場警備

員（松本）

≪急募≫

＊工事現場・イベント、商業施設等における交通誘導警備業務です

＊半年以内に査定⾯談を⾏います。

※制服貸与・資格研修取得制度があります。

※出張面接も可能です（応相談）

※警備経験のある方は高給優遇いたします

※交通誘導２級等資格のある⽅は更に賃⾦等⾼給で考慮します。

※未経験者、男⼥共⼤歓迎です。

＊⽇曜⽇は、基本給の２５％増し ・制服貸与・資格研修取得制度あり

（全額会社負担） ・正社員登⽤制度あり ＊雇⽤保険、社会保険は要

件を致した場合に加入します。 ＊就業時間（２）の日給は９４００円

（深夜割増込）〜となります。 ＊希望休み取得可能なため、家事との両

⽴が可能な会社です。

＊Ｉターンの⽅も寮がありますのでご安⼼ください。 ＊⽣活⽀援制度充実

（⽇払い可、寮完備など）応援します。

◆６０歳以上の方も歓迎します。 〈キャンペーン特典〉（各項目条件あ

り） ・⾯接交通費１千円（合否に関係なく） ・チャレンジ祝⾦５万円　・

研修時⾷事⼿当⽀給３千円 ・現場準備⽀度⾦⽀給　　・仕事始めの必

要品新品プレゼント ・⼊寮者、寮費２ヶ⽉免除 ・⼊寮者、⾷料品・備品

支援（布団・炊飯器他）

※１ヶ月未満退職の場合は特典

松本市周辺現場

・本人希望可　・シフト制　・希

望日休み取得可

時給

パート

交通誘導警備業務検定２級︓

あれば尚可

普通⾃動⾞運転免許︓あれば

尚可（ＡＴ限定可）

8 00 17 00

875~

1,250

警備業界で⼤きく成⻑している企業です。⾒せ

る警備をモットーに、警備員の資質の向上に⼒

を入れ、レべルの高い警備を目指しています。

◎個室寮充実しています。

638 株式会社ウィルトス

⻑野県松本市本庄１－１－１

３

環境プラント

運転管理

下⽔道処理施設運転管理業務のお仕事です。

・電気、機械設備の保守点検 ・⽔質測定 ・処理施設管理 ・環境衛⽣

設備保守浄化槽等の⽔処理施設の点検作業など

・報告書の作成  その他付随する業務電気系の資格ある方からの応募

歓迎いたします。

建物の総合的な維持管理を通して「快適で安⼼・安全な建物環境づくり」

に積極的に取り組んでおり、

環境プラントの維持管理により 「快適に⼈が暮らす環境づくり」に貢献して

います。

安曇野市豊科

当社カレンダーによる

シフト制

月給

正社員

浄化槽管理⼠︓あれば尚可

その他の電気⼯事関係資格︓あ

れば尚可

普通⾃動⾞運転免許︓あれば

尚可（ＡＴ限定不可）

8 20 17 10 200,000 250,000

639 株式会社ウィルトス

⻑野県松本市本庄１－１－１

４

経理事務

＊経理事務全般の募集になります。

・経理全般業務 ・財務管理 ・電話、来客対応

建物の総合的な維持管理を通して「快適で安⼼・安全な建物環境づくり」

に積極的に取り組んでおり、

環境プラントの維持管理により 「快適に⼈が暮らす環境づくり」に貢献して

います。

事業所と同じ

日曜日，祝日　　土曜は月１

〜２回程度出勤 ・年末年始

・夏季

月給

正社員

⽇商簿記２級︓必須

普通⾃動⾞運転免許︓必須

（ＡＴ限定可）

8 30 17 30 180,000 230,000

640 株式会社ウィルトス

⻑野県松本市本庄１－１－１

５

商業施設清

掃業務

＊アパレルショップ店内での開店前後の清掃業務

　開店前…店内フロア清掃（床掃除機掛け、モップ掛け、鏡・ガラス拭

き、レジ周り）等

　開店後…バックヤード清掃（トイレ清掃、水回り清掃）等 　　＜就業

場所への直接連絡はご遠慮ください。＞

建物の総合的な維持管理を通して「快適で安⼼・安全な建物環境づくり」

に積極的に取り組んでおり、

環境プラントの維持管理により 「快適に⼈が暮らす環境づくり」に貢献して

います。

〒390-0811

⻑野県松本市中央

４－９－５１

イオンモール松本

シフト制

時給

パート
不問

8 00 11 00 950

641 株式会社ウィルトス

⻑野県松本市本庄１－１－１

６

ビル設備管

理

ビル内設備管理全般

・電気、機械設備保守点検 ・給排⽔設備点検 ・空調、ボイラー管理点

検

・機械、設備等の修繕 ・緊急トラブル対応（客室、各設備等）

建物の総合的な維持管理を通して「快適で安⼼・安全な建物環境づくり」

に積極的に取り組んでおり、

環境プラントの維持管理により 「快適に⼈が暮らす環境づくり」に貢献して

います。

〒390-0815

「赤羽ビル」

⻑野県松本市深志

１－３－２１

シフト制

月給

正社員

あれば尚可︓機械関係⼜は電

気関係の経験

9 30 17 30 180,000 280,000

652

株式会社　セラヴィリゾート泉郷

（ホテルアンビエント安曇野）

⻑野県安曇野市穂⾼牧２２３

０番地

リゾートホテ

ルフロントク

ラーク

・お客様のお出迎え（荷物の運搬、駐⾞場誘導） ・チェックイン⼿続き

及びそれに伴う事務処理 ・チェックアウト⼿続き、精算及び事務処理 ・内

線対応（ルームサービス、お問い合わせ等）

・接客対応（館内案内、観光施設案内） ・送迎業務（施設内コテー

ジへの送迎） ・館内売店業務（商品陳列、レジ等） ・お客様のお⾒

送り業務（荷物の運搬、駐⾞場誘導） などを⾏っていただきます。

ホテル・貸別荘などの宿泊施設を国内１１地区で展開しており、観光宿泊

業・会員制事業を⾏なうリゾート会社です。

〒399-8305

⻑野県安曇野市穂

高牧２２３０番地

シフト制　⽉８〜９⽇休み

月給

契約社

員

あれば尚可︓経験

必要な免許・資格︓普通⾃動⾞

免許（通勤用）

普通⾃動⾞運転免許必須（Ａ

Ｔ限定可）

8 00 17 00 179,477 276,416

まずは契約社員から正社員へ 　　賞与は業績

により変動します 　⾷事補助制度あり 　特別

体験休日手当あり

＊駐⾞場無料。交通費　１キロ１３．５

円。

※１ヶ月単位の変形労働時間制につき、月の

所定労働時間は、３１日の月は１７７時

間、３０日の月は１７１時間、２８日の月

は１６０時間となります。

653

株式会社　セラヴィリゾート泉郷

（ホテルアンビエント安曇野）

⻑野県安曇野市穂⾼牧２２３

０番地

エステティシャ

ン

・ホテル内エステルームにて、ボディ・フェイシャルの施術、受付 電話対応

・ダブルワーク、週２⽇程度または週末⼟、⽇、祝⽇勤務のみの⽅も歓迎

致します。

ホテル・貸別荘などの宿泊施設を国内１２地区で展開しており、観光宿泊

業・会員制事業を⾏なうリゾート会社です。

〒399-8305

⻑野県安曇野市穂

高牧２２３０番地

週休2日制　土日勤務可能な

方

時給
パート

あれば尚可︓エステティシャンとし

ての実務経験あれば尚可

普通⾃動⾞運転免許（通勤

用）

普通⾃動⾞運転免許必須（Ａ

Ｔ限定可）

15 00 21 00

1,000~

1,200

・就業時間は⼀例です。相談の上決定しま

す。 　休憩は労働時間に応じて付与します。

・午前中または午後のみなど、時間帯も相談に

応じます。 ・交通費別途⽀給（往復ｋｍ距

離数×１３円×出勤⽇数 ・雇⽤保険、社会

保険は要件を満たした場合に加入します。 ・

年次有給休暇⽀給あり。⽇数は勤務⽇数、

時間により異なります ・フルタイム勤務希望の

方、ご相談ください。 ・応募の方は、事前に電

話連絡して下さい。面接日時等をお知らせ致

します。

＊社員希望の方は、３ヶ月間の試用期間的

な契約期間中に⼈柄、知識、勤務態度、健

康状態について契約社員を経て正社員登用

への適性を判断致します。

654

株式会社　セラヴィリゾート泉郷

（ホテルアンビエント安曇野）

⻑野県安曇野市穂⾼牧２２３

０番地

リゾートホテ

ルフロントク

ラーク

＊ご利⽤のお客様のお出迎え（荷物の運搬、駐⾞場誘導）

＊チェックイン、⼿続き及びそれに伴う事務処理 ＊チェックアウト⼿続き、

精算及び事務処理 ＊内線対応（ルームサービス、お問い合わせ等）

＊接客対応（館内案内、観光施設案内） ＊送迎業務（施設内コ

テージへの送迎） ＊館内売店業務（商品陳列、レジ等） ＊お客様の

お⾒送り業務（荷物の運搬、駐⾞場誘導） などを⾏っていただきます。

※社員登⽤制度あり（まずは契約社員、その後正社員へ）

ホテル・貸別荘などの宿泊施設を国内１３地区で展開しており、観光宿泊

業・会員制事業を⾏なうリゾート会社です。

〒399-8305

⻑野県安曇野市穂

高牧２２３０番地

シフト制による

時給
パート

あれば尚可︓業務経験

 必要な免許・資格︓普通⾃動

⾞免許（通勤⽤）

普通⾃動⾞運転免許︓必須

（ＡＴ限定可）

8 00 17 00

880〜

1,000

・ダブルワーク、週２⽇程度または週末⼟、

日、祝日勤務のみの方も歓迎致します。 ・午

前中または午後のみなど、時間帯も相談に応

じます。 ・交通費別途⽀給（往復ｋｍ距離

数×１３円×出勤日数 ・社会保険は要件を

満たした場合に加⼊していただきます。 ・年次

有給休暇支給あり。日数は勤務日数、時間に

より異なります。 ・フルタイム勤務希望の⽅、ご

相談ください。 ＊応募の方は事前に電話連絡

して下さい。面接日時をお知らせ致します。 ＊

社員希望の方は、３ヶ月間の試用期間的な

契約期間中に⼈柄、知識、勤務態度、健康

状態について契約社員又は正社員登用への

適性判断の致します。



⻑野県就業⽀援デスク緊急就業サポート事業「Jobサポ」求⼈情報

掲載求人への応募をご希望の方は、JobサポHPより「就業相談申込み」へお進みください。なお、お申込の際には、応募ご希望の求人No.をお知らせください。

NO.
事業所名 所在地 職種 業務内容 PRポイント 就業場所 休日 給与

雇用

形態

必要な資格・経験 時給 特記事項
勤務開始時間 勤務終了時間 ⽉給 〇円〜〇円

655

株式会社　セラヴィリゾート泉郷

（ホテルアンビエント安曇野）

⻑野県安曇野市穂⾼牧２２３

０番地

洗い場

＊洗い場スタッフ

・レストランから下げてきた食器類の洗浄 （食洗機を使用します。一部手

洗いあり） ・厨房内の清掃などを⾏います。 ※⼟⽇祝⽇出勤がありま

す。 ※特別なスキル等は必要ありません。経験のない方もご応募くださ

い。

ホテル・貸別荘などの宿泊施設を国内１４地区で展開しており、観光宿泊

業・会員制事業を⾏なうリゾート会社です。

〒399-8305

⻑野県安曇野市穂

高牧２２３０番地

・シフト制による週休２日制

・勤務日は相談の上決定しま

す。（土日等勤務可能な方歓

迎）

時給

パート

普通⾃動⾞運転免許（通勤

用）

普通⾃動⾞運転免許︓必須

（ＡＴ限定可

8 00 11 30

850~

950

656

株式会社　セラヴィリゾート泉郷

（ホテルアンビエント安曇野）

⻑野県安曇野市穂⾼牧２２３

０番地

レストラン

サービススタッ

フ

＊和食、洋食、バイキング、宴会場の設営及び清掃業務 ＊各レストラン

での⾷事及び飲料の提供、商品説明 ＊接客サービス（各種案内、問

い合わせ対応） ＊各レストラン営業終了後の⽚付け、翌⽇の設営準備

など⾏っていただきます。

・社員登⽤制度あり（まずは契約社員、その後正社員へ）

・ダブルワーク、週２⽇程度または週末⼟、⽇、祝⽇勤務のみの⽅も歓迎

致します。

ホテル・貸別荘などの宿泊施設を国内１５地区で展開しており、観光宿泊

業・会員制事業を⾏なうリゾート会社です。

〒399-8305

⻑野県安曇野市穂

高牧２２３０番地

勤務日は相談の上決定します。

（土日等勤務可能な方）

時給

パート

あれば尚可︓接客経験 　　未経

験の方、主婦（夫）の方も歓迎

します。

 必要な免許・資格︓普通⾃動

⾞運転免許（通勤⽤）

普通⾃動⾞運転免許︓必須

（ＡＴ限定可）

6 30 11 30

1,000~

1,300

・就業時間は⼀例です。相談の上決定しま

す。休憩は労働時間に応じて付与します。 ・

午前中または午後のみなど、時間帯も相談に

応じます。 ・交通費別途⽀給（往復ｋｍ距

離数×１３円×出勤⽇数 ・社会保険は要件

を満たした場合に加⼊していただきます。 ・年

次有給休暇支給あり。日数は勤務日数、時

間により異なります ・フルタイム勤務希望の⽅、

ご相談ください。 ・応募の方は、事前に電話連

絡して下さい。面接日時等をお知らせ致しま

す。 ＊社員希望の方は、３ヶ月間の試用期

間的な契約期間中に⼈柄、知識、勤務態

度、健康状態について契約社員を経て正社員

657 株式会社　Ａ＆Ｍサンワ

⻑野県安曇野市穂⾼有明７６

０４－７

ルート配送、

納品

※既存ルートでの営業、納品です。

取扱品は、ご当地キャラクターのマスコットやキーホルダーなど皆様お馴染

みの商品です。

主な営業先は土産品卸問屋、ホテル、旅館、ドライブイン

※その他、ルート営業に付随する伝票作成

※営業範囲は主に県内です。（社⽤⾞使⽤）

全国へ向けた土産品、雑貨小物の企画、製造、卸売業。

ドラッグストア、外食チェーン他にも販売。

ご当地キャラクターの開発、普及。

〒399-8301

⻑野県安曇野市穂

高有明７６０４－

７

日曜日，祝日，その他　　社内

規定カレンダーによる

　　お盆・年末年始休暇

月給
正社員

経験あれば尚可

普通⾃動⾞運転免許︓必須

（ＡＴ限定可）

8 15 17 30 170,000 250,000

＊賃⾦・賞与ともに、能⼒・実績によって相談

となります。 詳細は別途面接時に説明いたし

ます。 ※商品の提案ができる方、経験のある

方は特に優遇いたします。　 ※デザインなどが

できない方でも、本人発案による企画が商品

化された場合など、報奨⾦が⽀給される場合

があります。

応募希望の⽅は履歴書、職務経歴書、紹介

状を送付して下さい。到着後５〜７⽇で書類

選考結果、面接日時等を連絡いたします。

658 株式会社　Ａ＆Ｍサンワ

⻑野県安曇野市穂⾼有明７６

０４－７

経理事務

（経験者募

集）

＊経理事務業務を⾏っていただきます。

　・伝票起票　 ・ＰＣシステム⼊出⼒操作

　・電話応対、来客応対

　・棚卸管理など ・⼩⼝現⾦管理

全国へ向けた土産品、雑貨小物の企画、製造、卸売業。

ドラッグストア、外食チェーン他にも販売。

ご当地キャラクターの開発、普及。

〒399-8301

⻑野県安曇野市穂

高有明７６０４－

８

土曜日，日曜日，祝日

夏期 　年末年始休み

時給

パート

⼀般経理事務経験者

⽇商簿記２級︓必須

⽇商簿記２級と同等の能⼒があ

れば可

9 00 15 00

1,000~

1,200

＊雇用保険は要件満たした場合は加入致し

ます。 ＊駐⾞場無料 ＊通勤⼿当については

遠方の方は相談にのります。 ＊お子さんの学

校⾏事や看病の為のお休みについて相談可

能です。

659 株式会社　Ａ＆Ｍサンワ

⻑野県安曇野市穂⾼有明７６

０４－７

経理事務及

び一般事務

（安曇野

市）【急募】

＊経理事務業務を⾏っていただきます。

　・伝票起票、請求書作成、売掛⾦管理 ・ＰＣシステム⼊出⼒操作 ・

電話応対、来客応対 ・棚卸管理など

※就業場所は安曇野営業部（安曇野市穂高有明）です。 ・パートで

の応募も可能です。

全国へ向けた土産品、雑貨小物の企画、製造、卸売業。

ドラッグストア、外食チェーン他にも販売。

ご当地キャラクターの開発、普及。

〒399-8301

⻑野県安曇野市穂

高有明７６０４－

９

日曜日，休日は当社規定のカ

レンダーによる

年末年始休み　お盆休み

月給

正社員

経理事務経験者

簡単なパソコン操作

日商簿記２級

⽇商簿記２級と同等の能⼒があ

れば可

8 15 17 30 170,000 250,000

＊試⽤期間については短縮⼜は延⻑すること

もあります。

＊賃⾦、賞与ともに能⼒、経験により決定致し

ます。詳細は面接時に別途説明致します。

＊応募を希望される⽅は、事前に履歴書・紹

介状をお送り下さい。 到着後５⽇程度で書

類選考結果、面接日時等をご連絡します。

＊子育て中の方は急なお休みについても相談

に応じます。

660 株式会社　Ａ＆Ｍサンワ

⻑野県安曇野市穂⾼有明７６

０４－７

企画・デザイ

ン（安曇野

市）（Ｕ・

Ｉターン併

用求人）

＊日本全国で販売する雑貨、土産品、文具、玩具商品の企画とデザイ

ンを⾏っていただきます。

　・ＭＡＣ、Ｗｉｎｄｏｗｓともに使用します。 ・パソコンソフトのイラスト

レータ、フォトショップの操作ができる方。

　・手描きラフ画ができる方。 ・自分で作ったキャラクターが製品化されま

す。

◆パート、アルバイトでの勤務希望の方もご相談下さい。

全国へ向けた土産品、雑貨小物の企画、製造、卸売業。

ドラッグストア、外食チェーン他にも販売。

ご当地キャラクターの開発、普及。

〒399-8301

⻑野県安曇野市穂

高有明７６０４－

１０

日曜日，祝日，当社規程のカ

レンダーによる　 年末年始、他

月給

正社員

必須︓イラストレータ、フォトショッ

プの操作

 普通⾃動⾞運転免許︓あれば

尚可（ＡＴ限定可）

8 15 17 30 160,000 250,000

＊賃⾦、賞与ともに能⼒、実績によって異なり

ます。 ＊経験によって条件面を考慮いたしま

す。 ＊詳細は別途面接時に説明致します。

応募希望の⽅は履歴書、職務経歴書、紹介

状を送付してください。 到着後５⽇程度で書

類選考結果、面接日時等を連絡いたします。

742 株式会社　エナキス

⻑野県上⽥市富⼠⼭２４１２

－６

営業技術職

／塩尻支店

当社塩尻支店での営業技術スタッフを募集します。

業務内容︓当社お客様への提案営業が中⼼のお仕事です。お客様との

コミュニケーションを⼤切に、当社で取り扱う多彩なエネルギー（ＬＰガ

ス、都市ガス、灯油、電気）の販売に加えて、住宅設備関連機器等の

提案営業、メンテナンスや修理、ガスの保安点検業務を⾏います。

顧客は一般家庭、店舗、企業、工場など多様ですが、直接お客様から感

謝の気持ちを伝えていただける時もあり、やりがいのあるお仕事です。

さらに専門知識と技術も⾝に付きます。保安業務員や⾼圧ガス第⼆種販

売主任者免状、危険物取扱者免状（丙種以上４類）をお持ちの方は

賃⾦⾯で優遇いたします。

⻑野県塩尻市広丘

野村１６１３

土曜日，日曜日，祝日，その

他

会社カレンダーに準ずる

月給

正社員

Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄの基本

的な操作ができれば尚可

＊Ｊｗｃａｄが使える方＊現場

施⼯、施⼯管理経験　あれば尚

可

液化石油ガス設備士あれば尚可

２級管⼯事施⼯管理技⼠あれ

ば尚可

普通⾃動⾞運転免許必須（Ａ

Ｔ限定不可）

8 30 17 30 170,500 350,000

◆選考の流れ　書類選考→⾯接・適性検査

→採⽤＊本社（上⽥市）で書類選考を⾏い

ますので、選考時間に少しお時間をいただきま

すが、書類到着後１０日以内に選考結果と

面接日時をご案内します。

◆業務に必要な資格については、入社後順次

お取りいただきます。費用は会社負担で、一部

社内講習も実施しています。

744 株式会社　エナキス

⻑野県上⽥市富⼠⼭２４１２

－６

ガス設備の

設計施工管

理／塩尻⽀

店

主に当社塩尻⽀店でのガス設備の設計施⼯管理を担当する⽅を募集し

ます。

業務内容︓ガス設備設計、現場にて施⼯業者様への指⽰や施⼯管理

をするお仕事です。

＊Ｊｗｃａｄが使える方優遇

＊液化石油ガス設備士や給水装置工事主任技術者、配管技能士、管

⼯事施⼯管理技⼠、ガス技術主任者等の資格をお持ちの⽅は賃⾦⾯優

遇いたします。

⻑野県塩尻市広丘

野村１６１３

土曜日，日曜日，祝日，その

他

会社カレンダーに準ずる

月給

正社員

Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄの基本

的な操作ができれば尚可

＊Ｊｗｃａｄが使える方＊現場

施⼯、施⼯管理経験　あれば尚

可

液化石油ガス設備士あれば尚可

２級管⼯事施⼯管理技⼠あれ

ば尚可

普通⾃動⾞運転免許必須（Ａ

Ｔ限定不可）

8 30 17 30 170,500 350,000

◆選考の流れ　書類選考→⾯接・適性検査

→採⽤＊本社（上⽥市）で書類選考を⾏い

ますので、選考時間に少しお時間をいただきま

すが、書類到着後１２日以内に選考結果と

面接日時をご案内します。

◆業務に必要な資格については、入社後順次

お取りいただきます。費用は会社負担で、一部

社内講習も実施しています。

745 株式会社　エナキス

⻑野県上⽥市富⼠⼭２４１２

－６

ＬＰガス充

てん配送・灯

油配送員／

塩尻支店

当社塩尻⽀店にて、バルクローリー⾞（３ｔ）でのＬＰガス充てん配送

並びに灯油配送を⾏う正社員を募集します。

◎バルクローリー⾞でのＬＰガス充てん配送業務を中⼼としたお仕事で

す。

◎主に中南信エリア内のルート配送員として、日常生活に欠かせないガス

と灯油をお客様へお届けするお仕事をご担当いただきます。

※バルク充てん作業者資格、危険物取扱者免状（⼄４）、⼤型⾃動⾞

免許資格をお持ちの⽅、ガス配送実務経験の⽅は賃⾦⾯で優遇いたしま

す。

※⾞の運転がお好きな⽅、中型⾃動⾞免許（ＡＴ限定不可）・⼤型⾃

動⾞免許を活かして働きたい⽅のご応募をお待ちしています。

⻑野県塩尻市広丘

野村１６１３

土曜日，日曜日，祝日，その

他

会社カレンダーに準ずる

月給

正社員

Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄの基本

的な操作ができれば尚可

⼤型⾃動⾞免許あれば尚可　中

型⾃動⾞免許必須

危険物取扱者（乙種）あれば

尚可　バルク充てん作業者資格

（有資格者希望）

普通⾃動⾞運転免許必須（Ａ

Ｔ限定不可）

8 30 17 30 163,000 350,000

◆選考の流れ　書類選考→⾯接・適性検査

→採⽤＊本社（上⽥市）で書類選考を⾏い

ますので、選考時間に少しお時間をいただきま

すが、書類到着後１３日以内に選考結果と

面接日時をご案内します。

◆業務に必要な資格については、入社後順次

お取りいただきます。費用は会社負担で、一部

社内講習も実施しています。



⻑野県就業⽀援デスク緊急就業サポート事業「Jobサポ」求⼈情報

掲載求人への応募をご希望の方は、JobサポHPより「就業相談申込み」へお進みください。なお、お申込の際には、応募ご希望の求人No.をお知らせください。

NO.
事業所名 所在地 職種 業務内容 PRポイント 就業場所 休日 給与

雇用

形態

必要な資格・経験 時給 特記事項
勤務開始時間 勤務終了時間 ⽉給 〇円〜〇円

747 株式会社　エナキス

⻑野県上⽥市富⼠⼭２４１２

－６

冬季︓ＬＰ

ガス充てん配

送・灯油配

送員／塩尻

支店

当社塩尻⽀店にて、バルクローリー⾞（３ｔ）でのＬＰガス充てん配送

並びに灯油配送を⾏う冬季繁忙期（１０⽉〜３⽉頃）従業者を募集

します。

◎バルクローリー⾞でのＬＰガス充てん配送業務を中⼼としたお仕事で

す。

◎主に中南信エリア内のルート配送員として、日常生活に欠かせないガス

と灯油をお客様へお届けするお仕事をご担当いただきます。

※バルク充てん作業者資格、危険物取扱者免状（⼄４）、⼤型⾃動⾞

免許資格をお持ちの⽅、ガス配送実務経験の⽅は賃⾦⾯で優遇いたしま

す。

※⾞の運転がお好きな⽅、中型⾃動⾞免許（ＡＴ限定不可）・⼤型⾃

動⾞免許を活かして働きたい⽅のご応募をお待ちしています。

⻑野県塩尻市広丘

野村１６１３

土曜日，日曜日，祝日，その

他

会社カレンダーに準ずる

月給

季節労

働者

Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄの基本

的な操作ができれば尚可

⼤型⾃動⾞免許あれば尚可　中

型⾃動⾞免許必須

危険物取扱者（乙種）あれば

尚可　バルク充てん作業者資格

（有資格者希望）

普通⾃動⾞運転免許必須（Ａ

Ｔ限定不可）

8 30 17 30 146,000 250,000

◆選考の流れ　書類選考→⾯接・適性検査

→採⽤＊本社（上⽥市）で書類選考を⾏い

ますので、選考時間に少しお時間をいただきま

すが、書類到着後１５日以内に選考結果と

面接日時をご案内します。

◆業務に必要な資格については、入社後順次

お取りいただきます。費用は会社負担で、一部

社内講習も実施しています。

753 豊科フイルム株式会社 ⻑野県安曇野市豊科5050番地

製造オペレー

ター

 
・製造装置の操作、運転

 
・⼯程管理、製品の簡易検査

・生産、品質に関する付帯業務（安全、品質向上、ＱＣ改善活動な

 
ど）

 
上記業務を４組２交替制で⾏います。

先番9︓00〜21︓00　後番21︓00〜9︓00

「俺がやる、協⼒する、明るくやる︕」をモットーに企業活動を進め、地域に

 
貢献する企業を目指しています。

 
食品包装用フイルムが主な生産製品で、需要が堅調です。

 
労働組合があり、イベントや福利厚⽣も充実しています。

事業所所在地と同

じ

 
週休2日制その他

当社カレンダーによる２勤２休シ

フト。

月給

正社員
不問

9 00 21 00 182,600 215,600

各種資格取得制度あり。

昇給は各人によって決定。

814 株式会社和田正通信サービス ⻑野県⻑野市稲葉中千⽥2412

auショップス

タッフ（正社

員）

auショップでのショップスタッフのお仕事です。

接客応対・契約⼿続き・電話応対・商品管理等をしていただきます。

 
【未経験者大歓迎】

教育担当の先輩スタッフ（メンター）を中心に約3ヶ月間丁寧に研修しま

す。仕事は無理なく、簡単な業務から徐々に繰り返し⾏って慣れていただき

 
ます。

 
勤務地は⾃宅から通える当社運営auショップ。

昇給（年1回）・賞与（年2回）。

【当社運営auショッ

プ】安曇野市・松本

市・塩尻市

年間休⽇106⽇（⽉8〜9⽇

休む）交代休

月給

正社員

（試用

期間3カ

月有）

普通⾃動⾞運転免許（AT可・

入社後取得可）

9 15 19 10 161,000 220,000

ご不明点などございましたら、お気軽に担当太

田までお問い合わせ下さい。

819 アニマル桃太郎 松本市寿北5-12-5

犬の飼育管

理

子犬の世話

犬の食事、犬舎の清掃

 
週２⽇〜３⽇でもOK。

 
勤務時間相談可能。

 
未経験者歓迎。

正社員登用あり。

松本市寿北8-3-

16

シフト制

時給

アルバイ

ト、正社

員

不問

8 00 17 00 900

ご不明点など、気軽にお問い合わせください。

820 株式会社　松本花市場 松本市笹賀7600-41 営業職

 
公設市場内花市場での業務全般及び営業

 
・セリの補助業務（データ⼊⼒・⽣花の市場内配花等）

 
・生花の配達（4トントラック又はハイエース等による）

 
・セリ業務

・生花店及び生産者への営業（ノルマはありません）

・未経験者歓迎

・男⼥不問

・福利厚⽣⾯も充実し勤務しやすい職場環境です。

松本市笹賀7600-

41

週休2日制

月給

正社員
中型⾃動⾞免許あれば尚可

4 30 16 00 190,000 195,000

変形労働制(1ヶ月単位)

1、4時30分〜16時

2、10時〜17時30分

849 ナイスモバイル株式会社 ⻑野県松本市新村2272 法人営業

ＭＡＸＨＵＢ（Web会議等で使用するタッチパネル式ミーティングボード

の製品ブランド）シリーズ製品の法人営業を担当していただきます。

主に、実機の使い⽅を説明するデモンストレーションを⾏い、取引先（販

売代理店）や納品先へのフォローなども⾏います。

飛び込み営業はなく、未経験の方でも研修で丁寧に指導いたします。

松本市に本社を置くベンチャー企業で、業績好調により一緒に働いてくれる

メンバーを増員募集します。

未経験者歓迎。

時短勤務も可能ですので、面接時にご相談ください。

賞与・昇給あり。

松本本社

完全週休二日制

月給

正社員
普通⾃動⾞第⼀種免許

9 00 18 00 230,000 300,000

878

あったか⼦育て応援住宅株式

会社

⻑野県松本市⼤⼿四丁目8-17 営業

⾃由設計注⽂住宅の営業

⻑野県全域

⽔曜⽇、⼀部⽊曜⽇、年末年

始、お盆　他

月給

正社員
なし

9 00 18 00 300,000 500,000

879

あったか⼦育て応援住宅株式

会社

⻑野県松本市⼤⼿四丁目8-17

コーディネー

ター

住宅の仕様、外観、内観を決めていく

⻑野県全域

⽔曜⽇、⼀部⽊曜⽇、年末年

始、お盆　他

月給

正社員
なし

9 00 18 00 200,000 400,000

880 有限会社　縄⽂⾃動⾞ 松本市笹賀６０１６ー２

⾃動⾞　整

備　販売

引取納⾞補

助

 
整備完了お⾞の洗⾞室内清掃　

 
販売予定⾞洗⾞完成仕上げ⼿伝い

スタッフ同⾏引取納⾞

飲食店ホールお勤め経験など、元気にお客様に挨拶いただける方

⾞のお仕事に興味のある⽅　タクシードライバー経験の⽅

常に動いていたい方

勤務曜日、時間帯相談可能です。

松本市笹賀

日曜日　祝日

時給

パート

 
普通⾃動⾞運転免許

(⼤型⾃動⾞免許お持ちの⽅お

伝え下さい)

9 00 16 00 930

869 横山木材有限会社 ⻑野県松本市岡⽥伊深243-1 林業

伐採、集材（主）、造林（副）

事業所と同じ

日曜、雨天日

日給月

給

正社員
不問

8 00 17 00 168,000 336,000

872 ⼤北森林組合 ⻑野県⼤町市平10788-1 林業

造林、素材⽣産 雄⼤な北アルプスの麓、仲間と⼀緒に働きませんか。

事業所と同じ

日曜、荒天日、組合の定めた日

日給月

給

正社員

林業経験　あれば尚可

各種免許、資格所持者歓迎

※未経験でもご相談ください

7 00 16 00 150,000 270,000

・冬季は離職・翌春再雇⽤が定型（仕事の

確保状況により通年雇⽤も可）

・山仕事の経験者、各種免許、資格所得者

歓迎

・その他の就業時間︓5:00〜14:00（休憩

9:00〜10:00）

892 信州名鉄運輸　株式会社

⻑野県松本市和⽥４８６１番

地

セールスドラ

イバー（法

人貨物の集

荷・配達・仕

分け）

＊⼩型〜中型トラックでお客様先へ伺い、貨物のお届けやお預かりをしま

す。（松本市・塩尻市・安曇野市）

貨物の積み下ろしは、手作業及びフォークリフトを使用します。

※未経験者の方には、運転の指導はもちろん、貨物の取り扱いや積み方、

端末機の操作などもしっかりと教育を⾏います。

安心して、業務に集中できます。

⻑野県松本市⼤字

和田４８６１番地

信州名鉄中央ハブ

ターミナル１階「松

本支店」

日曜日，祝日，その他　隔週

土曜日休み

年末年始休暇︓１２／３１

〜１／４　夏季︓３⽇間

月給

嘱託社

員

フォークリフト運転技能者　あれば

尚可

中型⾃動⾞免許　あれば尚可

⼤型⾃動⾞免許　あれば尚可

普通⾃動⾞運転免許必須（Ａ

Ｔ限定不可）

7 00 16 00 175,500 285,780

＊〜30代の⽅は免許が無くても可（資格取

得⽀援制度あり）

＊正社員登⽤制度あり

＊日祝固定休み、土曜日はシフト制

893 信州名鉄運輸　株式会社

⻑野県松本市和⽥４８６１番

地

ドライバー

（大手店舗

への配送業

務）

※⻑野県全域の⼤⼿店舗へ４〜１０ｔトラックで配送業務をしていた

だきます。

・道約１００ｋｍの範囲で移動には⾼速道路を利⽤します。但し、上

⽥・佐久は三才⼭トンネル利⽤

・⼿作業による荷物の積卸作業があります。トラックのゲートを利⽤し台⾞

運搬をしてもらいます。

・一部、フォークリフトを使用する場合もあります。

その際は必要に応じてフォークリフト運転技能講習を受講して頂きます。

（会社負担にて）

※未経験者でも応募可能です。

単独乗務までは添乗者による指導もあります。

また、単独乗務にあたり当社、安全品質管理部の乗務⾒極め制度もありま

すので、ご安心下さい。

・配送ルートは主要道路の通⾏になりますので⼟地勘のない場所への配送

でも安心です。

⻑野県松本市⼤字

和田４８７２

シフトによる

夏季休暇４⽇、年末年始休暇

４日

月給

嘱託社

員

フォークリフト運転技能者あれば

尚可

⼤型⾃動⾞免許あれば尚可

中型⾃動⾞免許必須

普通⾃動⾞運転免許必須（Ａ

Ｔ限定不可）

6 00 15 00 230,000 350,000

＊〜30代の⽅は免許が無くても可（資格取

得⽀援制度あり）

＊正社員登⽤制度あり　＊シフト制

就業時間（１）6時00分〜15時00分

（２）8時00分〜17時00分



⻑野県就業⽀援デスク緊急就業サポート事業「Jobサポ」求⼈情報

掲載求人への応募をご希望の方は、JobサポHPより「就業相談申込み」へお進みください。なお、お申込の際には、応募ご希望の求人No.をお知らせください。

NO.
事業所名 所在地 職種 業務内容 PRポイント 就業場所 休日 給与

雇用

形態

必要な資格・経験 時給 特記事項
勤務開始時間 勤務終了時間 ⽉給 〇円〜〇円

898 ナイスモバイル株式会社 ⻑野県松本市新村2272 一般事務

事務作業全般を担当していただきます。

電話、来客対応／取引先、お客様へのメール送受信／製品の梱包、送

り状作成等の出荷作業／納品書・請求書や保証書の作成、送付／経

費計算／データ⼊⼒等

※主にパソコンを使っての作業となります。

松本市に本社を置くベンチャー企業で、業績好調により一緒に働いてくれる

メンバーを増員募集します。

時短勤務も可能ですので、面接時にご相談ください。賞与・昇給あり。

松本本社

完全週休二日制

月給

正社員

・普通⾃動⾞第⼀種免許

・英語が使える方、優遇

9 00 18 00 230,000 300,000

925

株式会社バロー（障害者雇

用）

名古屋市中村区名駅1-16-21

名古屋三井物産ビル3F

バックヤード

作業・品出し

・農産部門︓バックヤードで果物野菜の加⼯。売り場での品出し業務

・⽇配グロサリー部門︓売り場で商品の品出し業務

・⽔産部門︓バックヤードで⿂等のパック詰め（簡単な作業から）売り場

での品出し業務等

⻑野県内（９店

舗）

・週休２日シフト制（土日祝・

お盆・年末はなるべく勤務してい

ただける方）

時給

パート

・スーパーマーケットの仕事に興味

がある方

・⾃宅通勤できる⽅

・週２０時間以上の勤務が可能

な方

・支援機関にご登録があり実習し

ていただける方

849

・週５日、1日７時間勤務（各種保険・昇

給・賞与・組合加⼊・お買い物割引等制度

有）

・週５日、1日４時間勤務（各種保険・昇給

有・お買い物割引等制度有）

937 アデコ株式会社　⻑野オフィス

⻑野県⻑野市南千歳１丁目１

２－７ 新正和ビル６Ｆ

（契）マッチ

ング担当者

（松本市）

弊社が自治体より受託した就業支援事務局内でのお仕事です。

・求職者への就業相談 　　・求職者への応募書類や面接トレーニング

・就職後のフォロー支援

・求⼈企業への求職者紹介、求⼈情報の開拓 　　・各⾃治体、求⼈取

り次ぎ団体への訪問、連携

基本的に電話またはメールでの支援や連携です。

求職者のご希望により対面での支援をお願いする場合があります。

求職者や求人企業から感謝される、とてもやりがいのあるお仕事です。

国内１１０拠点のネットワークで業界大手

⻑野県松本市深志

２丁目５－２　県

信松本深志ビル

（松本支社）

土曜日，日曜日，祝日

週休⼆⽇制︓毎週

時給

契約社

員

【必須】人事・採用、または人材ビ

ジネス業界、及び類似業務経験

が２年以上ある⽅。　　【必須】普

通⾃動⾞運転免許（ＡＴ限定

可）

【いずれか】キャリアコンサルタント

資格または⼈事業務経験2年以

上、または人財ビジネス業界での

求職者対応経験2年以上

9 00 17 30 225,000 225,000 1,500

・在宅勤務・リモートワークを取り⼊れており、必

要に応じ柔軟に対応します。

・ご家庭の都合やご本人の希望により時短勤

務の柔軟な対応を致します。

・マイカー通勤︓不可

940 アデコ株式会社　⻑野オフィス

⻑野県⻑野市南千歳１丁目１

２－７ 新正和ビル６Ｆ

（契）自治

体・各種団

体連携員

　（全地域・

リモート勤務

歓迎）

経験よりも興味と⾏動意欲を⼤切にしているポジションの募集です

就業⽀援事務局内のお仕事（２０代〜５０代まで活躍中のお仕

事）

・各⾃治体や求職関連、求⼈関連の団体訪問（現状把握や就職率向

上の打ち合わせ、就業イベント企画・実施）

・求人取り次ぎ団体への訪問、連携

・求⼈企業への求職者紹介、求⼈情報の開拓

電話やメール、レンタカーや公共交通機関での移動がござます。 　　直

⾏・直帰や居住地域（⾃宅）からのリモート勤務もいただけます。

⻑野県の失業者・求職者⽀援に携わり、産業課題・地域課題に取り組

み、活動を通して未来の信州づくりを⼀緒に⾏いましょう。

事業所所在地と同

じ（全地域・リモー

ト勤務歓迎）

土曜日，日曜日，祝日

週休⼆⽇制︓毎週

時給

契約社

員

【必須】自治体や各種団体、企

業訪問に抵抗が無い方 ・普通自

動⾞運転免許（ＡＴ限定可）

【いずれか】自治体・関係団体との

連携経験または就業イベントの企

画・運営経験

【尚可】ｉｐｈｏｎｅの基本操

作 　　　Ｏｆｆｉｃｅ３６５

（Ｔｅａｍｓ利⽤）

9 00 17 30 225,000 225,000 1,500

・在宅勤務・リモートワークを取り⼊れており、必

要に応じ柔軟に対応します。

・ご家庭の都合やご本人の希望により時短勤

務の柔軟な対応を致します。

・マイカー通勤︓不可

951 新井農園 松本市島⽴569-3 収穫

きゅうりの収穫

週２〜
 

でもOK、年齢、男⼥不問、未経験者歓迎、時間など相談可能

朝早くからのお仕事ですので、お仕事前や、朝の隙間時間にできます。

島⽴

要相談

時給

パート
不問

5 00 8 00 850

収穫のピーク時は、多少作業時間が延⻑しま

す。

957 有限会社濱農場 ⻑野県松本市島内6972 農業

⽶、⼤⾖、⻨などの穀物及び果樹、野菜の⽣産 トラクター、コンバイン等の機械オペレーターを探しています。

事業所と同じ

日曜休

12⽉〜3⽉は⼟、⽇、祝休

月給 時

給

正社員

普通⾃動⾞運転免許　必須

（ＡＴ限定不可）

準中型⾃動⾞免許　必須

⼤型特殊免許⾃動⾞免許・

フォークリフト運転技能者　あれば

尚可

＊大型特殊免許がない場合、入

社後に取得出来る方の応募も可

能

8 00 18 00 200,000 250,000 900

【諏訪エリア】

NO.
事業所名 所在地 職種 業務内容 PRポイント 就業場所 休日 給与

雇用

形態

必要な資格・経験 時給 特記事項

40 (社)障がい者支援センター 茅野市塚原一丁目７番７号

相談支援専

門員

利⽤する障害福祉サービス等を記載した「サービス等利⽤計画案」の作

成。支給決定又は地域相談支援給付決定に係るサービスの種類及び

内容等を記載した「サービス等利⽤計画」の作成

年齢、男⼥不問、昇給あり

茅野市塚原一丁目

７番７号

週休二日

月給

正社員

8 00 16 30 200,000 250,000

200 すわ湖苑 諏訪市湖岸通り1-12-7 旅館

フロント旅館業務全般

諏訪市

 
シフト制 

1日8時間

月給

正社員
なし

8 00 21 00 150,000 300,000

501

ふくろうSUWA　ふくろうの家・玉

川

茅野市玉川3519 夜勤業務

週3回〜4回の夜勤業務

障がい者のグループホームにおいて⾷事介助、排泄介助、⼊浴介助、更

衣介助、整容介助等の身体介護

夜間の定時⾒回り

朝⾷の1品調理

週3〜4回（⽉9〜10回）夜勤業務

休日はシフト制になりますが、休日の希望受付あり（日数制限あり）

3⽉に期末⼿当の⽀給あり（昨年は1.5ヶ⽉⽀給）

企業のコンビテーション診断においてストレスを感じにくい職場との評価をいた

だいております。

今回のような社会情勢に対しても左右されない職場です。

茅野市玉川３５１

９

 
シフト制

休日の希望受付あり（日数制

限あり）

月給

正社員

 
不問

介護職員初任者研修以上の資

格者優遇

16 00

翌日1

０

00 169,000 174,000

職場の雰囲気は和やかで明るい環境です。

企業のコンビテーション診断においてストレスを

感じにくい職場との評価をいただいております。

今回のような社会情勢に対しても左右されな

い職場です。

510 ふくろうSUWA　ふくろう玉川 茅野市玉川4011-1 介護支援員

障がい者の日中生活支援(食事介助、排泄介助、入浴介助、余暇支

 
援(散歩、趣味活動の支援、レクリエーション等）

利⽤者の送迎。

休日はカレンダー通り、正社員への登用あり、

職場の雰囲気は和やかで明るい環境です。

勤務時間、勤務日は相談可能。

企業のコンビテーション診断においてストレスを感じにくい職場との評価をいた

だいております。

茅野市玉川4011-

1

カレンダー通りの週休二日制

時給

パート

 
不問

介護職員初任者研修以上の資

格者優遇

8 30 17 00 950

今回のような社会情勢に対しても左右されな

 
い職場です。

502 ふくろうSUWA　ワークスふくろう 茅野市玉川4011-1

就業訓練支

援

新規事業

シイタケ栽培の⽣産管理を通して、引きこもりの若者や⽣活困窮者への

就職に向けた就業訓練支援。

引きこもりの若者、⽣活困窮者への相談⽀援。

新規事業につきカラーを作り上げていくやりがいのある仕事になります。休日

はカレンダー通り週休二日制　　3月に期末手当支給あり(他の業種に置い

て昨年は1.5ヶ⽉⽀給）勤務時間は8時30〜17時まで　　職場の雰囲

気は明るく和やかな環境です。

企業のコンビテーション診断においてストレスを感じにくい職場との評価をいた

だいております。

今回のような社会情勢に対しても左右されない職場です。

茅野市玉川4011-

1

週休二日制

月給
正社員

 
不問

介護職員初任者研修以上の資

格者優遇

8 30 17 00 150,000 155,000

引きこもりや、生活困窮者の方を受け入れ、既

成概念にとらわれない柔軟な対応ができる⽅を

 
優遇します。

アイディア、発想の豊富な方

492

ふくろうSUWA　支援センターつ

ばめ

茅野市玉川4011-1

訪問ヘル

パー

⾃宅を訪問して⾷事介助、排泄介助、⼊浴介助等の⾝体介護、掃除、

 
洗濯、食事作り等の家事援助、買い物、散歩、

通院同伴等の⽀援。1〜2名で訪問

3⽉に期末⼿当の⽀給有、昨年は1.5ヶ⽉⽀給

休日はローテーションになりますが、休日希望の受付有

訪問までの空⽩時間は、ステーションにおいて記録当事務処理。年齢不問

企業のコンビテーション診断においてストレスを感じにくい職場との評価をいた

だいております。

茅野市玉川4011-

1

 
ローテーション

休日希望の受付有

月給

正社員

介護職員初任者研修（旧ヘル

 
パー2級）以上

9 00 18 00 160,000 165,000

 
職場の雰囲気は和やかで明るい環境です。

企業のコンビテーション診断においてもストレス

を感じにくい職場との評価をいただいておりま

す。

勤務開始時間 勤務終了時間 ⽉給 〇円〜〇円



⻑野県就業⽀援デスク緊急就業サポート事業「Jobサポ」求⼈情報

掲載求人への応募をご希望の方は、JobサポHPより「就業相談申込み」へお進みください。なお、お申込の際には、応募ご希望の求人No.をお知らせください。

NO.
事業所名 所在地 職種 業務内容 PRポイント 就業場所 休日 給与

雇用

形態

必要な資格・経験 時給 特記事項
勤務開始時間 勤務終了時間 ⽉給 〇円〜〇円

493 ふくろうの家・四賀 諏訪市四賀2960-6 夜勤業務

障害者のグループにおいて⾷事介助、排泄介助、⼊浴介助、更⾐介

助、整容介助等の身体介護

夜間の定時⾒回り

朝⾷の1品調理

3⽉に期末⼿当の⽀給有(昨年は1.5ヶ⽉⽀給）

休日はシフト制になりますが、休日の希望受付有

企業のコンビテーション診断においてストレスを感じにくい職場との評価をいた

だいております。

諏訪市四賀2920-

6

 
シフト制

休日の希望受付有

月給

正社員

 
不問

介護職員初任者研修以上の資

格者優遇

16 00

翌日

10

00 169,000 174,000

 
職場の雰囲気は和やかで明るい環境です。

企業のコンビテーション診断においてストレスを

感じにくい職場との評価をいただいております。

506 やざわ⻁クリニック

⻑野県諏訪市⾼島１丁目２１

－１４

看護師

（正・准）

○看護師業務全般

　・問診　・検査説明　・点滴　・注射　・内視鏡（上部介助）　・血液・

尿検査　・レントゲンの介助　・⼼電図

★応募前、⾯接時に院内の⾒学可能です。ご相談ください。

★就業時間について相談に応じます。

内科、外科クリニックとして⽼若男⼥様々な患者様をお迎えしてお

ります。笑顔溢れる楽しい職場です。

⻑野県諏訪市⾼島

１丁目２１－１４

◆休日:日曜日，祝日，その

他,　週休二日制◆その他の休

⽇:年末年始,　お盆

月給

正社員

看護師　必須

准看護師　必須

いずれかの資格を所持で可

8 15 18 30 210,000 230,000

39 医療法⼈こまくさ会 ⻑野県茅野市ちの3000-1 介護職

介護⽼⼈保健施設

グループホーム

 
週２〜３⽇勤務でも可

可能勤務時間に関しても相談可能です

茅野、諏訪

 
シフト制

４週９休

月給 時

給

正社員、

パート

介護福祉士

初任者研修修了 など

8 30 17 30 160,000 250,000 900

403 株式会社　スカイ ⻑野県諏訪市豊⽥4484-1 製造

・マシニングセンターを⽤いて多種多様な⾦属加⼯製作を⾏う

・汎用フライスなどの汎用機で技術の基礎を身につける

○2009年創業、2018年に⾒晴らしの良い諏訪湖を⼀望出来る地に社

屋を移転し、新社屋にて2年まだまだ新しい会社です。

○きれいな環境にて20代前半の若い仲間も増え、男⼥ともに、技術の向

上を図っています。

○お客様の要望に柔軟に対応出来る様様々な取り組みに、社員一丸と

なって取り組んでおります。

⻑野県諏訪市豊⽥

4484-1

週休2日

月給

正社員
運転免許

8 15 17 15 210,000 250,000

特になし

185 株式会社　矢沢光学 ⻑野県諏訪市⼤字湖南4124-2 製造業

光学レンズ加工

週2⽇〜3⽇でもOK 勤務⽇、時間など相談可能 未経験者歓迎、年齢・

男⼥不問 賞与あり

⻑野県諏訪市

正社員、フルパート　週休二日

制、

パート　シフト制　　　年間休⽇

113日

月給 時

給

正社員、

フルパー

ト、パート

特になし

8 30 17 15 168,000 850

41 株式会社nittoh ⻑野県諏訪市湖南4529 法務業務

 
・国内外の契約書作成、検討

 
・法令に関する調査、対応等の業務

 
・他部門に対する助言

・その他国内外の法務業務全般に係わる実務

転勤なし

上諏訪⼯場(⻑野

県諏訪市上川1-

1538)

週休⼆⽇制（年間休⽇126

日）

月給

正社員

・法務、契約関連業務経験３年

 
以上

・実用英語技能検定準１級 また

は TOEIC 730点以上

8 20 17 15 250,000 400,000

32 株式会社アイ・コーポレーション ⻑野県岡⾕市神明町4-10-1

施設設備管

理業務

仕事内容︓施設設備管理業務（諏訪圏内の施設）

・建物の施設管理全般

・業務管理

・施設の営繕業務

・清掃業務管理

※仕事内容の詳細と詳しい労働条件につきましては、面接時にご説明い

たします。ご不明な点は当⽇お伺いいたします。

明るい対応が出来る方で、前向きな姿勢で仕事に取り組めるスタッフを募

集しています。お客様との関わりが多い為、人と関わる事がお好きな方、体

 
⼒や健康に興味のある⽅、応募をお待ちしております。

 

施設管理・設備業務の仕事経験のある⽅は、培ったスキルと積まれたキャリ

アを弊社で活かしてみませんか。

諏訪圏内の施設

週休二日制（シフト制によりま

 
す）

※施設により就業時間が変更に

 
なる場合があります。

詳しいことは面接時にご説明いた

します。

月給
正社員

・施設設備の仕事経験のある方・

技術専門学校で技術を習得され

た⽅・パソコン操作（エクセル︓

数値⼊⼒、ワード︓⽂書作成）

が出来る方・危険物取扱者（乙

種）※必須・第二種電気工事

士※必須・建築物環境衛生管

理技術者※必須・設備管理に関

する資格をお持ちの方・普通自動

⾞運転免許※必須

8 30 17 30 190,000 270,000

192 株式会社アイ・コーポレーション ⻑野県岡⾕市神明町4-10-1

施設設備管

理業務

同上 同上

諏訪圏内の施設

※週休二日制（シフト制により

ます）

月給
正社員

・施設設備の仕事経験のある方・

技術専門学校で技術を習得され

た⽅・パソコン操作（エクセル︓

数値⼊⼒、ワード︓⽂書作成）

が出来る方・危険物取扱者（乙

種）※必須・第二種電気工事

士※必須・建築物環境衛生管

理技術者※必須・設備管理に関

する資格をお持ちの方・普通自動

⾞運転免許※必須

8 30 17 30 190,000 270,000

513 株式会社あずさ環境保全 ⻑野県松本市波⽥2019

廃棄物処理

業

運転⼿︓廃棄物の収集運搬

⼯場作業員︓重機オペレーター及び、廃棄物の選別作業員

営業、総務事務

未経験者歓迎、年齢・男⼥不問

松本市波田又は諏

訪市

週休二日制

月給 時

給

正社員・

契約社

員・アル

バイト・

パート

特になし。

8 00 17 40 220,000 300,000 850

486 株式会社キタ設備 岡谷市上の原52-4 配管工事

衛生設備　空調設備　消防設備の設計　配管工事

現場職⼈数名　年齢20歳〜60
 

歳までの男性未経験者歓迎

 
昇給制度　各保険完備　賞与有り　

給料⽇焼⾁に⾏きます

住所と同じ

日曜日　会社規定のカレンダー

月給

正社員
普通⾃動⾞

8 00 17 30 250,000 400,000

271 株式会社ファイン

⻑野県岡⾕市⾚⽻3丁目6番8

号

設計・営業

ＦＡ機器設計製作

ＦＡ用ソフトウエア設計

制御　計測　情報ソフトウエア設計

男⼥不問

経験者優遇（未経験者可）

岡谷市

土日

ＧＷ　夏季休業　年末休み等

月給

正社員
普通運転免許

9 00 18 00 190,000 350,000

472 株式会社プラスアース

⻑野県茅野市⽟川１６７９－

４

設計・組⽴・

配線

FA装置・省⼒化装置をお客様の要望に沿って提案から設計・製造・メン

テナンスまで⾏う仕事です。⾃分達が製造する設備で、⾃動的に製品が

組みあがることをみることが出来る夢のある仕事です。

未経験者歓迎　一から指導します。

⻑野県茅野市⽟川

１６７９－４

 
弊社カレンダーによる

基本的に週休2日１

月給

正社員
普通⾃動⾞免許

8 30 17 30 180,000 350,000

497 株式会社みやま ⻑野県茅野市ちの176-5

射出成型オ

ペレーター

樹脂射出成型機による製品製造

・材料の投⼊　・製品の箱詰め等

射出成型は、ほぼ自動です

重量物はありません

製造業での経験あれば尚可ですが、必要な経験・知識・技術等は不問で

す

⻑野県茅野市ちの

176-5

週休⼆⽇制　年に5,6回程度の

土曜日出勤あり　概ね１週間ご

との交代勤務

8︓15〜17︓15と16︓00か

ら00︓30の⼆交代

月給

正社員
不問

8 15 17 15 180,000 250,000

取得した資格に応じた資格手当あり



⻑野県就業⽀援デスク緊急就業サポート事業「Jobサポ」求⼈情報

掲載求人への応募をご希望の方は、JobサポHPより「就業相談申込み」へお進みください。なお、お申込の際には、応募ご希望の求人No.をお知らせください。

NO.
事業所名 所在地 職種 業務内容 PRポイント 就業場所 休日 給与

雇用

形態

必要な資格・経験 時給 特記事項
勤務開始時間 勤務終了時間 ⽉給 〇円〜〇円

479 株式会社ロイヤルオートサービス ⻑野県松本市村井町南2-1-5 整備士

⾞検整備、定期点検整備などのメンテナンス業務を担当して頂きます。

・⾞検のコバックチェーン店として研修も充実しており、スキルアップを応援しま

 
す。

 
・⾞に興味のある⽅歓迎

佐久市、茅野市、

松本市

週休2⽇制、シフト制、年間休

日１０５日

月給

正社員

整備士２級、整備士３級いずれ

もあれば尚可

8 30 17 30 180,000 300,000

・整備⼠、検査員資格の取得に助成制度が

あります。     ・勤続⼿当は１年毎に増額とな

ります。

・昇給、賞与は会社業績により変更がありま

す。             ・退職⾦は３年以上勤務で発

生

210 株式会社小松精機工作所 諏訪市四賀942-2

製造（機械

工）

機械オペレーター

　・⾃動⾞部品の製造　・電解バリ取り機取扱

＊日勤の勤務となります　＊増員の募集となります

未経験者歓迎

賞与、昇給有り

⼯場⾒学可能です。ご希望の⽅はご相談ください。

事業所所在地と同

じ

年間休⽇123⽇　⼟　⽇　その

他　週休二日制　＊会社カレン

ダーによる　年末年始・お盆・

GW　各8⽇程度

月給

正社員
不問

8 30 17 15 180,000 248,500

211 株式会社小松精機工作所 諏訪市四賀942-2

製造（プレ

ス工）

機械オペレーター

　・⾃動⾞部品の製造　＊⽇勤の勤務となります　＊増員の募集となりま

す

プレス機械の経験者は優遇致します

賞与、昇給有り

⼯場⾒学可能です。ご希望の⽅はご相談ください。

事業所所在地と同

じ

同上

月給

正社員
不問

8 30 17 15 180,000 248,500

208 荒木縫製有限会社 諏訪郡下諏訪町5200-3 縫製

◇ワイシャツ及び作業着の縫製のお仕事◇

○ワイシャツ、ブラウス、作業着などの縫製業務

・工業用ミシンや自動機を使って縫製します　・手縫いはありません　・アイ

ロンなどの⽴ち仕事もあります

 
⻑年勤務される⽅が多く、

 
20〜70代の幅広い世代の⽅が活躍されています

下諏訪町より徒歩７分ほどですので電⾞通勤も可能です

諏訪郡下諏訪町

5200-3

101日

基本⼟⽇休み　　繁忙期（1〜

3月中旬は土曜日出勤あり）

月給

正社員

 
服飾科・専門学校卒

 
縫製業務経験のある方

 
8 15 17 15 149,424 155,000

やる気のある⽅お待ちしております︕

417 合資会社親湯温泉 ⻑野県茅野市北⼭4035

旅館の清掃

業務

・客室（全５０室）の清掃・共用部分（ロビーや浴室等）の清掃・洗

い場での食器洗い

☆１日１０名での作業となります。

日ごとのロ－テ－ションで、布団・シ－ツ等の作業内容は変わります。

＊短時間勤務でも可能です。ご相談ください。

＊週2⽇〜働けます。

＊未経験者歓迎です。

茅野市　または　諏

訪市

シフト制

時給

パート
特に問いません。

8 00 14 00 900

＊賞与は業績によります。（前年度実績あ

り）

＊勤務時間や日数などご相談ください。

419 上諏訪駅前ひろ整形外科

⻑野県諏訪市諏訪1-6-1アーク

諏訪2階

院⻑

リハビリ業務全般、PT・OT・ST募集。

鍼灸師募集。

美容に興味のある看護師募集。

上諏訪駅前ひろ整

形外科

水曜日・土曜日の午後、日曜、

祝日

月給

正社員・

パート

国家資格

8 40 18 30 180,000 360,000

434 上諏訪駅前ひろ整形外科

⻑野県諏訪市諏訪1-6-1アーク

諏訪2階

理学療法

⼠、作業療

法士、看護

師

リハビリ職、看護業務 PT.OT.ST募集。美容に興味のある看護師募集。

上諏訪駅前ひろ整

形外科

水曜、土曜の午後。日曜、祝日

月給

正社員
有資格者歓迎

8 40 18 30 180,000 360,000

257 杉村設備株式会社 ⻑野県岡⾕市柴宮３－８－４

生涯活躍で

きる配管工

【未経験

OK】

街の水道管の配管工事や、企業や商業施設の新築工事での空調機や

消防設備、トイレ等衛⽣設備の設置やメンテナンス、住宅の新築やリ

フォームでお風呂や洗⾯台等の取り付け、その他、⽔まわりの修理・修繕

⼯事など、給排⽔衛⽣設備⼯事全般を⾏います。

 
【事業好調により増員急募︕】

創業よりもうすぐ60年、住宅から⾼層建築等の⼤規模⼯事まで、設備⼯

事において⾼度な技術と信⽤で県内でも業界トップクラスの実績を維持し

 
発展中。

・経験を積むまで先輩が丁寧に指導するので、未経験者でもしっかりとスキ

 
ルアップできます。

・現場へ移動するための⾃動⾞や、作業着、⼯具など、必要なものは会社

 
より貸与します。

・関係する国家資格取得のための費用は会社が負担。有資格者による指

導で合格率もアップ。

岡谷市（活動範囲

は岡谷市を中心とし

た諏訪地域一円）

当社カレンダーによる（年間休

日93日）

月給
正社員

普通⾃動⾞免許（AT限定不

可）

8 00 17 00 180,000 250,000

420 有)彦コーポレーション 諏訪市湖岸通り5-14-12 薬局

医療事務

下諏訪町⻄⾚砂

4342-6-2

 
水曜・土曜午後

日曜日

月給

正社員
不問

8 30 19 00 150,000 160,000

なし

484 有限会社イタクラ ⻑野県諏訪市湖南4172 ⾦属加⼯

旋盤、フライス盤を使⽤しての⾦属加⼯作業

（特殊鋼精密ロット棒加工）

難削剤（ＳＵＳ435.ＳＵＳ304、Ｔｉなど）の加工

ワンチャックで複雑形状加工、複合加工を実施

Φ51までの大口径ロッド棒の挽き　等

⻑野県諏訪市

週休二日制（会社カレンダーに

よる、⼟曜⽇出勤の可能性年5

回〜6回程あり

月給

正社員
⾦属加⼯経験があれば尚可

8 30 17 35 170,000 300,000

485 有限会社イタクラ ⻑野県諏訪市湖南4172 ⽣産管理

⼯場内管理全般

⽣産⼯程管理、⽣産品質管理、納期管理

その他、機械メンテナンスや他部署の応援など工場運営に係る業務全般

を⾏って頂きます。

⻑野県諏訪市湖南

4172

週休二日制（会社カレンダーに

よる、⼟曜⽇出勤の可能性年5

回〜6回ほどあり）

月給

正社員
不問

8 30 17 35 170,000 250,000

181 有限会社エイテック ⻑野県諏訪市豊⽥1020-4 製造業

 
耐熱樹脂加工

設計から加工、出荷まで

週休２日

未経験者可

障害保険加入(個人負担なし)

諏訪市豊田1020-

4

週休二日制

月給

正社員
なし

9 00 18 15 200,000 300,000

402 有限会社⾦井精密 ⻑野県諏訪市湖南3928-7 製造業

NC自動旋盤オペレータ及び部品検査員。スター精密、シンコムのNC旋

盤が約40台。

NC旋盤オペレータ及び部品検査員は経験者を募集します。

諏訪市

⼟⽇、GW、お盆休み、年末年

始

月給 時

給

正社員、

パート

小型部品加工経験。小型部品

検査歴

8 20 17 30 180,000 300,000 900



⻑野県就業⽀援デスク緊急就業サポート事業「Jobサポ」求⼈情報

掲載求人への応募をご希望の方は、JobサポHPより「就業相談申込み」へお進みください。なお、お申込の際には、応募ご希望の求人No.をお知らせください。
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524

株式会社アトリエデフ八ヶ岳営

業所

⻑野県諏訪郡原村17271-408

総務(パー

ト)

総務(パート)

書類作成管理(簡単なエクセル、ワードができるかた)

電話対応

雑務(簡単な掃除やお茶出し)

未経験者大歓迎

お子さんが小さい方でも安心して働けます。

アトリエデフ八ヶ岳営

業所

土日祝日休み

時給

パート
普通運転免許

9 00 15 00 850

564 株式会社ロイヤルオートサービス 松本市村井町南2-1-5 整備士

アフターメンテナンス、⾞検整備、定期点検整備などの業務全般を担当し

ていただきます。

⾞の好きな⽅歓迎、整備⼠の資格が無くても⼤丈夫︕︕

茅野市

週休二日制、シフト制。

月給

正社員
不問

8 30 17 30 180,000

 
・整備⼠資格の取得に助成⾦制度があります

・勤続⼿当は１年毎に増額となります

573 日邦電機株式会社　茅野工場 ⻑野県茅野市⾦沢5125 組⽴作業

⽣産計画に従い、電動アクチュエータの組⽴製造を⾏います。

・賞与、昇給は勤務態度、成績で考慮します。

・あなたの熱意や努⼒を⼤切にします。

茅野工場

完全週休2⽇制　年間休⽇

124⽇程度（当社カレンダーに

よる）

月給

最低3ヶ

月間契

約社員

不問

8 25 17 25 160,000 180,000

642 株式会社ミハマ ⻑野県茅野市宮川１１４１７

マシンオペ

レーター

製品の製造・生産設備の段取り及びメンテナンスが主な仕事となります。

(1)⼥性も活躍している職場です。(2)未経験者歓迎です。元⼟⽊作業

員、元美容師、元会計士、元ピアノの先生も一緒に働いております。弊社

独自のオリジナル製品であるため、むしろ製造業の経験が浅い人の方が、早

く仕事に馴染める傾向にあります。(3)弊社製品は、ほぼ全てのカーメーカー

様にご利⽤頂いており、年間を通して安定した受注量がございます。(4)賞

与の⽀払実績は　年３．８９ヶ⽉分　です。（業績により変動する）

(5)昇給は２年毎に⾏われ、５，０００円〜としております。（業績によ

り変動する）(6)退職⾦制度は 確定給付型企業年⾦（全額会社負

担） を採用しております。

(7)全額会社負担で各種保険に加⼊し、給付⾦が発⽣した場合は「お⾒

舞⾦」として該当社員（死亡の場合は遺族）に⽀給します。ただし、⾦額

が大きい場合と賞与扱いとなり、所得税の対象となります。（ガン保険、医

療保険、死亡保険、労災上乗せ業務災害保険）

(8)製品につきましては弊社ホームページをご参照ください。

http://www.mihama-inc.jp/

所在地と同じ

(1)土日は完全に休みですが、

⽉〜⾦の祝⽇は出勤になりま

す。また受注量により、休⽇出勤

をお願いする場合があります。

(2)年間休⽇⽇数は１１９⽇

です。

(3)交替勤務制です。基本的に

「ご本人の希望する時間帯」を

優先しております。早番︓６︓

００〜１４︓３０、遅番︓１

３︓００〜２２︓００、夜

勤︓２２︓００〜翌⽇６︓

００(4)夜勤に従事された場合

に深夜割増が加算されることは

当然ですが、早番と遅番に従事

して頂いた場合にも「特殊勤務

手当」として基本給の１５％ほ

どが加算されます。

月給
正社員

不問

8 15 17 15 180,000 230,000

643 株式会社ミカリノ ⻑野県茅野市⾦沢３８１４

生産機械の

段取り及びメ

ンテナンス

 
※生産設備の段取り及びメンテナンスが主な仕事となります。

※将来的に作業者を統括する管理職となって頂ける⽅を募集します。

(1)社員の９割が⼥性の職場です。(2)未経験者歓迎です。経験を積ん

だ社員が教育します。

(3)弊社製品は、ほぼ全てのカーメーカー様にご利⽤頂いており、年間を通

して安定した受注量がございます。(4)賞与の⽀給実績は　年２．００ヶ

月分　です。

(5)昇給は２年毎に⾏われます。(6)全額会社負担で各種保険に加⼊

し、給付⾦が発⽣した場合は「お⾒舞⾦」として該当社員（死亡の場合は

遺族）に⽀給します。ただし、⾦額が⼤きい場合は賞与扱いとなり、所得

税の対象となります。（ガン保険、医療保険、死亡保険、労災上乗せ業

務災害保険）

所在地と同じ

(1)年間休⽇⽇数は１０７⽇

です。(2)毎月、最後の土曜日

のみ土曜出勤となります。あとの

⼟曜⽇は休みです。(3)受注量

により、休日出勤をお願いする場

合があります。

月給

正社員
不問

8 00 17 00 180,000 230,000

728 株式会社興和⾃動⾞興業

⻑野県諏訪市杉菜池1918番地

3

⾃動⾞整備

士

当事業所内にて⾃動⾞整備業務を担当して頂きます。

・⾃動⾞の整備は主に乗⽤⾞と軽⾃動⾞になります。

・経験を積んでいる⽅は、⾞検・点検の整備主任者として受⼊れや中間

の検査業務も⾏って頂きます。

※⾃動⾞２級整備⼠資格をお持ちの⽅歓迎します。

⻑野県諏訪市

年間休⽇︓105⽇　定休⽇︓

火曜日

その他は会社カレンダーによる

月給

正社員

⼆級⾃動⾞整備⼠（あれば尚

 
可）

普通⾃動⾞運転免許　必須

（ＡＴ限定不可）

8 30 18 00 210,000 360,000

598 株式会社栄農人

⻑野県諏訪郡富⼠⾒町落合

9984-826

農業

⽣産から販売までを⾃社で⼀貫して⾏っているため、⽣産・営業・加⼯作

業など多岐にわたります。

⽣産・加⼯・販売を⾃社で⾏うことで、企業としての農業を⾏っています。

事業所と同じ

月7日

月給

経験不問

普通運転免許（MT必須）

大型特殊、トラクターなどの免許

保持者優遇

8 ００ 17 ００ 200,000

743 株式会社　エナキス

⻑野県上⽥市富⼠⼭２４１２

－６

営業技術職

／諏訪営業

所

当社のお客様とコミュニケーションを作る営業技術職となります。

・ＬＰガス、灯油、ソラノイロでんき、住宅設備関連機器等の保守点検、

提案販売を⾏います。

・中心となる業務は既存ユーザー様への訪問となり、点検期限を迎えるガ

ス設備の保守点検から、ガス用品（ガスコンロ、給湯機器、ガスファンヒー

ター等）などの提案販売までご担当いただきます。

頼りにされる専門知識と技術を⾝につけて、「真のサービス会社」

を目指すライフライン会社の⼀員になってみませんか︖

＊保安業務員や高圧ガス販売主任者免状（第二種）、危険物取扱免

状（丙種以上４類）をお持ちの⽅は賃⾦⾯にて優遇いたします。

⻑野県諏訪市湖南

字大曲２２２

日曜日，祝日，その他

土曜休みは会社カレンダーによる

月給
正社員

Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄの基本

的な操作ができれば尚可

高圧ガス販売主任者（第２

種）あれば尚可

危険物取扱者（乙種）あれば

尚可

普通⾃動⾞運転免許必須（Ａ

Ｔ限定不可）

8 30 17 30 163,000 300,000

◆選考の流れ　書類選考→⾯接・適性検査

→採⽤＊本社（上⽥市）で書類選考を⾏い

ますので、選考時間に少しお時間をいただきま

すが、書類到着後１１日以内に選考結果と

面接日時をご案内します。

◆業務に必要な資格については、入社後順次

お取りいただきます。費用は会社負担で、一部

社内講習も実施しています。

772 有限会社早川実業 ⻑野県諏訪市⼤字湖南6446-5 運送業

大型トラック運送（木材・鋼材・古紙・原木）

場合によっては他のものも運ぶ事あり。

諏訪市

週休二日制（場合により土曜

日出勤あり）

月給

正社員

 
普通⾃動⾞運転免許必須

 
⼤型⾃動⾞免許必須

フォークリフト運転技能者あれば

尚可

8 00 17 00 250,000 400,000

796 セブン-イレブン 諏訪赤沼店

⻑野県諏訪市⼤字四賀１８２

１番地

コンビニスタッ

フ

お客様の接客販売、レジ操作、陳列、品出し、袋詰め、清掃など

勤務⽇数応相談　⻑期勤務可　⼟⽇歓迎　未経験者も歓迎　経験者も

歓迎　主婦・主夫も歓迎　シニアも歓迎　学生も歓迎　フリーターも歓迎

Wワークも歓迎　制服貸与　社会保険あり　⾞通勤可　バイク通勤可　⾃

転⾞通勤可　研修あり　昇給有　屋内原則禁煙　募集時間・給与

事業所と同じ

シフト制

月給・

時給

正社員・

パート・ア

ルバイト

なし

6 00 22 00 180,000 850

①9:00 〜 17:00　②17:00 〜 22:00

③6:00 〜 9:00　④13:00 〜 17:00

①、②、④は１日４時間以上　③は１日３

時間以上

勤務時間内でシフト制

797 セブン-イレブン 諏訪湖畔店

⻑野県諏訪市湖岸通り４丁目２

番２０号

コンビニスタッ

フ

お客様の接客販売、レジ操作、陳列、品出し、袋詰め、清掃など

勤務⽇数応相談　短期間勤務可　⻑期勤務可　⼟⽇歓迎　平⽇のみ歓

迎　駅から５分以内　未経験者も歓迎　経験者も歓迎　シニアも歓迎　学

⽣も歓迎　フリーターも歓迎　Wワークも歓迎　制服貸与　⾞通勤可　バイ

ク通勤可　⾃転⾞通勤可　研修あり　加盟店社員登⽤有　昇給有　屋内

原則禁煙

事業所と同じ

シフト制

月給・

時給

正社員・

パート・ア

ルバイト

なし

6 00 23 00 180,000 850

①9:00 〜 13:00　②13:00 〜 17:00

③17:00 〜 22:00　④6:00 〜 9:00　⑤

21:00 〜 23:00

①、③、④は４時間以上　②は３時間以上

⑤は２時間以上

勤務時間内でシフト制



⻑野県就業⽀援デスク緊急就業サポート事業「Jobサポ」求⼈情報

掲載求人への応募をご希望の方は、JobサポHPより「就業相談申込み」へお進みください。なお、お申込の際には、応募ご希望の求人No.をお知らせください。

NO.
事業所名 所在地 職種 業務内容 PRポイント 就業場所 休日 給与

雇用

形態

必要な資格・経験 時給 特記事項
勤務開始時間 勤務終了時間 ⽉給 〇円〜〇円

798 セブン-イレブン 諏訪武津店 ⻑野県諏訪市四賀武津６７

コンビニスタッ

フ

お客様の接客販売、レジ操作、陳列、品出し、袋詰め、清掃など

勤務⽇数応相談　⻑期勤務可　⼟⽇歓迎　平⽇のみ歓迎　未経験者も

歓迎　主婦・主夫も歓迎　シニアも歓迎　学生も歓迎　フリーターも歓迎

Wワークも歓迎　制服貸与　⾞通勤可　バイク通勤可　⾃転⾞通勤可

研修あり　加盟店社員登用有　昇給有　屋内原則禁煙

事業所と同じ

シフト制

月給・

時給

正社員・

パート・ア

ルバイト

なし

6 00 22 00 180,000 850

①22:00 〜 6:00　②9:00 〜 17:00　③

17:00 〜 22:00　④6:00 〜 9:00

①は6時間以上　②、③は4時間以上　④は3

時間以上

勤務時間内でシフト制

815 株式会社和田正通信サービス ⻑野県⻑野市稲葉中千⽥2412

auショップス

タッフ（正社

員）

auショップでのショップスタッフのお仕事です。

接客応対・契約⼿続き・電話応対・商品管理等をしていただきます。

 
【未経験者大歓迎】

教育担当の先輩スタッフ（メンター）を中心に約3ヶ月間丁寧に研修しま

す。仕事は無理なく、簡単な業務から徐々に繰り返し⾏って慣れていただき

 
ます。

 
勤務地は⾃宅から通える当社運営auショップ。

昇給（年1回）・賞与（年2回）。

【当社運営auショッ

プ】下諏訪町・諏訪

市

年間休⽇106⽇（⽉8〜9⽇

休む）交代休

月給

正社員

（試用

期間3カ

月有）

普通⾃動⾞運転免許（AT可・

入社後取得可）

9 15 19 10 161,000 220,000

ご不明点などございましたら、お気軽に担当太

田までお問い合わせ下さい。

828 村田造園 ⻑野県茅野市湖東6520-1

造園業、庭

師、樹木医

業務、ツリー

クライミング高

所作業

〇庭園、公園緑地等の植木の剪定、伐採、草刈、植栽工事、樹木診

断、樹勢回復⼯事、ツリークライミング⾼所作業

〇樹⽊が好きで、技術・知識を⾝につけたい⽅、⾃然環境に興味のある

方

エキスパートを目指す方歓迎。一緒に働ける仲間を募集します。

〇お客様に喜ばれるやりがいのある仕事です。

〇⾼所作業が多いため体⼒が必要となります。

〇現場は諏訪地域が主です。(6市町村)

⻑野県茅野市湖東

6520-1

土日　その他

週休二日制　毎週

時給
パート

普通⾃動⾞運転免許(AT限定

不可)　必須

7 30 17 10 1,250

〇就業日数、曜日等応相談いたします。

〇業績により、昇給・賞与あり

〇健康保険については建設国保に加入可

829 村田造園 ⻑野県茅野市湖東6520-1

造園業、庭

師、樹木医

業務、ツリー

クライミング高

所作業

〇庭園、公園緑地等の植木の剪定、伐採、草刈、植栽工事、樹木診

断、樹勢回復⼯事、ツリークライミング⾼所作業

〇樹⽊が好きで、技術・知識を⾝につけたい⽅、⾃然環境に興味のある

方

エキスパートを目指す方歓迎。一緒に働ける仲間を募集します。

〇お客様に喜ばれるやりがいのある仕事です。

〇⾼所作業が多いため体⼒が必要となります。

〇現場は諏訪地域が主です。(6市町村)

⻑野県茅野市湖東

6520-1

土日　その他

週休二日制　毎週

月給
正社員

普通⾃動⾞運転免許(AT限定

不可)　必須

7 30 17 10 206,000 298,400

※健康保険については建設国保に加入可

834 東洋技研株式会社

⻑野県岡⾕市⻑地権現町4-8-

7

製造及び一

般事務他

○製造・出荷（組⽴、検査、出荷・運搬梱包、機械オペレーター・メンテ

 
ナンス　他）

○⼀般事務（総務・経理、受注等⼊⼒業務　及び来客・電話応対

 
他）

 
○その他（⽣産・在庫管理、品質管理、管理業務　他）

 
*上記のいずれかの業務を⾏っていただきます

*適性などに応じて、業務は決定いたします

業界シェアNO.1企業で、幅広い仕事に携わることができます︕

・未経験者歓迎　丁寧に研修指導いたしますので、安心してご応募ください

・男⼥不問

・残業月平均１時間未満

所在地と同じ

・年間休１２５⽇

（土日祝日休み、夏季休暇・

年末年始休暇・計画休業含

む）

月給
正社員

不問

8 30 17 30 165,000 255,000

詳細についてはハローワークの求人票をご確認

ください。

838 株式会社信濃環境整備 茅野市⾦沢下原⼭2939-233

１ｔ⾞等の

運転

⼀般廃棄物の収集⾞輛（１t⾞）の運転及び回収業務

エリア︓諏訪６市町村

 
男⼥不問

 
定年再雇⽤制度あり（上限65歳まで）

 
退職⾦制度あり（勤務３年以上）

 
昇給あり

賞与あり

事業所所在地と同

じ

会社カレンダーによる（第２、第

４⼟曜⽇休み）年末年始、Ｇ

Ｗ、お盆

年間休⽇数１００⽇

月給

正社員

必要な資格・・・普通⾃動⾞運転

免許

必要な経験・知識・技能等・・・

不問

8 30 17 00 180,000 200,000

839 株式会社信濃環境整備 茅野市⾦沢下原⼭2939-233

重機オペレー

ター

 
解体工事現場での作業

 
現場での重機運転作業

その他

男⼥不問

定年再雇⽤制度（上限65歳まで）あり

昇給あり

賞与あり

事業所所在地と同

じ

会社カレンダーによる（第２、第

４⼟曜⽇休み）年末年始、Ｇ

Ｗ、お盆

年間休⽇数100⽇

月給

正社員

必要な資格・・・普通⾃動⾞免許

必要な経験・知識・技能等・・・

現場経験必須

8 30 17 00 210,000 280,000

882 湯澤農園

⻑野県茅野市中⼤塩２２－７

５

路地野菜

（ブロッコリー

他）の収

穫・出荷・定

植・管理作

業

○仕事は三月下旬の施肥に始まり、定植は四月上旬から八月中旬ま

で、収穫は五月下旬から十月下旬、

その後は来年度のための⼟作り等をして、⼗⽉下旬〜⼗⼀⽉上旬には

シーズンが終わります。

○幹部候補として、個人の仕事のスキルアップのみならず、チームの一員と

しても大いに活躍していただきます。

農業に『夢』と『志し』を持つ若者を募集します。

その『農業』と『志し』を、私と私の息⼦と⼀緒に叶えませんか︕︕

⻑野県諏訪郡原村

柏木７６６４

基本は週休１日。農業ゆえ天

候等で不定期。

時給
パート

あれば尚可　・路地野菜栽培の

経験・機械好きで点検やメンテの

素養のある方・農業用アプリが使

いこなせる方

⼤型特殊⾃動⾞免許あれば尚

可

普通⾃動⾞運転免許必須（Ａ

Ｔ限定不可）

8 00 17 00

1,000~1

,200

就業時間１　8時00分〜17時00分（４〜

５⽉　４〜８時間勤務）

就業時間２　4時30分〜17時30分（６〜

１０⽉　７〜１１時間勤務）

883 株式会社八ヶ岳みらい菜園

⻑野県富⼠⾒町冨⼠⾒１５８

０８番地

ハウス内トマ

ト収穫・選

果・包装作

業　＜季節

雇用＞

富⼠⾒町のカゴメ（株）富⼠⾒⼯場の隣のトマト⽔耕栽培の⼤型温室

でトマトの収穫、選果、包装作業をしていただきます。

○農の未来づくりを目指して、栄養豊富な完熟トマトを最新の養液栽培技

術で生産しています。

○１ｈａの⼤型温室等で皆で協⼒して働き、良い職場作り・⼈づくりを目

指しています。

○トマトを収穫する喜びが感じられる活気ある職場です。

☆次年度も同時期に勤務していただける⽅歓迎します。

事業所と同じ

日曜日，その他

繁忙期は、土曜日出勤をお願い

することがあります。

時給

パート
免許・資格不問

8 00 16 30

850~1,0

00

就業時間（１）8時00分〜16時30分

（２）9時00分〜16時30分（３）9時00

分〜15時00分（就憩時間６０分）

884 ゆたかなれたす　松木裕

⻑野県諏訪郡富⼠⾒町落合９

３４０

レタス生産

○レタス苗の植え付け、収穫、草取り、草刈り、その他農作業の補助業

務を担当いただきます。

※⼀部重い物（１０ｋｇ程度です）を扱うことがありますが、それ以外

は粘り強く根気がある方であれば、未経験者でも十分勤務できます。

（重労働ではありません）

★就労日数、就労時間についてはお気軽にご相談ください。

★未経験の方も大歓迎です。作業は丁寧に指導します。

★繁忙期のみ朝⾷を提供します。　全期間を通じて休憩時間に茶菓を提

供します。

★子育て世代の方、６０歳以上の方も活躍しています。

⻑野県諏訪郡富⼠

⾒町落合

週休二日制　シフトによる交代

制

時給

パート

⼤型特殊⾃動⾞免許　あれば尚

可

普通⾃動⾞運転免許必須（Ａ

Ｔ限定不可）

3 00 12 00

900~1,1

00

就業時間（１）3時00分〜12時00分

（２）9時00分〜15時00分（３）3時00

分〜7時00分

又は3時00分〜17時00分の時間の間の4時

間以上　（１）、（２）は休憩６０分

（３）は休憩なし

885 株式会社　縁側

⻑野県諏訪郡原村中新⽥１３

７３４

農業

農業全般　季節によりお仕事が変ります。基本的には作業場で　にんにく

の作業種のバラシ、販売用の選別、皮むき、根きり、梱包作業畑にて植え

つけ準備、植えつけなど。

その他、多品目の野菜を作っているので、そちらのお手伝いもしていただく

事もあります。

にんにくを中心に多品目の野菜を栽培しています。

仕事内容、勤務時間は都合がつけられますのでご相談ください。

なるべく二人体制でお仕事をしていただきます。

元気で体⼒のある⽅、お待ちしております︕

事業所と同じ

⽕曜定休、その他都度、相談に

のります。

時給
パート

農作業　あれば尚可

9 00 15 00

850~90

0

就業時間　9時00分〜15時00分　又は　9

時00分〜12時00分の時間の間の3時間以

上　都度、相談に乗ります。駐⾞場の利⽤は

無料です。

＊１０ｋｇのコンテナを持ち運ぶ重労働があ

ります。＊希望者は、翌年も継続して勤務して

いただくことが可能です。＊労働時間に応じて

各種保険に加入いたします。

886 有限会社　トップリバー

⻑野県北佐久郡御代⽥町⼤字

御代田３９８６－１

農作業（富

⼠⾒町）

「有限会社トップリバー　富⼠⾒町落合の農場」での農作業

・レタス、リーフレタス、キャベツなど⾼原露地野菜の定植、草取り、収穫作

業など

＊初心者でも大歓迎です

◎親子、ご家族で活躍中。お友達同士も大歓迎致します。

＊就業時間は希望の時間帯で相談可能です。お気軽にお問合せ下さい。

諏訪郡富⼠⾒町落

合字三ノ沢１０２

９４

週２日以上の休日応相談、希

望優先

時給

パート

普通⾃動⾞運転免許必須（Ａ

Ｔ限定可）

4 00 12 00

900~1,0

00

就業時間（１）4時00分〜12時00分

（２）4時00分〜17時00分（３）9時00

分〜15時00分　又は　4時00分〜17時00

分の時間の間の3時間以上

就業時間は希望の時間帯で、相談可　休憩

時間は労働時間による

・休憩時、おやつ支給あり・朝食支給＊正社

員転換制度あり



⻑野県就業⽀援デスク緊急就業サポート事業「Jobサポ」求⼈情報

掲載求人への応募をご希望の方は、JobサポHPより「就業相談申込み」へお進みください。なお、お申込の際には、応募ご希望の求人No.をお知らせください。

NO.
事業所名 所在地 職種 業務内容 PRポイント 就業場所 休日 給与

雇用

形態

必要な資格・経験 時給 特記事項
勤務開始時間 勤務終了時間 ⽉給 〇円〜〇円

887 相⾺菊華園　相⾺　信⾏

⻑野県諏訪郡富⼠⾒町⽴沢７

００

農業＜菊栽

培の管理作

業＞

○菊栽培の管理作業・苗作り（さし芽）・定植・わき芽かき、花蕾ぎめ

★栽培ハウス︓１３棟　作業場ハウス︓１棟　育苗ハウス︓１棟　の

他、露地栽培もあります。

＊就業時間・日数・曜日、休憩時間等、ご相談に応じます。

＊夏場、ハウス内での作業になるので、水分補給の休憩は適宜とっていただ

けます。

＊休憩用（昼休み等）コンテナハウスが近くにあります。

諏訪郡富⼠⾒町落

合二ノ沢１０６５

２－１「相馬菊華

園　ハウス」

週休二日制

時給
パート

免許・資格不問

9 00 15 00

850~88

0

就業時間（１）9時00分〜15時00分

（２）9時00分〜16時00分　又は　8時00

分〜17時00分の時間の間の5時間程度

（１）６０分休憩（２）１２０分休憩＊

就業時間は応相談

＊コツコツと丁寧な仕事ができる方を希望しま

す。＊就業日時・曜日、休憩時間等は、ご相

談に応じます。＊お⼦様の学校⾏事やご家庭

のご都合に合わせてお休みのご相談に応じま

す。

888 ＹＵファーム

⻑野県茅野市豊平１８６５－

１　コーポ若草２０２

栽培管理の

補助

トラクターなど機械作業

定植、収穫時の監督と作業

＊農業未経験者大歓迎

＊大型特殊免許の取得可能です。全額補助（条件あり）

＊期間限定の契約社員の募集となりますが、業務を進めていく中で正社員

登用の可能性もあります。

⻑野県諏訪郡富⼠

⾒町富⼠⾒

日曜日，その他

時給

パート

普通⾃動⾞運転免許必須（Ａ

Ｔ限定不可）

5 00 16 00 1,400

5時00分〜16時00分の時間の間の6時間

以上

休憩時間は朝食４５分、午前３０分、昼食

６０分、午後３０分です　＊休憩は勤務時

間により変動します。

889 ＹＵファーム

⻑野県茅野市豊平１８６５－

１　コーポ若草２０２

キャベツ・レタ

ス・とうもろこ

し・白菜の栽

培

○農作業全般　主に、苗の植え付け、収穫、除草作業など

＊農業未経験者大歓迎

＊子育て世代の方も歓迎します。

⻑野県諏訪郡富⼠

⾒町富⼠⾒

日曜日，その他

時給

パート

普通⾃動⾞運転免許必須（Ａ

Ｔ限定不可）

5 00 16 00 1,000

5時00分〜16時00分の時間の間の6時間

以上

休憩時間は朝食４５分、午前３０分、昼食

６０分、午後３０分です　＊休憩は勤務時

間により変動します。

865 細川木材株式会社

⻑野県諏訪郡富⼠⾒町富⼠⾒

10709

林業

現場作業員

事業所と同じ

土曜日

月給

正社員

普通⾃動⾞運転免許(AT限定

可)通勤用

必要な資格(林業作業員の資格

一式)は入社後取得可能

8 00 17 00 200,000 240,000

・所定労働時間を超えた分は日割計算

915 株式会社　オートエクステリア ⻑野県松本市⼤字笹賀7208

⾃動⾞板⾦

塗装

⾃動⾞の鈑⾦及び塗装

未経験者歓迎　丁寧に教えますので安心して下さい。

年齢、男⼥不問　賞与、昇給あり

松本市笹賀

 
日曜祭日休み

各週で土曜日休み

月給

正社員

 
整備士資格などあればよし

未経験者でもよし

8 30 17 30 200,000

921 有限会社トップリバー ⻑野県諏訪郡富⼠⾒町 農場スタッフ

 
簡単な農作業

定植、草取り、収穫補助

未経験の方でも基本から丁寧に教えますのでご安心ください。早朝のみ、午

前のみ、週1⽇勤務等、働き⽅、時間、休⽇等、融通が利きます。

富⼠⾒町

自由に選べます。

時給

アルバイト
普通⾃動⾞免許あれば尚可

4 00 17 00 900

詳しくはお電話にてお問合せ下さい。

924

⼀般社団法⼈⻑野県障害者

支援センター

茅野市塚原１丁目７番７号 一般事務職

経理、事務

年齢、男⼥不問

賞与、昇給あり、

勤務⽇は⽉曜⽇から⾦曜⽇

茅野市塚原一丁目

７番７号

週休二日制

月給

正社員
不問

8 30 16 30 157,600 200,000

941 アデコ株式会社　⻑野オフィス

⻑野県⻑野市南千歳１丁目１

２－７ 新正和ビル６Ｆ

（契）自治

体・各種団

体連携員

　（全地域・

リモート勤務

歓迎）

経験よりも興味と⾏動意欲を⼤切にしているポジションの募集です

就業⽀援事務局内のお仕事（２０代〜５０代まで活躍中のお仕

事）

・各⾃治体や求職関連、求⼈関連の団体訪問（現状把握や就職率向

上の打ち合わせ、就業イベント企画・実施）

・求人取り次ぎ団体への訪問、連携

・求⼈企業への求職者紹介、求⼈情報の開拓

電話やメール、レンタカーや公共交通機関での移動がござます。 　　直

⻑野県の失業者・求職者⽀援に携わり、産業課題・地域課題に取り組

み、活動を通して未来の信州づくりを⼀緒に⾏いましょう。

事業所所在地と同

じ（全地域・リモー

ト勤務歓迎）

土曜日，日曜日，祝日

週休⼆⽇制︓毎週

時給

契約社

員

【必須】自治体や各種団体、企

業訪問に抵抗が無い方 　　【必

須】普通⾃動⾞運転免許（Ａ

Ｔ限定可）

【いずれか】自治体・関係団体との

連携経験または就業イベントの企

画・運営経験

【尚可】ｉｐｈｏｎｅの基本操

9 00 17 30 225,000 225,000 1,500

・在宅勤務・リモートワークを取り⼊れており、必

要に応じ柔軟に対応します。

・ご家庭の都合やご本人の希望により時短勤

務の柔軟な対応を致します。

・マイカー通勤︓不可

955 jet penguin Photo studio

⻑野県岡⾕市加茂町1-6-6 吉

田館 2F

サービス (子

供専門フォト

スタジオ)

撮影補助・接客・事務・撮影セットの制作等

業務拡大に伴い、一緒に働いて下さる方を募集致します。未経験者歓迎

で年齢・男⼥は不問です。

今までの写真館のスタイルとは異なり、常に⼦供たちが喜ぶ空間やセットをス

タジオ内に作成し撮影を⾏う、働く⼈もワクワクする新しいスタイルのフォトスタ

ジオです。

⻑野県岡⾕市

シフト制

月給
正社員

不問

8 30 17 30 240,000 300,000

小さなお子様を対象としている事や、スタッフ間

の関係性を大事にしている為、学歴や職歴より

も人間性を重視致します。

ご送付頂く履歴書には趣味/特技/⻑所/プラ

イベートでやってみたい事(キャンプに挑戦してみ

たい)等を記載して頂ければと思います。

【南信州エリア】

NO.
事業所名 所在地 職種 業務内容 PRポイント 就業場所 休日 給与

雇用

形態

必要な資格・経験 時給 特記事項

42 あずさ販売株式会社 飯田市大瀬木3978-3 営業職

 
ルートセールス

土産物を小売店へ配達及び新規商品の紹介

 
未経験者歓迎

 
男⼥不問

 
昇給あり

賞与あり

飯田市大瀬木

3978-3

会社カレンダーによる（年間

103日）

月給

正社員
マニュアル運転免許証

8 30 17 00 200,000 250,000

のびのびとした社風です。

408 伊賀良建設株式会社 ⻑野県飯⽥市上殿岡５－１ 建設業

⼟⽊・建築現場管理

土木現場作業員

 
男⼥不問

賞与、昇給あり

南信

原則４週６休

月給

正社員
普通⾃動⾞運転免許

7 45 17 00 200,000 450,000

資格者（⼟⽊⼜は建築施⼯管理技⼠）優

遇

413 下伊那赤十字病院 下伊那郡松川町元大島3159-1 看護師

・⼀般病棟・療養病棟・外来・透析・訪問看護ステーション・健診センター

のいずれかで看護師業務を⾏っていただきます。※院内での部署異動あり

病棟勤務者は三交替制（一部二交替制）

⽇勤︓8:00-17:00　準夜勤︓16:15-翌1:00　深夜勤︓0:15-

9:00　準深夜勤（⼆交代）︓16:15-翌9:00

外来勤務の場合⽉４回程度当直あり

平和で静かな環境に⽴地し、⻑く勤めている職員が多いのが特徴です。★

★変更予定12/24連絡待ち★★

事業所所在地と同

じ

週休二日制

月給

正職員
正看護師

8 15 17 00 209,800 250,000

勤務開始時間 勤務終了時間 ⽉給 〇円〜〇円



⻑野県就業⽀援デスク緊急就業サポート事業「Jobサポ」求⼈情報

掲載求人への応募をご希望の方は、JobサポHPより「就業相談申込み」へお進みください。なお、お申込の際には、応募ご希望の求人No.をお知らせください。

NO.
事業所名 所在地 職種 業務内容 PRポイント 就業場所 休日 給与

雇用

形態

必要な資格・経験 時給 特記事項
勤務開始時間 勤務終了時間 ⽉給 〇円〜〇円

498 株式会社　岳 ⻑野県飯⽥市上郷飯沼2234-5

飲食店スタッ

フ

ラーメン店のスタッフ募集です。

調理接客等、店舗運営にかかわる仕事をしていただきます。

委細面談にて

飲食店でありながら、週労働時間と休日をしっかりと確保していただける体

制を整えております。

離職率が非常に低く働きやすい職場です。

ご興味がある⽅、やる気のある⽅には管理職への推薦制度もあります（上

⻑からの推薦となります）

面談にて

シフト制。週労働時間44時間

以内。

残業は週5〜10時間。　原則

週休3日。

月給
正社員

普通⾃動⾞免許

10 00 23 30 163,000 188,000

詳細は、弊社ＨＰまたはハローワークの募集を

ご覧ください。

385 株式会社　協同電工 ⻑野県飯⽥市中村1255

電子機器部

品製造

⾞載電装・アミューズメント・美容機器関連の組⽴、検査、管理などを

⾏っていただきます。

・仕事内容は、⼯場⾒学をしていただきながら、丁寧に説明させていただき

 
ます。

 
・「地域未来牽引企業」に認定されました。

・2020.11.6の信濃毎日新聞１９面に弊社の社員を取り上げていただき

ました。

⻑野県飯⽥市中村

1255

休日は土曜日、日曜日、祝日、

その他、の週休二日制です。そ

の年の会社カレンダーによります

が、GW,お盆、年末年始の休⽇

あります。

月給

正社員
基本的なPC⼊⼒

8 30 17 00 150,000 250,000

応募を希望される⽅は、事前に履歴書、職務

経歴書を郵送または持参して下さい。追って面

接日時等の連絡をいたします。

26 株式会社　⻑姫 ⻑野県飯⽥市下殿岡206番地

土木設計技

術者

公共インフラに係る点検・調査・設計業務

・道路・橋梁・河川等の詳細設計

・既設構造物の点検・診断・補修補強設計

⻑野県飯⽥市下殿

岡206番地

第2・4土曜日・日曜・祝日

夏季休暇・年末年始休暇

月給

正社員

技術士・RCCM・地質調査技士

 
等

建設コンサル業務に携わった経験

 
のある方

8 15 17 30 200,000 350,000

333 株式会社ＨＥＡＲＴ ⻑野県飯⽥市⼤瀬⽊4337-1 指導員

就労継続⽀援B型︓障害の⽅へ仕事のサポート・⽀援・放課後デイサー

ビス・障害児へのサポート・支援

放課後デイサービス︓週２〜３でもOK、シフト制、賞与あり

飯田市

会社カレンダー会社カレンダーに

よる、土・日休み

時給

パート、フ

ルタイム

福祉経験者、保育士経験者　大

歓迎

8 00 16 00 900

43 株式会社あずさ 飯田市上郷別府3337-11 営業

 
ルートセールス

 
⽇本中の⼟産問屋に商品の⽴案・企画

 
未経験者歓迎

 
男⼥不問

 
賞与・昇給あり

飯田市上郷別府

3315-4

弊社カレンダーによる（年間休

日103日）

月給

正社員
運転免許証

8 30 17 00 200,000 250,000

正規採用になると上記以外の手当てが支給さ

れます

44 株式会社あずさ 飯田市上郷別府3337-11 ⽣産管理

受注に基づき、材料⼿配及び⽣産指⽰

 
男⼥不問

賞与・昇給あり

飯田市上郷別府

3315-4

弊社カレンダーによる（年間

103日）

月給

正社員

 
マニュアル運転免許証

パソコン作業経験

8 00 17 00 200,000 250,000

 
ノルマ等はありません

のびのびとした社風です。

477 株式会社テレネット ⻑野県飯⽥市⿍名古熊2606-1

電話受発信

コミュニケー

ター

●電話にての受発信業務

・通信販売、カスタマーセンター等の電話受信などの電話受信業務全般

・商品のご案内、リサーチ等の電話発信などの電話発信業務全般

＊週3⽇からOK（要相談）＊9:00-20:00の間で5時間程度

＊服装もヘアも自由＊ライフスタイルに合わせて働けます

＊パートさんも昇給あり＊マニュアルがありますで初心者の方でも安心して働

けます。経験のない方は丁寧に指導いたします。

＊職場⾒学は随時受け付けています。採⽤担当までご連絡ください。

＊ノルマは⼀切ありません。

事業所所在地と同

じ

シフト制／週休二日制　ロー

テーションによる。　休日はご相談

ください。

月給 時

給

正社員・

アルバイ

ト・パート

不問

9 00 20 00 175,000 230,000 950

＊就業時刻は9:00-20:00の間で5時間程

度　　＊実労働時間7時間の契約社員勤務

も相談可です。

＊不採⽤の場合、応募書類は希望があれば

返却致します。　＊⾯接の際、実務業務を⾒

学していただきます。

20 株式会社よろず家

⻑野県飯⽥市南信濃⼋重河内

302番地22

介護

宅⽼所「しろいわ」で、送迎・⼊浴・⾷事・介護などのお仕事です。

上記に同じ

シフト制

時給

正社員
不問

9 00 17 00 900

247 株式会社光和

⻑野県飯⽥市松尾新井6544-

１

葬祭業

葬儀や法要の企画・設営・運営など

 
未経験者歓迎

年齢・男⼥不問

飯田市

会社年間カレンダーによる

月給

正社員
⾃動⾞運転免許

9 00 18 00 185,000 300,000

360 株式会社中央サービス

⻑野県下伊那郡松川町元⼤島

2774-20

足場架設

リース業

足場の架設、解体作業 未経験者歓迎。

⻑野県下伊那郡松

川町元大島2774-

20

日曜。平日1日休。

月給

正社員
普通⾃動⾞免許

8 00 17 00 260,000 400,000

219 技建開発株式会社 飯⽥市北⽅1313番地2

建設コンサル

タント

・インフラインスペクション事業部では、UAV、地上レーダー、赤外線、レー

ザー計測機等を⽤いて、道路橋、トンネル、道路施設、河川砂防施設等

構造物の経年劣化による損傷の点検、調査、診断を⾏い、利⽤者の安

全、構造物の耐久性を考慮して補修⼯法の提案などを⾏います。

・技術部では道路、河川・砂防、橋梁、各種構造物等の測量設計業務

を⾏います。現地確認、測量業務を⾏い、CADソフトを⽤いて⼟⽊⼯事

の設計等を⾏います。あわせて、画像編集ソフトや写真加⼯ソフトを⽤い

社内研修会・技術研修会・外部講習会への積極的な参加等、技術⼒と

⼈間⼒を育てる教育に真剣に取り組んでおり、⼀流の技術者を目指しキャ

 
リアアップを図るには最適な環境です。

飯田市本社または

県内各支店

 
毎週週休2日制

 
年末年始

月給

正社員

土木の仕事に従事していた方、経

験、知識、技能（資格）をお持

ちの方は優遇します。技術士、技

術士補、RCCM、1・2級土木施

⼯管理技⼠、構造物診断⼠、コ

ンクリート診断⼠、橋梁点検⼠、

測量⼠等⼟⽊の資格をお持ちの

8 30 17 15 219,000 450,000

選考結果通知は応募者の状況により遅れる

 
場合がございます。

234 小木曽建設株式会社 ⻑野県飯⽥市座光寺6663-5 建設業

・建設会社経理職（要経験者）

・⼟⽊・舗装現場の施⼯管理職

・舗装現場施工職

・経理職は時間など相談可能 （基本朝8時〜⼣⽅5時）

・現場は未経験者歓迎

・男⼥不問 賞与、昇給あり

飯田市座光寺、下

伊那郡豊丘村

週休二日制（隔週土曜）、祝

⽇、年末年始休暇、GW休暇、

お盆休暇等

月給

正社員

・経理職のみ⽇商簿記2級程度

・普通⾃動⾞免許必須

（経理職は４５歳くらいまでの

方）

7 30 17 20 160,000 310,000

転勤や遠⽅への⻑期出張は⼀切ございませ

ん。⻑く継続して働ける⽅を希望します。

年齢不問ですが経理のみ45歳まで

424 有限会社　愛建工業 ⻑野県飯⽥市座光寺4102 建設業

＊道路・河川・治⼭・外構⼯事等の⼟⽊作業及び解体⼯事を⾏ってい

ただきます。

公共⼯事・⺠間⼯事等現場によって作業内容は異なります。

＊免許・資格・経験に応じて

・トラックや重機の運転・現場管理業務　等も⾏っていただきます。

未経験者歓迎。

免許・資格等の取得⽀援を⾏っています。

20代から60代まで幅広い年齢層の社員が活躍中。

社員旅⾏や、懇親会も⾏っています。

主に飯田下伊那地

域の各現場

土曜日(月2回)、日曜日、祝日

現場や天候により変更有(変更

労働時間制)

月給

正社員

普通⾃動⾞免許(AT限定不可)

中型⾃動⾞免許があれば尚良い

7 30 17 00 240,000 300,000

＊給与は、日給月給の計算になります。

＊仕事内容、雇用条件等の詳細については、

面接時に説明いたします。



⻑野県就業⽀援デスク緊急就業サポート事業「Jobサポ」求⼈情報

掲載求人への応募をご希望の方は、JobサポHPより「就業相談申込み」へお進みください。なお、お申込の際には、応募ご希望の求人No.をお知らせください。

NO.
事業所名 所在地 職種 業務内容 PRポイント 就業場所 休日 給与

雇用

形態

必要な資格・経験 時給 特記事項
勤務開始時間 勤務終了時間 ⽉給 〇円〜〇円

523 ECマーケット株式会社 ⻑野県伊那市下新⽥3023 小売

買取専門店（リユースショップ）での店舗運営のお仕事です。

不要になったヴィトン・シャネル・プラダ・ロレックス等のブランド品やアクセサ

リー、⾦券、切⼿、スマホ、家電、雑貨など様々な物を買取、⼿⼊れして

再販するリユースのお仕事です。ものを⼤事にし、地球の環境問題にも良

い影響を与えるリユースビジネス。スタッフは、みんなゼロからのスタートの方

ばかりですが、全国200店舗チェーンならではの、しっかりとしたマニュアルや

研修制度が完備されているので安⼼して知識を⾝につけられます︕

【オープニングスタッフ】3月中旬オープン予定の買取専門店で一緒に働く仲

間を⼤募集してます︕正社員・パート・アルバイト︕

店⻑候補、正社員は採⽤後に研修期間があります。未経験の⽅もOK︕

「鑑定⼠」と聞くと敷居が⾼く感じるかもしれませんが、実は異業種からの転

職や未経験で始める方が多いのも特徴。とはいえ、どんな仕事でも新しい事

にチャレンジするのに不安はつきもの。でもご安⼼下さい︕全国200店舗を

チェーン展開する中で蓄積してきた、業界随一の教育プログラムで、あなたの

成⻑をしっかりとサポートいたします。

パート・アルバイトの方　3月中旬飯田市にオープン予定の為、オープニング

スタッフを募集しております︕勤務開始は3⽉1⽇からとなっております。

時給900円〜930円　⼟・⽇は30円UP︕︕週4⽇5時間程度　⼟⽇祝

⽇勤務できる⽅︕

飯田市

正社員の方　15日ごとのシフト

制です。パート・アルバイトの方

9︓00〜20︓00（実働8時

間シフト制）

週3⽇〜働ける⽅※⼟⽇祝出

勤できる⽅⼤歓迎︕

月給 時

給

正社員・

パート・ア

ルバイト

 
高卒以上

販売未経験の方でもお気軽にご

応募ください︕

9 00 20 00 230,000 300,000 900

まずはお気軽にご応募下さい︕リサイクルマート

伊那店にご連絡下さい。

電話番号　0265781103

HP https://asiarecyclemart.com/

541 杣人

⻑野県下伊那郡阿南町富草

8205

林業全般

林業全般の業務

・造林、伐採、搬出等

地域の木材を活かせる組織を目指しています

⻑野県全域　及び

近県（愛知、岐阜

等）

週休二日制

時給

アルバイト

伐⽊造林課程修了者

刈払機特別講習修了者

8 00 17 00 1,142

543 株式会社エー・トゥ・ゼット ⻑野県松本市⾼宮中1-35

教育・学習

支援業

担当地域の小中学校におけるICT教育推進および担当地域の小中学

生への放課後塾支援業務です。

（1）授業支援

        授業の⽴ち会い、児童・⽣徒へのPC操作指導補助、ICT機器を

活用した授業の機器操作補助、授業前の機器チェックなど

（2）校内研修: ICT授業で使用するハードウェア・ソフトウェアの教員に

対する操作指導。 ICT活⽤提案、コンテンツ検索⽀援、研修会の企画

実施、コンピュータの基礎研修(Windows,Google,iOS,Anroidなど）

（3）環境整備:機器セッティング、保守メンテ、不具合発⽣時のメーカー

折衝など

（4）校務・報告業務支援:ホームページ作成、校内事務業務システム

操作支援、日報作成支援など

  (5) 英語、または算数・数学の塾指導:放課後、村営塾での小学生、

中学生への学習指導

村の観光プロジェクト支援のための業務

  (１) 観光PRのプロジェクト支援

　　　　役場職員と学⽣と共に村の魅⼒を発信するためのプロジェクトを実

AtoZは⻑野県松本市を拠点に、県内市町村の英語教育⽀援をしていま

す。従業員の約7割が海外出身のため、地方にいながらグローバルな環境

で働くことができます。

2021年4⽉スタートのICT⽀援＋英語指導のポジションで公教育⽀援の

お仕事です。村おこしに興味のある方、英語教育に興味のある方、外国人

と働いてみたいという方、ご応募お待ちしております。英語やICTに関する資

格や免許は不要です。以下にひとつでも当てはまる⽅、ぜひご応募くださ

い︕

・情報教育に熱意をもって取り組める方。

・ICTネットワーク機器の扱いができ、教職員とうまくコミュニケーションが取れ

る方。

・教員とコミュニケーションを取りながら、支援及び障害一次対応ができる

方。

・⾞の運転ができる⽅

・村に住んで頂ける方

・英会話ができる尚優遇

・塾講師経験者及び教員免許保持者優遇

⻑野県下伊那郡天

龍村

⼟⽇祝、学校の⻑期休み、

GW、お盆、年末年始（稼働

⽇︓年間220⽇程度）

月給

派遣社

員

不要

塾や英会話指導経験者優遇

8 00 20 00 230,000

557 中部フォレスト株式会社 ⻑野県飯⽥市上殿岡361

送電線保守

伐採

送電線、配電線下の保守伐採、除草作業

中部電⼒の送電線、配電線下の⽀障⽊伐採、除草作業など電線保守の

仕事です。チェンソーや刈払機を使用しますが、未経験の方でも特別教育

を受講し、監督者等が指導を⾏いますので安⼼して仕事に取り組めます。

残業、休日出勤はほとんどありません。

上伊那、下伊那地

区

日、祝日、土（隔週）

月給
正社員

普通⾃動⾞運転免許（ＡＴ限

定不可）業務上使⽤

7 00 17 00 205,200 273,600

・業務に必要な資格は、取得費用を全額会

社が負担します。

・作業服貸出

566 第一観光タクシー株式会社 飯田市主税町27番地

タクシー乗務

員

夜勤及び深夜タクシー乗務員

第一タクシーに於きましては、勤務時間、勤務日数に関しては本人の希望

が通りますので、⼤変⾃由が利く仕事となっております。未経験者⼤歓迎。

⼀度就職して経験を積めば、７５才迄仕事に困る事はありません。

⼈⽣100年時代、是非⼀緒に⻑く楽しく働きましょう!

飯田市主税町27

番地

基本的には4勤1休シフト制です

が、

各人の希望に沿って勤務出来ま

す。

月給

正社員
普通１種⾃動⾞免許のみです。

17 00 27 00 150,000

567 日邦電機株式会社

⻑野県下伊那郡松川町元尾島

2954-6

生産ラインの

管理

モータ⽣産のライン管理です。⽣産計画に準じて、部材、⼈員、設備、品

質、納期、作業時間を管理します。

・賞与、昇給は勤務態度、成績で考慮します。

・あなたの熱意や努⼒を⼤切にします。

⻑野⼯場

完全週休2⽇制　年間休⽇

124⽇程度（当社カレンダーに

よる）

月給

最低3ヶ

月間契

約社員

普通⾃動⾞運転免許

8 00 17 00 190,000 300,000

569 日邦電機株式会社

⻑野県下伊那郡松川町元⼤島

2954-6

生産技術

⽣産技術、⼯程設計、⽣産効率改善、他 同上

⻑野⼯場

完全週休2⽇制　年間休⽇

124⽇程度（当社カレンダーに

よる）

月給

最低3ヶ

月間契

約社員

普通⾃動⾞運転免許

8 00 17 00 190,000 300,000

570 日邦電機株式会社

⻑野県下伊那郡松川町元⼤島

2954-6

品質保証

製品の品質を管理します。顧客からの苦情に対して、原因究明と対策を

⾏います。

同上

⻑野⼯場

完全週休2⽇制　年間休⽇

124⽇程度（当社カレンダーに

よる）

月給

最低3ヶ

月間契

約社員

普通⾃動⾞運転免許

8 00 17 00 190,000 300,000

571 日邦電機株式会社

⻑野県下伊那郡松川町元⼤島

2954-6

工作機械加

工

工作機械（NC旋盤等）を使用して部品を加工します。 同上

⻑野⼯場

完全週休2⽇制　年間休⽇

124⽇程度（当社カレンダーに

よる）

月給

最低3ヶ

月間契

約社員

普通⾃動⾞運転免許

8 00 17 00 190,000 300,000



⻑野県就業⽀援デスク緊急就業サポート事業「Jobサポ」求⼈情報

掲載求人への応募をご希望の方は、JobサポHPより「就業相談申込み」へお進みください。なお、お申込の際には、応募ご希望の求人No.をお知らせください。

NO.
事業所名 所在地 職種 業務内容 PRポイント 就業場所 休日 給与

雇用

形態

必要な資格・経験 時給 特記事項
勤務開始時間 勤務終了時間 ⽉給 〇円〜〇円

580

SBSゼンツウ株式会社飯田営

業所

⻑野県飯⽥市松尾寺所7312

コープ（生

協）の宅配

ドライバー

毎週同じ曜⽇に同じお宅を訪問し「新鮮な⾷料品」「⽇⽤雑貨」「⾐料

品」など⽣活⽤品をお届けします。配達先が不在の場合でも、決められた

場所にお届けすれば大丈夫。

再配達の心配もありません。

全⾞オートマ、バックモニターやドライブレコーダーも装備で、未経験の⽅で

も正社員として活躍できる環境です。

ドライバーの仕事では割と珍しく、土日完全週休2日制、日勤のみの勤務

形態です。土日は確実に休みがとれるので、

プライベートと仕事のメリハリ、家族や友達との時間、趣味に費やす時間もつ

くりやすいのはメリットです。

コープ（生協）で取り扱うのは、美味しくて身体にいい食品をはじめ、生活

雑貨など、普段の生活でも身近な商品ばかり。

⼀度は目にしたことがあるアノ商品や、⾃分も愛⽤している商品もきっとある

はず。だからこそ、親しみやすく、地域の方の生活に欠かせない商品をお届け

するやりがいを感じることができます。

最初は助手席から、先輩ドライバーについて仕事を覚えていただく同乗研修

期間を用意しています。運転をはじめ、荷台内の作業、接客面などひとつひ

とつ覚えていただきます。

地域ごとに同期の仲間と顔を合わせる新入社員研修もあります。現在活躍

中のドライバーもほとんどは未経験からのスタートです。

◇仕事の最大のやりがいは、配達先の組合員様から『今日もありがとう』と

言っていただけることです。"ありがとう"は、言われた人も言った人も、

みんなが気持ち良くなるとても素敵な魔法の⾔葉です。「地元で活躍でき

る」「人に感謝される」そんな"ありがとう"と言われる仕事です。

⻑野県飯⽥市松尾

寺所7312

完全週休2日制（土・日）

年始（会社スケジュールによ

る）

月給

正社員

⾃動⾞運転免許(準中型以上

/AT限定可)

8 00 17 00 222,140

給与には、固定残業代 6万7,140円含む

(60h分) ※超過分は別途支給

581 株式会社七九⾥農園 ⻑野県飯⽥市⼭本2551̲2 農業

ネギやトマトなどの野菜の生産、販売。 未経験者歓迎︕

飯田市

週休１日

月給
正社員

普通⾃動⾞免許

8 00 18 00 170,000 300,000

669

社会福祉法人愛知慈恵会　根

羽村高齢者福祉施設　ねばね

の⾥「なごみ」

⻑野県下伊那郡根⽻村3015-

362

介護

 
【特別養護⽼⼈ホーム】

 
介護支援専門員、介護員

 
【デイサービス】

 
介護員

 
【訪問介護員】

 
訪問介護員

●各事業所の介護員等の募集となります。

お気軽にお問合せいただき、⾒学なども対応させていただきます。（コロナ対

策実施の上）

勤務時間など要相談　未経験者歓迎　年齢・男⼥不問　賞与あり

※詳細の求人雇用条件は、お手数ですがハローワーク掲載の当施設求人

票をご照会ください。

根羽村高齢者福祉

施設　ねばねの⾥

「なごみ」

 
週休二日制

 
シフト制

 
各事業所の勤務表に準ずる。

法⼈規定の年間休⽇数（110

 
日）

 
各⽉の休⽇数（8〜10⽇）

 

月給 時

給

正社員・

契約社

員・パー

ト

ケアマネ業務―介護支援専門員

必須

特養・デイ介護―介護福祉士、

介護初任者研修修了あれば尚

可能　未経験者も歓迎

訪問―介護初任者研修修了者

優遇

8 30 17 20 185,800 343,000 850

未経験の方でもサポート致しますので、お気軽

 
にお問合せご応募お待ちしております。

（上記介護員等の時給は、所持資格や経験

年数等を考慮の上850〜1390円範囲内で

決定させていただきます。）

724 中部フォレスト株式会社 ⻑野県飯⽥市上殿岡361

送電線保守

工事

飯⽥・下伊那地区の⽔⼒発電所内での維持管理業務（整備・清掃

等）です。

 
・⽉10⽇〜15⽇程度の作業になります。

 
・残業・休日出勤は基本的にありません。

 
・軽トラックやライトバンなど社有⾞の運転があります。

・業務の詳細は、面接時にご説明します。

飯田・下伊那地区

 
土、日、祝　その他

夏季休業、年末年始休業

時給

パート

普通⾃動⾞運転免許（ＡＴ限

定不可・業務上使⽤）

7 00 17 00 1,000

 
・作業服貸与

・業務に必要な資格は、取得費用を会社が全

額負担します。

727 K-STYLE ⻑野県下伊那郡⾼森町出原 鳶

現場の仮設⼯事全般です。現場の顔となる仮囲いをはじめ⼩屋の組⽴・

解体、⾜場組⽴・解体が主になります。鉄骨の仕事もたまにあります。

基本的には土日休みなどを心がけてます。場合によって休日出勤はありにな

ります。残業は基本ありません。自社で足場材、トラック保有してます。

集合場合から現場

隔週週休2日制、祝日も休みを

心がけています。現場により休日

出勤あり

月給

正社員
普通免許MT

8 00 17 00 240,000 384,000

若⼿の育成、のちに独⽴⽀援をしたいと思って

います。資格取得も支援しますので興味があれ

ばぜひ。経験者は優遇します。

543 株式会社エー・トゥ・ゼット ⻑野県松本市⾼宮中1-35

教育・学習

支援業

担当地域の小中学校におけるICT教育推進および担当地域の小中学

生への放課後塾支援業務です。

（1）授業支援

        授業の⽴ち会い、児童・⽣徒へのPC操作指導補助、ICT機器を

活用した授業の機器操作補助、授業前の機器チェックなど

（2）校内研修: ICT授業で使用するハードウェア・ソフトウェアの教員に

対する操作指導。 ICT活⽤提案、コンテンツ検索⽀援、研修会の企画

実施、コンピュータの基礎研修(Windows,Google,iOS,Anroidなど）

（3）環境整備:機器セッティング、保守メンテ、不具合発⽣時のメーカー

折衝など

（4）校務・報告業務支援:ホームページ作成、校内事務業務システム

操作支援、日報作成支援など

  (5) 英語、または算数・数学の塾指導:放課後、村営塾での小学生、

中学生への学習指導

村の観光プロジェクト支援のための業務

  (１) 観光PRのプロジェクト支援

　　　　役場職員と学⽣と共に村の魅⼒を発信するためのプロジェクトを実

AtoZは⻑野県松本市を拠点に、県内市町村の英語教育⽀援をしていま

す。従業員の約7割が海外出身のため、地方にいながらグローバルな環境

で働くことができます。

2021年4⽉スタートのICT⽀援＋英語指導のポジションで公教育⽀援の

お仕事です。村おこしに興味のある方、英語教育に興味のある方、外国人

と働いてみたいという方、ご応募お待ちしております。英語やICTに関する資

格や免許は不要です。以下にひとつでも当てはまる⽅、ぜひご応募くださ

い︕

・情報教育に熱意をもって取り組める方。

・ICTネットワーク機器の扱いができ、教職員とうまくコミュニケーションが取れ

る方。

・教員とコミュニケーションを取りながら、支援及び障害一次対応ができる

方。

・⾞の運転ができる⽅

・村に住んで頂ける方

・英会話ができる尚優遇

・塾講師経験者及び教員免許保持者優遇

⻑野県下伊那郡天

龍村

⼟⽇祝、学校の⻑期休み、

GW、お盆、年末年始（稼働

⽇︓年間220⽇程度）

月給

派遣社

員

不要

塾や英会話指導経験者優遇

8 00 20 00 230,000

605 高坂農園

⻑野県下伊那郡阿智村伍和３

９９８

農業

農作業全般（有機野菜の収穫・出荷、除草、管理など） ⾃然豊かな南信州で⼀緒に有機農業を盛り上げましょう︕

事業所と同じ

週１〜２⽇　季節により変動あ

り

月給

MT⾞運転免許

155,000 200,000

労働時間①5⽉〜10⽉　5:30~7:00及び

8:30~17:30　②11⽉〜4⽉　8:30〜

17:30



⻑野県就業⽀援デスク緊急就業サポート事業「Jobサポ」求⼈情報
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事業所名 所在地 職種 業務内容 PRポイント 就業場所 休日 給与
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形態

必要な資格・経験 時給 特記事項
勤務開始時間 勤務終了時間 ⽉給 〇円〜〇円

606 高坂農園

⻑野県下伊那郡阿智村伍和３

９９８

農業

農作業全般（有機野菜の収穫・出荷、除草、管理など） ⾃然豊かな南信州で⼀緒に有機農業を盛り上げましょう︕

事業所と同じ

希望により対応可

時給

850~95

0

労働時間①5:30~7:00　②8:30〜17:30

午前中のみも可

816 株式会社和田正通信サービス ⻑野県⻑野市稲葉中千⽥2412

auショップス

タッフ（正社

員）

auショップでのショップスタッフのお仕事です。

接客応対・契約⼿続き・電話応対・商品管理等をしていただきます。

 
【未経験者大歓迎】

教育担当の先輩スタッフ（メンター）を中心に約3ヶ月間丁寧に研修しま

す。仕事は無理なく、簡単な業務から徐々に繰り返し⾏って慣れていただき

 
ます。

 
勤務地は⾃宅から通える当社運営auショップ。

昇給（年1回）・賞与（年2回）。

【当社運営auショッ

プ】蓑輪町・飯⽥市

年間休⽇106⽇（⽉8〜9⽇

休む）交代休

月給

正社員

（試用

期間3カ

月有）

普通⾃動⾞運転免許（AT可・

入社後取得可）

9 15 19 10 161,000 220,000

ご不明点などございましたら、お気軽に担当太

田までお問い合わせ下さい。

891 さとう⻭科医院 飯田市鼎中平2000ー2 ⻭科助⼿

⻭科医院受付及び⻭科助⼿

受付業務・電話対応・業者など来客対応

医院内の整理整頓・管理

⻭科医師のアシスタント

様々な道具の準備・片づけ　など

平日は１９時まで、土曜日は１４時までの勤務ですが、

早めに終業することもあります。

残業はほとんどありません。

未経験の方も丁寧に指導させていただきます。

１８︓００以降時給５０円アップです。

所在地と同じ

週休２日

時給

パート
なし

13 45 19 00 950

休日のない週は水曜日と日曜日　休日のある

週は祝日と日曜日　土曜日午後

土曜日は交代制で月２回ほどの勤務です

⼟曜⽇の勤務時間は８︓３０〜１４︓０

０です

毎月第３週か第４週の平日に２連休あり

894 株式会社イイダアックス

⻑野県下伊那郡⾼森町上市⽥

277-1

製造スタッフ

・⼤⼿メーカーの住宅機器、オフィス家具、施設什器、店舗什器他、家具

等の製造を⾏います。

・機械加工工程ではNCボーリング等を使って加工、最終工程では仕上・

組⽴作業を⾏います。

・各⼯程での作業内で、２０ｋｇ程度の荷扱いがある場合があります。

※その他仕事内容の詳細は、面接時に説明します。

・男性⼥性問わず出来る仕事です。

・未経験の方、大歓迎いたします。

本社もしくは、豊丘

工場

土　日　祝日

⼀年単位の変形労働（当社カ

レンダーによる）

月給

正社員

普通⾃動⾞運転免許　必須

経験・知識・技能等　不問

8 0 17 0 150,000 200,000

＜豊丘⼯場＞⻑野県下伊那郡豊丘村神稲

9244-1　⼯場⾒学可能です。

これから技術を習得していける方、未経験者の

方、大歓迎いたします。

896 株式会社三六組

⻑野県飯⽥市本町4丁目7番地

2

技術者

飯⽥下伊那エリアを中⼼に、公共案件や⼀般住宅の施⼯管理を担当し

ていただきます。

事業拡大と次代を担う人材の育成に向けての増員募集です。

未経験からでも成⻑できる環境を⽤意してお待ちしています。

少しでも建設に興味がある方は、ご応募ください。

１．年間休⽇数は８５⽇ですが、⼊社⽉から有給休暇の付与と計画有

給⽇・有給奨励⽇を設けて、⼊社初年度から１１０⽇前後の休みが取れ

ます。

２．慶弔・育児・介護制度を設けるなど、多様な働き⽅をサポートします。

３．未経験者でも大歓迎。業務に必要な資格取得やスキルを、社内教

育や社外研修などでサポートします。規定の資格が取得できれば、取得費

用ならびに手当が支給されます。

４．地域貢献のため、本社周辺や工事現場周辺の環境美化に努めてい

ます。

５．社員同士の親睦を深めるため、駅伝などの各種スポーツ大会への参

加、納涼会や忘年会を定期的に開催しています。

６．社員の健康増進のため、法定健診に加え、毎年「⻭のクリーニング」と

「インフルエンザ予防接種」を実施しています。

７．現場従事の際は、各⼈に社⽤⾞を貸与しています。

⻑野県飯⽥市本町

四丁目7番地2

週休二日制（土、日、祝日、そ

の他）年間休⽇数は８５⽇で

すが、

計画有給日と有給奨励日を設

けており⼊社初年度から１１０

日前後休みが取れます。

月給

正社員

普通⾃動⾞運転免許（ＡＴ限

定可）

パソコン操作（ワード、エクセル）

8 0 17 0 246,000 438,000

職務⼿当︓試⽤期間終了後、能⼒に応じて

⽀給　役職⼿当︓管理職である部⻑〜係⻑

に支給

資格⼿当︓施⼯管理技⼠など規定に準じて

⽀給　現場移動⼿当︓遠⽅の⼯事現場に従

事する場合、移動時間に応じて支給

その他︓扶養⼿当、携帯電話補助⼀律２，

０００円等

923 株式会社IOS 下伊那郡松川町

農業用ハウ

ス建築

農業用のパイプハウスや、温室ハウスを建てたり、ビニールの張り替え工事

を⾏います。

未経験者歓迎　技術と経験を積んで昇給していきます

会社に集合して、現

場へ向かいます

月8日位

月給

正社員
普通⾃動⾞免許

8 00 17 00 220,000 286,000

927

株式会社バロー（障害者雇

用）

名古屋市中村区名駅1-16-21

名古屋三井物産ビル3F

バックヤード

作業・品出し

・農産部門︓バックヤードで果物野菜の加⼯。売り場での品出し業務

・⽇配グロサリー部門︓売り場で商品の品出し業務

・⽔産部門︓バックヤードで⿂等のパック詰め（簡単な作業から）売り場

での品出し業務等

⻑野県内（９店

舗）

・週休２日シフト制（土日祝・

お盆・年末はなるべく勤務してい

ただける方）

時給

パート

・スーパーマーケットの仕事に興味

がある方

・⾃宅通勤できる⽅

・週２０時間以上の勤務が可能

な方

・支援機関にご登録があり実習し

ていただける方

849

・週５日、1日７時間勤務（各種保険・昇

給・賞与・組合加⼊・お買い物割引等制度

有）

・週５日、1日４時間勤務（各種保険・昇給

有・お買い物割引等制度有）

943 アデコ株式会社　⻑野オフィス

⻑野県⻑野市南千歳１丁目１

２－７ 新正和ビル６Ｆ

（契）自治

体・各種団

体連携員

　（全地域・

リモート勤務

歓迎）

経験よりも興味と⾏動意欲を⼤切にしているポジションの募集です

就業⽀援事務局内のお仕事（２０代〜５０代まで活躍中のお仕

事）

・各⾃治体や求職関連、求⼈関連の団体訪問（現状把握や就職率向

上の打ち合わせ、就業イベント企画・実施）

・求人取り次ぎ団体への訪問、連携

・求⼈企業への求職者紹介、求⼈情報の開拓

電話やメール、レンタカーや公共交通機関での移動がござます。 　　直

⾏・直帰や居住地域（⾃宅）からのリモート勤務もいただけます。

⻑野県の失業者・求職者⽀援に携わり、産業課題・地域課題に取り組

み、活動を通して未来の信州づくりを⼀緒に⾏いましょう。

事業所所在地と同

じ（全地域・リモー

ト勤務歓迎）

土曜日，日曜日，祝日

週休⼆⽇制︓毎週

時給

契約社

員

【必須】自治体や各種団体、企

業訪問に抵抗が無い方 　　【必

須】普通⾃動⾞運転免許（Ａ

Ｔ限定可）

【いずれか】自治体・関係団体との

連携経験または就業イベントの企

画・運営経験

【尚可】ｉｐｈｏｎｅの基本操

作 　　　Ｏｆｆｉｃｅ３６５

（Ｔｅａｍｓ利⽤）

【PCスキル】Ｅｘｃｅｌ︓グラフ

の作成・編集、表の作成・編集、

簡単な集計 　　ＰｏｗｅｒＰ

ｏｉｎｔ︓既存スライドの修正、

画像・表の挿入

9 00 17 30 225,000 225,000 1,500

・在宅勤務・リモートワークを取り⼊れており、必

要に応じ柔軟に対応します。

・ご家庭の都合やご本人の希望により時短勤

務の柔軟な対応を致します。

・マイカー通勤︓不可

【上伊那・木曽エリア】

NO.
事業所名 所在地 職種 業務内容 PRポイント 就業場所 休日 給与

雇用

形態

必要な資格・経験 時給 特記事項

186 ケイエス技研株式会社 駒ヶ根市飯坂13338

製品運搬業

務

⾃動⾞関連部品の運搬

駒ヶ根市内

 
週休二日

時給

フルタイム
普通免許

8 00 17 00 950

462 セントラルソーシング株式会社 伊那市狐島

有料職業紹

介業

一般労働者派遣事業（派）20-060004

業務請負事業

有料職業紹介事業 20-ユ-30016

正社員登用の会社もご紹介できます。

弊社は伊那市に本社があり、⻑野県内ですと飯⽥市、諏訪市にも⽀店が

あります。

男⼥不問。お仕事お探しの⽅、ご相談ください。

上伊那

土、日他

時給

派遣社

員

不問

8 00 17 30 1,100

製造業などの仕事が多いです。

338 トラビスジャパン株式会社 箕輪町、⾼森町、⻑野市 バス運転手

貸切バス、路線バスの運転⼿を募集します。

２種免許をお持ちでない⽅でも取得制度を利⽤して取る事が出来ます。

同時に本社勤務の経理担当者も募集します。

未経験者でも可能です。

 
バス運転⼿は⼥性も⼤歓迎です。

箕輪町⼜は⾼森町

週休２日ですが当社カレンダー

によります。

月給

正社員

 
２種免許あればなお良し

経理未経験者でも可

9 00 18 00 180,000 250,000

勤務開始時間 勤務終了時間 ⽉給 〇円〜〇円



⻑野県就業⽀援デスク緊急就業サポート事業「Jobサポ」求⼈情報

掲載求人への応募をご希望の方は、JobサポHPより「就業相談申込み」へお進みください。なお、お申込の際には、応募ご希望の求人No.をお知らせください。

NO.
事業所名 所在地 職種 業務内容 PRポイント 就業場所 休日 給与

雇用

形態

必要な資格・経験 時給 特記事項
勤務開始時間 勤務終了時間 ⽉給 〇円〜〇円

339 トラビスジャパン株式会社 箕輪町、⾼森町、⻑野市 経理担当者

貸切バス、路線バスの運転⼿を募集します。

２種免許をお持ちでない⽅でも取得制度を利⽤して取る事が出来ます。

同時に本社勤務の経理担当者も募集します。

未経験者でも可能です。

 
バス運転⼿は⼥性も⼤歓迎です。

箕輪町⼜は⾼森町

週休２日ですが当社カレンダー

によります。

月給

正社員

 
２種免許あればなお良し

経理未経験者でも可

9 00 18 00 180,000 250,000

414 株式会社　甲州屋

⻑野県⽊曽郡⽊曽町福島

1788-2

業務

*加⼯場内におけるアルミサッシの加⼯業務（主にアルミ建具の組⽴てを

します。注⽂に応じたサイズに加⼯し組⽴ます。）

*資材の搬入・取付・施工

*ガラスの入替え・建て込み・鍵の取替え等細かな作業があります。

経験者優遇

木曽郡内　他

 
日　祝日　その他

週休二日制（変則制）

月給 時

給

正社員
知識・技能　不問

8 00 17 30 200,000 300,000 9,000

*就業時間・仕事の内容等については面接時

に詳しく説明します。

・作業開始８時には朝礼を⾏います。・枠やガ

ラスの切断等の作業があります。・エクステリア・

カーポート等も取扱います。

*正社員以外でも相談に応じます。

209 株式会社Kanada ⻑野県伊那市狐島4051 電器通信業

ケーブルテレビ工事全般

農業

事務員

⻑野県内・⽇本全

国

週休二日制（繁忙期は土曜

日・日曜日どちらか出勤をお願い

してます）

月給

正社員

普通⾞免許（中型⾞免許があ

 
れば優遇）

8 00 17 00 150,000 400,000

23 株式会社あい愛

⻑野県⽊曽郡上松町⼤字⼩川

2050-5

管理者

介護職

勤務日、時間など相談可能。未経験者歓迎。資格手当あり。夜勤のみの

勤務可。

あい愛塩尻・あい愛

ケアセンター

週休二日制、シフト制

月給 時

給

正社員・

パート

特になし

8 30 17 30 160,000 235,000

453 株式会社ナンシン

⻑野県上伊那郡飯島町飯島

739

電気機器の

組⽴管理

⼿⼯具を⽤いて電気機器の組⽴を⾏なう仕事です。

他の作業者のリーダーとして指導を⾏う⽴場です。

最初は現場で経験を積んでいただき、2年程度でリーダーになっていただき

たいです。

上伊那郡飯島町

土曜日、日曜日、その他会社カ

レンダーによる

週休2日制

月給

正社員
不問

8 20 17 15 170,000 250,000

棚卸月等の特別超過時間　月100時間以内

356 株式会社マルシンフーズ

⻑野県伊那市⻄箕輪3900-

162

食品加工・

卸売業

製造工場の仲間とチームを編成し、ドライフルーツなど、農産乾物及び海

産乾物の袋詰め・パック詰め作業をしてもらいます。

明るい社風の中、他のスタッフ皆んなと⼒を合わせ、お客様が求める商品

創りを⼀緒に追求していきます。重い原料のセット作業が多々あり、体⼒

も必要とされます。

正社員希望の男性を1名募集します。

年間休⽇105⽇

年１回の昇給と、年２回の賞与があります。

伊那市⻄箕輪

日曜祝日　土曜日は隔週お休

みです

月給

正社員
普通⾃動⾞免許

8 30 17 30 180,000 240,000

⼥性が多数活躍している製造⼯場です。男⼥

の垣根を飛び越えて、チーム一丸となって物創

りが出来る男性を1名求めております。

家族のため、仲間のため、お客様のために一緒

に頑張りましょう︕

340 株式会社北川製菓 駒ケ根市赤穂14-329

ドーナツの品

質管理

当社が製造するドーナツを中⼼とした半⽣菓⼦。管理職として、これらの商品の品質

管理全般を担当し、安全な商品を全国にお届けします。

具体的には　◇製造⼯場での商品の品質管理　◇品質問題への対応　◇監査の対

応　　ほか　今回は課⻑職以上での採⽤です。　管理職として品質管理のスタッフをま

とめる業務もお任せします。

これまでの品質管理の経験を活かし、さらに品質を向上させるために、積極的に発⾔し

てください。

中央アルプスと南アルプスの２つの山脈に抱かれた豊かな自然を持つ地域

で⾷品製造を⾏う当社。ドーナツを中⼼に半⽣菓⼦の製造で、⻑野県はも

とより全国のお客様から高い評価をいただいてきました。

そんな当社が、さらなる業務拡大に向けて、新たな人材を増員募集します。

あなたの商品開発の実務経験を存分に発揮できる環境をご用意。ぜひ当

社で、さらなるヒット商品の開発に取り組んでいきましょう。

上伊那郡宮田村

1934-5

 
原則週休二日

毎月最終土曜日はメンテ、棚卸

などのため出勤日となっています。

また当社カレンダーにより土曜日

の出勤日が数日あります。

月給

正社員

 
⾷品の品質管理経験

FSSCなどのマネジメントシステムの

理解があれば尚可

8 00 17 30 250,000 350,000

≪課⻑職以上での採⽤︕≫ ◎⾷品関連の品

質管理経験をお持ちの⽅ ◎要マネジメント経

験 ※U・Iターンも歓迎です。≪歓迎する経験≫

必須ではありません　○菓子製造での品質管

理の経験　○FSSC22000、ISO22000、

HACCPなどの取得・維持の経験

≪こんな⽅はぜひ︕≫☆さらに⾼いスキルを⾝に

つけたい⽅　☆⻑く活躍していきたい⽅　☆将

来的に会社の幹部を目指したい方

≪課⻑職以上で採⽤します≫今回の募集は、

マネジャーの募集です。品質管理の現場を先

頭に⽴って引っ張り、全国の消費者に当社の

商品を届けるために、あなたの経験を活かして

いってください︕

341 株式会社北川製菓 駒ケ根市赤穂14-329

機械オペレー

ター・機械整

備

菓⼦類の製造⼯程で使⽤する機械類の操作や管理をお願いします。

将来的にはパートタイマーや実習⽣の監理監督、指導も担当していただ

き、チームをまとめていっていただくことも視野に入れております。

中央アルプスと南アルプスの２つの山脈に抱かれた豊かな自然を持つ地域

で⾷品製造を⾏う当社。ドーナツを中⼼に半⽣菓⼦の製造で、⻑野県はも

 
とより全国のお客様から高い評価をいただいてきました。

 
そんな当社が、さらなる業務拡大に向けて、新たな人材を増員募集します。

あなたの商品開発の実務経験を存分に発揮できる環境をご用意。ぜひ当

社で、さらなるヒット商品の開発に取り組んでいきましょう。

上伊那郡宮田村

1934-5

 
原則週休二日

毎月最終土曜日はメンテ、棚卸

などのため出勤日となっています。

また当社カレンダーにより土曜日

の出勤日が数日あります。

月給
正社員

普通⾃動⾞免許

8 00 17 30 160,000 250,000

将来的に管理職を目指していただける⽅を歓

迎します。

≪こんな⽅はぜひ︕≫☆さらに⾼いスキルを⾝に

つけたい⽅　☆⻑く活躍していきたい⽅　☆将

来的に会社の幹部を目指したい方

405 株式会社北川製菓 駒ケ根市赤穂14-329

機械オペレー

ター・機械整

備

菓⼦類の製造⼯程で使⽤する機械類の操作や管理をお願いします。

将来的にはパートタイマーや実習⽣の監理監督、指導も担当していただ

き、チームをまとめていっていただくことも視野に入れております。

上伊那郡宮田村

1934-5

原則週休二日。ただし会社カレ

ンダーにより毎月最終土曜日な

ど出勤日となっている土曜日もあ

ります。

月給
正社員

普通⾃動⾞免許（通勤⽤）

食品製造メーカーなどでの工場の

機械操作の経験、また機械のメン

テナンスの経験があれば尚可

8 00 17 30 160,000 250,000

当社はドーナツなど半生菓子を製造していま

す。問屋やスーパーマーケット、コンビニ、生協

などの販路を多く開拓してきました。

「信州牧場のドーナツ」「信州牧場のあんドーナ

ツ」など、“信州牧場シリーズ”が当社の代表商

品です。全国各地の消費者に信州発の商品

をお届けするために⼀緒に働きませんか︖

「こんな⽅はぜひ︕」・さらに⾼いスキルを⾝につ

けたい⽅・⻑く活躍していきたい⽅・将来的に

会社の幹部を目指したい方

199 坂本屋生コン株式会社

上伊那郡⾠野町⼤字⾚⽻386

番地

運輸業務

プラントで製造した⽣コンクリートを、アジテータ⾞（⽣コン⾞）に積み込

 
み、建設現場に運搬し荷卸しをする一連の業務。

⽣コン⾞の洗浄、管理業務。

 
JIS（日本産業規格）適合性認証工場。

 
男⼥・年齢・経験不問。

 
⼤型免許保持者優遇。（社内免許取得制度あり）

上伊那郡⾠野町⼤

字赤羽386番地

変形労働時間制（1年単

 
位）。

基本的には、国⺠の休⽇、⽇曜

⽇、第⼆・第四⼟曜⽇、年末年

始お盆等、年間100〜101⽇

の休日。

月給
正社員

中型運転免許

8 00 17 00 190,000 270,000



⻑野県就業⽀援デスク緊急就業サポート事業「Jobサポ」求⼈情報

掲載求人への応募をご希望の方は、JobサポHPより「就業相談申込み」へお進みください。なお、お申込の際には、応募ご希望の求人No.をお知らせください。

NO.
事業所名 所在地 職種 業務内容 PRポイント 就業場所 休日 給与

雇用

形態

必要な資格・経験 時給 特記事項
勤務開始時間 勤務終了時間 ⽉給 〇円〜〇円

188 山一建設株式会社

⻑野県⽊曽郡上松町⼤字⼩川

2272

建設土木作

業員

 
・土木工事における現場作業

 
・建築工事における現場作業

・下水道工事における現場作業

 
・未経験者歓迎

 
・⼊居可能住宅（単⾝⽤・世帯⽤）あり

・年齢、男⼥不問

木曽郡内

・日　祝日・週休2日制　その他

・年間休⽇表（会社カレン

ダー）による・お盆休み・年末年

始

月給

正社員・

アルバイト

普通⾃動⾞運転免許（AT限定

不可）

8 00 17 00 230,000 345,000

・当社では、木曽郡内で公共土木・建築設計

施工・水道工事業を、伊那市近郊及び木曽

郡内では、ハウスメーカー「サラサホーム信州」と

して住宅の建築を⾏っています。

・業務上必要とする各種資格は、費用全額会

社負担にて取得できます。

・社員旅⾏（1〜2年に1回、1泊2⽇）・社

18

社会福祉法人しなのさわやか福

祉会

⻑野県上伊那郡宮⽥村4804-1 介護職員

施設を利⽤する⾼齢者への介護サービスの提供

無資格者・未経験者応募可︕働きながら国家資格取得が出来ます。資

 
格取得に必要な研修費⽤は全額法⼈負担で︕　

24時間365日高齢者の生活を支える仕事ですので交代勤務があります。

複合福祉施設プラ

ムの⾥

1ヶ月変形労働制

月給
正社員

不問・介護福祉⼠等の資格があ

れば優遇

8 30 17 30 172,800 329,500

応募前に施設⾒学も対応できます。相談下さ

い。

17 社会福祉法⼈⾳葉会

⻑野県上伊那郡⾠野町⼤字伊

那富6333-2

介護職

　⽼⼈福祉施設（特養定員29名、短期⼊所定員11名）における介

護業務全般を⾏います。着替え、トイレ、⼊浴、⾷事、レクレーションなど

⽇常⽣活における介護業務です。職員はシフトを組み24時間体制で利

⽤者のケアを⾏います。ただし⾷事や排泄といった「介助」のみではなくその

人を明るく元気にすること、笑顔にすることを一番の目的に介護の仕事を

⾏っています。

・基本は夜勤できる方募集ですが、日勤帯のみの方も応相談可です。

・年齢は18歳〜65歳までの⽅が応募可能です。

・無資格・未経験者可能です。教育制度、資格取得制度あります。ご相談

ください。

・給与には基本給の他資格手当や処遇改善手当等もあります。詳細はハ

ローワークや当法人HPをご覧ください。

同上

シフト制、月の休みが平均して9

⽇あります。年間休⽇は108⽇

です。月に3日まで希望休をとっ

ていただくことができます

月給

正職員

 
不問

介護福祉士をお持ちの方優遇し

ます。

8 30 17 30 171,300 191,000

・勤務時間はシフトのため8︓30〜17︓30以

外に下記の勤務時間があります。7︓00〜

16︓00　10︓00〜19︓00　11︓00〜

20︓00　夜勤16︓50〜翌9︓50（夜勤

手当あり）

・日々の残業はほぼありませんが、月に合計2

時間程度の残業が発⽣する場合があります。

455

社会福祉法人上伊那福祉協

会

⻑野県伊那市美篶7164-1 介護職

高齢者及び障害者の介護支援業務

 
・経験者優遇いたしますが、無資格・未経験者も可

 
・シフト制の勤務が可能な方

上伊那郡内

 
年間休⽇１２０⽇

シフト制

月給

正規職

員

 
不問

介護資格あれば尚可

8 30 17 30 180,000 251,700

・給与の中には、処遇改善手当も含まれてい

 
ます。

・応募前に⾒学を兼ねて、ご説明をさせていた

だきます。ご不明な点など、お気軽にご相談くだ

さい。

217 ⻑野県製薬株式会社

⻑野県⽊曽郡王滝村此の島

100-1

薬剤師

製造管理者、または統括製造販売責任者の関連業務

 
・経験者優遇します

⻑野県⽊曽郡

完全週休2⽇制　年末年始休

暇　夏季休暇　祝日に関しては

会社カレンダーによる

月給

正社員
薬剤師

8 30 17 15 286,000 358,000

不明点等有りましたら、お気軽にご質問くださ

い。

416 有限会社　河口工業

⻑野県上伊那郡⾠野町⼤字伊

那富７３５３－２

アルミニウム

の鍛造と切

削

プレス作業 3名

品質管理　2名

NC、MC加工　2名

経理総務係　2名

未経験者歓迎

⻑野県上伊那郡⾠

野町大字伊那富７

３５３－２

105日＋計画休業5日＝110

日

有給休暇別途あり

月給

正社員
⾃動⾞運転免許証

8 30 17 30 190,000

真⾯目で⻑期勤めていただける⽅を募集いた

します。

ご連絡お待ちしております。

電話0266-43-3111へご連絡下さい

517

株式会社⻑野県中⽇サービス

センター

⻑野県上伊那郡南箕輪村三本

木原8304-223

営業職

中日伊那ホームニュース（自社媒体）への広告営業及びその他営業

上伊那郡南箕輪村

会社カレンダー（土日祝日）

月給

契約社

員

PCスキル（エクセル、ワード）

9 00 18 00 172,000 201,000

519 盛木材 ⻑野県伊那市⾼遠町⼭室26 林業

森林整備事業　特殊伐採事業　⽊材加⼯事業 未経験者歓迎

⻑野県伊那市⾼遠

町山室26

週休2日制　祝、祭日

月給

正社員
普通運転免許

8 00 17 00 150,000 180,000

548 セントラルソーシング株式会社 ⻑野県伊那市 製造職

板⾦の切断

将来正社員も目指せます。

働きやすい職場です。

上伊那郡箕輪町中

箕輪

土・日他

会社カレンダーによる

時給

派遣社

員

普通⾃動⾞免許

8 20 17 20 1,150

549 セントラルソーシング株式会社 ⻑野県伊那市 倉庫内作業

倉庫内にて、ピッキング作業 倉庫内ですが、暖房もあり、働きやすい職場です。

上伊那郡南箕輪村

 
土・日他

会社カレンダーによる

時給

派遣社

員

普通⾃動⾞免許

13 00 22 00 1,200

578

SBSゼンツウ株式会社　伊北営

業所

⻑野県上伊那郡箕輪町中箕輪

8040-1

コープ（生

協）の宅配

ドライバー

毎週同じ曜⽇に同じお宅を訪問し「新鮮な⾷料品」「⽇⽤雑貨」

「⾐料品」など⽣活⽤品をお届けします。配達先が不在の場合で

も、決められた場所にお届けすれば大丈夫。再配達の心配もあり

ません。全⾞オートマ、バックモニターやドライブレコーダーも

装備で、未経験の方でも正社員として活躍できる環境です。

ドライバーの仕事では割と珍しく、土日完全週休2日制、日勤のみの勤務

形態です。土日は確実に休みがとれるので、

プライベートと仕事のメリハリ、家族や友達との時間、趣味に費やす時間もつ

くりやすいのはメリットです。

コープ（生協）で取り扱うのは、美味しくて身体にいい食品をはじめ、生活

雑貨など、普段の生活でも身近な商品ばかり。

⼀度は目にしたことがあるアノ商品や、⾃分も愛⽤している商品もきっとある

はず。だからこそ、親しみやすく、地域の方の生活に欠かせない商品をお届け

するやりがいを感じることができます。

最初は助手席から、先輩ドライバーについて仕事を覚えていただく同乗研修

期間を用意しています。運転をはじめ、荷台内の作業、接客面などひとつひ

とつ覚えていただきます。

地域ごとに同期の仲間と顔を合わせる新入社員研修もあります。現在活躍

中のドライバーもほとんどは未経験からのスタートです。

◇仕事の最大のやりがいは、配達先の組合員様から『今日もありがとう』と

言っていただけることです。"ありがとう"は、言われた人も言った人も、

みんなが気持ち良くなるとても素敵な魔法の⾔葉です。「地元で活躍でき

る」「人に感謝される」そんな"ありがとう"と言われる仕事です。

⻑野県上伊那郡箕

輪町中箕輪8040-

1

完全週休2日制（土・日）

年始（会社スケジュールによ

る）

月給

正社員

⾃動⾞運転免許(準中型以上

/AT限定可)

※年齢制限の理由

　⻑期勤続によるキャリア形成(省

令3号のイ)

8 00 17 00 222,140

給与には、固定残業代 6万7,140円含む

(60h分) ※超過分は別途支給

＜就業場所について＞

2021年3⽉22⽇より、⻑野県上伊那郡箕輪

町三日町1396-2（新センター）に移転予

定



⻑野県就業⽀援デスク緊急就業サポート事業「Jobサポ」求⼈情報

掲載求人への応募をご希望の方は、JobサポHPより「就業相談申込み」へお進みください。なお、お申込の際には、応募ご希望の求人No.をお知らせください。

NO.
事業所名 所在地 職種 業務内容 PRポイント 就業場所 休日 給与

雇用

形態

必要な資格・経験 時給 特記事項
勤務開始時間 勤務終了時間 ⽉給 〇円〜〇円

665 株式会社バロー

岐⾩県多治⾒市⼤針町６６１

－１

スーパーでの

魚商品の品

出し加工

主にお魚商品の値付け、パック詰め、品出し、清掃業務。

接客が好きな方はお客様への接客もお願いしたいです。

〇誰でもできる簡単な作業から丁寧に指導いたします。

〇⾯接時に職場⾒学も可能です。

<働き方>

バロー伊那境店

【フルタイムパート】

1.勤務時間:1⽇7時間程度   2.勤務⽇数:週5⽇程度   3.⽇祝　時給

100円増   4.賞与年2回有り

⻑野県伊那市境

8566番地

週休2日制　シフト制

時給

パートタイ

マー

不問

7 30 15 30 870

666 株式会社バロー

岐⾩県多治⾒市⼤針町６６１

－１

⻘果コーナー

スタッフ

 
お野菜や果物の品出し、簡単な加工、値付けや片付けなど

 

 
〇誰でもできる簡単な作業から丁寧に指導します。　　　

〇⾯接時に職場⾒学可能です。

<働き方>

【フルタイムパート】

1.勤務時間:1⽇7時間程度　2.勤務⽇数:週5⽇程度　3.⽇祝　時給

100円増　4.賞与年2回有り

土日祝勤務できる方歓迎

バロー伊那境店　⻑

野県伊那市境

8566番地

週休2日　シフト制

時給

パートタイ

マー

不問

8 00 16 00 870

667 株式会社バロー

岐⾩県多治⾒市⼤針町６６１

－１

お肉商品の

品出し

 
⼯場で出荷されたお⾁の品出し陳列、

 
簡単な加工作業、

 
値札シールはり、

 
片付けなど

〇誰でもできる簡単な作業から丁寧に指導します。

【フルタイムパート】

1.勤務時間:1⽇7時間程度　2.勤務⽇数:週5⽇程度　3.⽇祝　時給

100円増　4.賞与年2回有り

※⼟⽇祝は⽉半分程度勤務できる⽅歓迎

バロー伊那境店　⻑

野県伊那市境

8566番地

週休2日　シフト制

時給

パートタイ

マー

不問

7 30 15 30 870

668 株式会社バロー

岐⾩県多治⾒市⼤針町６６１

－１

ベーカリース

タッフ

 
バロー店内のベーカリー部門

 
（北欧倶楽部）でのお仕事です。

 
未経験からでも活躍することができます。

 
パン作りの知識も⾝につき、パンが好きな⽅にはピッタリの

お仕事です。お気軽にご応募ください♪

【フルタイムパート】

1.勤務時間:1⽇7時間程度　2.勤務⽇数:週5⽇　3.⽇祝　時給100円

増　4.賞与年2回有り

[1]8:00〜16:00

※土日祝勤務できる方歓迎

バロー伊那境店　⻑

野県伊那市境

8566番地

週休二日制、シフト制

時給

パートタイ

マー

不問

8 00 16 00 890

670 株式会社バロー

岐⾩県多治⾒市⼤針町６６１

－１

⻘果担当

 
お野菜や果物の品出し、簡単な加工、値付けや片付けなど

 

 
〇誰でもできる簡単な作業から丁寧に指導します。　　　

 
〇⾯接時に職場⾒学可能です。

※土日はどちらか出勤可能な方

【短時間パートタイマー】

1.勤務時間:4時間程度

2.勤務⽇数:週4〜5⽇程度

3.扶養内勤務可

バロー伊那境店　⻑

野県伊那市境

8566番地

週休二日制、シフト制

時給

パート
Wワーク不可

8 00 12 00 870

671 株式会社バロー

岐⾩県多治⾒市⼤針町６６１

－１

スーパーマー

ケットの店舗

運営

入社後は部門スタッフとして水産・農産部門を担当。 ※配属部門は本

人の適性、希望を考慮します。▼その後部門チーフとして売場レイアウトの

 
計画、数値管理、発注業務、部門スタッフの育成など部門責任者に。▼

更に店⻑・バイヤー・本部スタッフなどへキャリアアップも可能

◆勤務時間

週平均40時間以内のシフト制　※勤務時間は店舗により異なる

◆休日・休暇

原則　週休2⽇（⽉8〜9⽇）/年間113⽇

※ワークライフバランス休暇、年次有給休暇　慶弔休暇ほか

バロー伊那境店　⻑

野県伊那市境

8566

原則　週休2⽇（⽉8〜9⽇）

 
/年間113⽇

※ワークライフバランス休暇、年

 
次有給休暇

慶弔休暇ほか

月給

正社員

⼩売業にて、鮮⿂・⻘果部門勤

務の経験をお持ちの方

7 00 16 00 212,000 318,000

677 株式会社バロー

岐⾩県多治⾒市⼤針町６６１

－１

総合職

・地域密着の食品スーパーマーケットでの接客、販売のお仕事です

・商品の陳列、加⼯や売場作りを通じて、様々な知識・技術が⾝に付き

ます。入社時研修、ＯＪＴ、部門別研修など、充実した

　研修体制でスキルアップが出来、やりがいを持って働くことができます。

・担当者から部門全体を任せられるチーフへとキャリアアップ。その後、本人

の希望や適性に合わせて店⻑やバイヤーを目指していきます。

バロー南松本店・笹

部店・⾠野店

原則　週休2⽇（⽉8〜9⽇）

 
/年間113⽇

※ワークライフバランス休暇、年

 
次有給休暇

慶弔休暇ほか

月給

正社員

⼩売業にて、鮮⿂・⻘果部門勤

務の経験をお持ちの方

7 00 16 00 212,000 318,000

729 シセイ工業株式会社 駒ケ根市赤穂6430 製造業

機械加⼯及び管理

空気圧機器部品の製造と管理業務をしていただく仕事です。

具体的には下記の仕事を担当していただきます。

・プレス機、ボール盤を使用した簡単な機械作業

・ヤスリ等を使用し加工された部品のバリ取り作業

・機械加⼯作業習熟にともない、納期管理及び⼯数管理の管理業務も

⾏っていただきます。

 
具体的な仕事の進め方、経験のない方には丁寧に指導いたします。

他業種からの転職者が多く活躍しています。安定した製造現場で収入を得

 
られるので休日は趣味や家族との楽しい時間が過ごせます。

駒ケ根市

週休二日制（会社カレンダーに

よる）

月給

契約社

員

 
不問

製造業の経験者は優遇します

8 15 17 15 160,000 180,000 950

739 ⾦⼦⼟建 株式会社 ⽊曽郡⼤桑村⻑野2991-2 建設作業員

〇⼟⽊⼯事に係る現場作業・⼯事内容は公共⼯事(道路・河川等)が

主となります

木曽郡内

日　祝日　その他　会社カレン

ダーによる※第２土曜日は休日

年末年始　お盆休暇

月給
正社員

普通⾃動⾞免許

8 00 17 00 226,000 316,400

760 Ｉ．Ｂ⾃動⾞⼯業株式会社 ⻑野県伊那市⻄町5093番地 ⾃動⾞整備

⼩型〜⼤型⾃動⾞点検整備

未経験者でも資格取得会社負担で可能

⾞の好きな⽅、営業等⼈前に出る仕事が嫌いでコツコツ機械と向き合う仕

事が好きな方気軽にご相談下さい

伊那市or箕輪町

シフト制

月給

正社員

普通運転免許（ＡＴ限定不

可）

⾃動⾞整備⼠資格あれば尚可

8 30 17 10 162,500 240,000

804 有限会社大三ロジテック

⻑野県上伊那郡箕輪町中箕輪

６５９７

一般貨物自

動⾞運送事

業

地場・中距離県内配送業務

法人、会社を顧客とした配送業務です。

1⽇当たりの荷下ろし先は1〜2件程度で、体⼒に⾃信のない⽅でも⻑期

的に働ける環境です（現在65歳以上の⽅や⼥性も活躍しておりま

す。）

中⻑距離で稼ぎたいという⽅も歓迎です。

休みは3日前に申告してもらえればOK!

⻑野県上伊那郡箕

輪町中箕輪

変則８時間労働勤務制

月給

正社員
大型運転免許・経験者

8 30 17 30 200,000
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雇用

形態

必要な資格・経験 時給 特記事項
勤務開始時間 勤務終了時間 ⽉給 〇円〜〇円

825 株式会社　印刷工房ハラダ

⻑野県上伊那郡箕輪町中箕輪

2675-1

建築現場

シート・横断

幕　製作業

・建築現場シートや横断幕の製作作業。

・工業用ミシンによるシートの縫製。ハトメ加工等。

・adobe イラストレーター　ソフトでのデータ校正。

・⼤型出⼒機での出⼒業務

・正社員での採用希望。（パートタイムでも応相談）

・残業は基本的にはありません。

・昇給あり。賞与あり。

・Adobe Illustrator が使える方歓迎。

・⼩さな現場シート製作会社ですが、少数精鋭で効率の良い仕事と、お客

様に喜ばれる丁寧な製品づくりを心掛けています。

残業がほとんどないので、プライベート時間も充実できると思います。一緒に

頑張りましょう。

弊社ウェブサイト　https://www.hrdtec.net/

上伊那郡箕輪町

（転勤なし）

⼟⽇祝⽇、年末年始、ゴールデ

ンウィーク、お盆など⻑期連休あ

り。

月給

正社員

・Adobe Illustratorが使える

・ウェブサイトが多少いじれる。

・工業用ミシンでの縫製作業、高

周波溶着器での溶着作業など、

ターポリンシートの加工作業を丁

寧に⾏える⽅。

・普通⾃動⾞免許

8 00 17 00 240,000 260,000

848 セントラルソーシング株式会社 ⻑野県伊那市狐島3836-1 製造業

半導体製造装置関連の組⽴

伊那市

土・日他

時給

派遣社

員

不問

8 00 17 00 1,150

862 企業組合山人 ⻑野県伊那市福島1147-2 林業

 
森林伐採

 
特殊伐採

 
⼭林整備

素材生産

⻑野県伊那市福島

日曜、会社カレンダーによる

月給

正社員

普通⾃動⾞運転免許（AT限定

不可）

8 00 17 00 160,000 180,000

868 ひのき精香株式会社

⻑野県⽊曽郡上松町駅前通り2-

8

林業

素材⽣産、造林

事業所と同じ

日曜、土曜

月給

正社員
普通⾃動⾞免許（AT限定可）

7 00 16 00 180,000

給与に家賃代含む

天候により始業・終業の時刻が１時間程度ず

れる場合があります

870 木曽協和産業株式会社

⻑野県⽊曽郡上松町⼤字上松

367-1

林業

現場作業員、（伐採、集材等）

・未経験でも一から教育させていただき、楽しく仕事ができる環境づくりをして

います

事業所と同じ

⽇曜、祝祭⽇（天候により異な

る場合あり）

日給月

給

正社員

・AT限定免許所持者は要相談

・経験者優遇

7 30 17 00 270,000 360,000

・試用期間3か月後正社員登用

・経験者優遇　・賃⾦は経験、技術を考慮し

て決定

875 ⽊曽南部森林組合

⻑野県⽊曽郡⼤桑村⼤字野尻

160-27

⼭林労務

造林業務・・地拵、植林

育林事業・・下刈、除伐、間伐

林産事業・・伐倒、集材、運材

その他　・・⽀障⽊伐採、森林調査（原⽊の径、⻑さ）

・２〜３班に分かれての⼭林労務となります

⽊曽の森林で働いてみませんか︕

上松町〜⼤桑村

日曜、祝祭日、第2、第4土曜

会社カレンダーによる　　天候に

より休みになることもあります

日給

正社員
高卒以上

7 30 17 00 176,000 220,000

・新規就業者は「緑の雇用」事業を活用し、3

年間の研修を⾏うことができます。

・定年は満65歳（再雇⽤あり）

・⽇給制8,000〜10,000円

876 ⽊曽南部森林組合

⻑野県⽊曽郡⼤桑村⼤字野尻

160-27

林業技術職

員

・⼭林測量、森林調査、現場管理、監督 　・県、町村への補助申請

（パソコン使⽤） 　・森林所有者への森林整備、誘導

　・その他の付随業務 　　・現場６割、事務４割の業務となります

＊業務を修得するまでは業務補助員として従事していただきます

⽊曽の森林で働いてみませんか︕

事業所と同じ

土曜日，日曜日，祝日，その

他

月給

正社員

普通⾃動⾞運転免許︓必須

（ＡＴ限定不可）

パソコン（ワード・エクセル）の基

本操作

8 15 17 15 150,600 250,000

★応募希望の方は、事前に応募書類を郵送

又は持参して下さい。

　書類到着後３日以内に書類選考結果・面

接日時をご連絡します

897

ＯＲＧＡＮＩＣ　ＦＡＲＭ８

８　林　亮

⻑野県伊那市⾼遠町藤澤４０

１８

農業・農産

加工・酒類

製造

トマト、ミニトマト、ズッキーニ、⼤⻨、ホップ他の⽣産、出荷、販売、配達

業務

農産加工（クラフトビール）の生産、販売

事業所と同じ

週休⼆⽇制　６〜９⽉の農繁

期は週休１⽇【⻑期休暇】

・年末年始︓１５⽇程度・Ｇ

Ｗ︓３⽇程度・夏季︓３⽇程

度

時給

パートア

ルバイト

パソコン操作必須（Ｗｏｒｄ、

Ｅｘｃｅｌ）

8 00 17 30 146,880 155,520

850~90

0

928

株式会社バロー（障害者雇

用）

名古屋市中村区名駅1-16-21

名古屋三井物産ビル3F

バックヤード

作業・品出し

・農産部門︓バックヤードで果物野菜の加⼯。売り場での品出し業務

・⽇配グロサリー部門︓売り場で商品の品出し業務

・⽔産部門︓バックヤードで⿂等のパック詰め（簡単な作業から）売り場

での品出し業務等

⻑野県内（９店

舗）

・週休２日シフト制（土日祝・

お盆・年末はなるべく勤務してい

ただける方）

時給

パート

・スーパーマーケットの仕事に興味

がある方

・⾃宅通勤できる⽅

・週２０時間以上の勤務が可能

な方

・支援機関にご登録があり実習し

ていただける方

849

・週５日、一日７時間勤務（各種保険・昇

給・賞与・組合加⼊・お買い物割引等制度

有）

・週５日、一日４時間勤務（各種保険・昇

給有・お買い物割引等制度有）

942 アデコ株式会社　⻑野オフィス

⻑野県⻑野市南千歳１丁目１

２－７ 新正和ビル６Ｆ

（契）自治

体・各種団

体連携員

　（全地域・

リモート勤務

歓迎）

経験よりも興味と⾏動意欲を⼤切にしているポジションの募集です

就業⽀援事務局内のお仕事（２０代〜５０代まで活躍中のお仕

事）

・各⾃治体や求職関連、求⼈関連の団体訪問（現状把握や就職率向

上の打ち合わせ、就業イベント企画・実施）

・求人取り次ぎ団体への訪問、連携

・求⼈企業への求職者紹介、求⼈情報の開拓

電話やメール、レンタカーや公共交通機関での移動がござます。 　　直

⾏・直帰や居住地域（⾃宅）からのリモート勤務もいただけます。

⻑野県の失業者・求職者⽀援に携わり、産業課題・地域課題に取り組

み、活動を通して未来の信州づくりを⼀緒に⾏いましょう。

事業所所在地と同

じ（全地域・リモー

ト勤務歓迎）

土曜日，日曜日，祝日

週休⼆⽇制︓毎週

時給

契約社

員

【必須】自治体や各種団体、企

業訪問に抵抗が無い方 　　【必

須】普通⾃動⾞運転免許（Ａ

Ｔ限定可）

【いずれか】自治体・関係団体との

連携経験または就業イベントの企

画・運営経験

【尚可】ｉｐｈｏｎｅの基本操

作 　　　Ｏｆｆｉｃｅ３６５

（Ｔｅａｍｓ利⽤）

【PCスキル】Ｅｘｃｅｌ︓グラフ

の作成・編集、表の作成・編集、

簡単な集計 　　ＰｏｗｅｒＰ

ｏｉｎｔ︓既存スライドの修正、

9 00 17 30 225,000 225,000 1,500

・在宅勤務・リモートワークを取り⼊れており、必

要に応じ柔軟に対応します。

・ご家庭の都合やご本人の希望により時短勤

務の柔軟な対応を致します。

・マイカー通勤︓不可

953 北陽實業株式会社 ⻑野県伊那市福島555番地 製造業

 
１．各種産業機械・食品加工機械　等の開発、設計

 
２．⼯場作業員（各種製作、溶接・組⽴・塗装　等の作業）

３．工場作業員（各種製作、大型旋盤・大型フライス　等の工作機械

の作業及び組⽴作業）

⻑野県伊那市福島

555番地

週休二日

時給

正社員・

アルバイト

あれば良い（⽟掛・床上操作式

クレーン・フォークリフト）

8 00 17 00 905

即戦⼒者優遇


